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イベント概要 

 

[企業名]  横河電機株式会社 

 

[企業 ID]  6841 

 

[イベント言語] JPN 

 

[イベント種類] アナリスト説明会 

 

[イベント名]  YOKOGAWA IR DAY 

 

[決算期]   

 

[日程]   2020 年 12 月 9 日 

 

[ページ数]  8１ 

  

[時間]   10:30 – 12:02 

（合計：92 分、登壇：68 分、質疑応答：24 分） 

 

[開催場所]  インターネット配信 

 

[出席人数]   

 

[登壇者]  4 名 

取締役 専務執行役員 経営管理本部⾧ 穴吹 淳一（以下、穴吹） 

常務執行役員 マーケティング本部⾧ 阿部 剛士（以下、阿部） 

マーケティング本部 Market Intelligence センター⾧ 

      伊藤 博樹（以下、伊藤） 

財務・IR 部⾧     中谷 博彦（以下、中谷） 
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登壇 

 

司会：では、定刻となりましたので、ただ今より、YOKOGAWA IR DAY を開催いたします。 

皆様、本日はお忙しい中ご参加いただき、ありがとうございます。 

まず初めに、注意事項のお願いです。ネットワークの負荷軽減のため、ビデオはオフに、音声はミ

ュートにしてご参加願います。また、通信障害等ございましたら、横河電機 IR 課の電話番号、

0422-52-6845 まで、ご連絡をお願いします。 

では、まず、本日の出席者を紹介いたします。取締役 専務執行役員 経営管理本部⾧ 穴吹です。常

務執行役員 マーケティング本部⾧ 阿部です。マーケティング本部 Market Intelligence センター⾧ 

伊藤です。そして、財務・IR 部 中谷です。最後に、あらためまして本日の進行を務める小林で

す。よろしくお願いいたします。 

では、本日のプログラムです。まず、穴吹から、本日の IR DAY の開催にあたっての趣旨などをご

説明いたします。続いて、阿部から、A VUCA World と Industry Automation（IA）改革として、

IA2IA の全体像を、そして伊藤から IA2IA の事例を含めた制御事業のチャレンジについてご説明申

し上げます。 

なお、ご質問は、伊藤の説明が終わった後に一括してお受けいたしますが、あらかじめお伝えして

いるとおり、Teams の挙手機能を用いるため、申し訳ございませんが、電話およびチャットでの

ご質問はできない旨、了承をお願いいたします。 

ちなみに、終了時刻は 12 時頃を目安にしています。 

では、中谷さん、挨拶をお願いします。 

中谷：皆さん、おはようございます。本日はお忙しい中、ご参加いただきまして、ありがとうござ

います。昨年 12 月でしたけれども、サステナビリティ説明会として、当社のサステナビリティへ

の取り組みと、その中でも、Well-being に直結するライフイノベーション事業の説明をさせてい

ただきました。 

今回は、IR DAY として、日頃、皆様からのご要望が増えている IA2IA に対するご説明の機会を設

けました。ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。 
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初めてこのような形で Teams を使った Web 会議を開催いたしており、多少不慣れな点もあるか

もしれませんが、今後も継続してこのような機会を設けたいと考えておりますので、本日終わった

後のアンケートなども含め、率直なご意見、ご要望等を頂けたらと思っております。よろしくお願

いいたします。 

では、早速ではありますけれども、ご説明に入らせていただきます。 

穴吹さん、お願いいたします。 
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穴吹：皆さん、おはようございます。経営管理本部担当の穴吹です。いつもお世話になっています。本日

は、当社の IR DAY にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。感謝申し上げます。 

私から、簡単にご挨拶を申し上げたいと思います。若干の資料、数枚になります。こちらの資料ですけれど

も、今までもご覧いただいている資料になりますけれども、当社の価値創造プロセスを絵にしたものになり

ます。左側から、YOKOGAWA、それからお客様を通して、右側に社会課題を解決するといったようなプロ

セスを表しております。 

まさに今、COVID-19 もそうですけれども、時代に応じてお客様が抱える課題やニーズ、社会課題解決のた

めのニーズに対して、お客様に寄り添ったソリューションを提供し、お客様と共に課題を解決していくこと

により、持続可能な社会の実現を目指しているというプロセスを回しております。 

直近のトピックスで、１つ、ニュースを付け加えさせていただきますと、先日、DJSI World の構成銘柄に選

出をいただきました。それに引き続きまして、昨晩、公開されたものになりますけれども、CDP の気候変動

対策と水セキュリティー対策の両方において A リスト選定を受けまして、いわゆる AA のスコアをいただい

た等、ESG では高い評価をいただいております。 
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この価値創造プロセスにつきましては、先々月、10 月に YOKOGAWA レポートを発表しまして、

その中でビジネスモデルを含めまして詳しく開示をしておりますが、本日は、その中でも特にお客

様からも注目されており、事業戦略に直結いたします、IA2IA、Industrial Automation to 

Industrial Autonomy につきまして、ぜひご理解を深めていただきたいと考えております。 
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産業界における自律化の流れは、社会ニーズとして既に始まっていましたが、今、まさに COVID-

19 を契機に、さらに加速されると考えております。この自律化の流れと、それに対する当社の取

り組みについて、本日、阿部、伊藤から説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、阿部本部⾧、お願いします。 
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阿部：皆さん、おはようございます。横河電機でマーケティングを統括しております、阿部と申し

ます。本日は、横河電機の Investor Relations DAY に、多くの方に参加いただきまして、誠にあり

がとうございます。お礼申し上げます。 

それでは、スライドに沿って話を進めていきたいと思います。スライド資料は、100 年企業の挑戦

としておりますが、現在、皆さんも既にご存じのように A VUCA World という背景の下に、

YOKOGAWA のメインビジネス、コアビジネスである、Industry Automation の世界がどうなって

いくのか、この中でコアが今、どのような取り組みをしているのか等をお話ししたいと思います。 

この IA 領域、Industry Automation 領域で、特に最近のホットな話題が２つあります。そのうち

の、今日は１つ、IA2IA、Autonomy への動きのところを、皆さんにお話をさせていただければと

思いますので、お付き合いいただきたいと思います。 
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Agenda として、このようになっております。最初の 1 番目、2 番目は阿部から、3 番目には、マ

ーケティング本部の Market Intelligence センターを統括しております伊藤から、YOKOGAWA の

取り組みについてお話をさせていただきます。 
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では、まず、皆さんと一緒に、最初、ちょっと世界を俯瞰してみたいなと思います。Worldview と

いうことですが、VUCA ということで、この VUCA は、このようによく使われます。

「LEADING･･･ and THRIVING in a VUCA WORLD」ということで、特に、この「WORLD」とい

う言葉と対で使われる場合が多いです。まさに世の中は、21 世紀に入って A VUCA WORLD に

今、移行しつつあります。 
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この VUCA とは何かといいますと、最初の V は変わりやすく「Volatility」、そしてＵは不確実で

「Uncertainty」、Ｃは複雑で「Complexity」、そしてＡはあいまい「Ambiguity」ということで

す。これがニューノーマルになるという話で、5 年前からダボス会議では、ホッテスト・トピック

になっています。 

簡単に言うと、もう世の中読めません、何が起こるか分かりませんという、経営者にとっては難し

い事態になってきたと思います。その中で企業はサバイブしていかなければいけない、生き残って

いかなければいけない、あるいは成⾧しなければならないということです。 
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この A VUCA WORLD の下、今、社会の状況を見てみると、実はいろいろな大きな動きがありま

す。 

まず、少し全体を俯瞰する意味で、過去の 2 世紀と今世紀を俯瞰してみました。タイトルがグロー

バルビジネスの革命ということで、これを、重点は何だったか(Key focus)、誰が主役だったか

(Major players)、そのときの評価基準は何であったか(Performance metrics)、そして、その影響

力は何か(Impact)、因数分解しました。 

19 世紀は、まさに植民地化時代、列強各国が外に向かって Go to the ocean ということで、自分

たちの植民地を増やしていったという、Land の時代だったと思います。ですので、主役は誰かと

いうと、国家そのものでした。特にヨーロッパ、フランス、オランダ、イギリス、諸々、あとはス

ペイン、そういった国が世界に出ていったということです。主役は国家ですが、まさに Power is 

justice、力こそ正義なりという時代ではなかったかと思います。 

これが、20 世紀になるとどうなるかというと、産業革命において資本主義というものが確立され

てきましたので、20 世紀は自由市場競争ということで、資本主義の時代でした。したがって、主
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権もついに国家から企業に変わった、主役はまさに Corporations の時代に入ってきました。それ

ゆえ、評価の基準も、その企業の Performance と成功ということになります。 

では、今世紀はどうかと、まだ現在始まったばかりなので、予測ということで見ていただきたいの

ですが、これはまさに Entrepreneur の時代だということと、人的資本の時代であると、われわれ

は考えています。したがって、主役もついに企業から市民に変わっている、これは裏を返せば、イ

ノベーターの主役は、もはや企業ではない、誰かというと、一般市民です。エンドユーザーそのも

のがイノベーターであるということで、Citizens に変わっていく、これからの 21 世紀は、まさに

Hyper personalization の時代であると予測しています。それゆえ、その評価の基準も、Purpose。

Why I'm Here ということで、なぜ私はここに存在するのだという存在意義と、その意味というこ

とに変わってくると予測しています。 
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このような流れの中で、人類の課題（チャレンジ、もしくはリスクそのもの）は、Terrorism や、毎月、毎

週、毎日、毎時間、毎秒、脅威にさらされている Cyber Security。そのほか、日本も含めて OECD の Aging

問題や、2035 年頃に人口が 100 億人を超えると予想される人口爆発、そして、Race conflict、Financial 

Collapse、Information Explosion、Systems Complexity、あるいはグローバリゼーションという波がある中

で、一方でナショナリズム、Ｇ20、Ｇ8 がある中で G-zero ということも考えなければいけない。また、人間

で言うと Health-care あるいは人権の問題があります。 

そして、やはり Climate。地球の温暖化、Climate Change において、特にわれわれが最も注意しているの

は、３つです。１つ目が Water shortage、２つ目が Food shortage、３つ目が Energy shortage。後段でも

また少し触れますが、この水、食物、そしてエネルギーの Triple shortage、この３つを非常に危惧していま

す。 

われわれはこれらの人類の課題の中で特に「Cyber Security」「Aging」「Population」「Climate 

Change」「Water shortage」「Food shortage」「Energy」の７つの課題について貢献をしていきたいと考

えています。 
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われわれがキャプチャーしているメガトレンドは四つあります。 

１つ目、まずは個人の力の拡大です。先ほど、2 ページ前に、Hyper personalization の時代と言いまし

たが、まさに個人の力が拡大している。The expansion of individual force と言います。 

２つ目は、権力の拡散です。今までの中央集権主体のインフラストラクチャーから、The diffusion of 

power ということで、権力も拡散しているということです。一番分かりやすい例が、リアルマネーの世

界。今の円、ドル、元、それから諸々、ユーロ、中央銀行というエンティティによってコントロールさ

れたマネーインフラが、仮想マネー、仮想通貨というのは、全く違う扱いになります。 

３つ目は、人口構成の変化です。これは、先ほども申し上げた通り 2035 年を過ぎた辺りに人口が 100

億人になっているだろうということ、かつ年収が 3,000 ドル以上の人口がかなり増えてくるということ

で、コンサンプションはおそらく増えていくと思います。 

４つ目、これは先ほど少し触れましたが、水と食糧、そしてエネルギーの問題、これはもう Shortage

です。これが連鎖的に起こるというところを非常に危惧している、メガトレンドとして捉えています。 
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この４つのメガトレンドに対して、さらに今後ゲームチェンジを起こす要因になるであろう６つを

キャプチャーしています。 

１つ目は、危機を頻発する世界経済です。ちょうど今から 12 年前にリーマン・ショックがありま

した。その 11 年前には IMF クライシスがありました。その 11 年前にはブラックマンデーがあ

り、その 11 年前にはオイルショックがありました。歴史は大体 11 年周期で大きなファイナンシ

ャルクライシスが発生していますが、今回、この 2020 年になって、今度は COVID-19 によって大

きな世界の経済のインシデントが発生しました。今後、それ以外にも、世界経済を脅かすような、

大きなインシデントが起こるのではないかと見られます。 

２つ目は、変化に遅れる国家統治力です。これは、今のインターネットの進化、技術の進化に、国

家の法律が全く追い付いていないということです。The governance gap ということで、一番分か

りやすい例が税制だと思います。 

３つ目は、高まる大国衝突の可能性です。これは、皆さんご存じのとおり、特に今、アメリカと中

国の関係が注目されていると思います。 
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４つ目は、広がる地域紛争です。これは、今でも西アジア、あるいはアフリカ、中東、そして南

米、ユーラシア大陸の真ん中辺りなど様々な地域で起こっており、これからも地域紛争が続くだろ

うと思います。 

５つ目、これが唯一、この中ではまだ明るいニュースなのかもしれませんが、これはもうデジタル

トランスフォーメーションそのものになります。 

最後、６つ目は、変わる米国の役割です。今回の大統領選挙で、世界のポリスと言われていたアメ

リカの役割も変わるかもしれません。 

これらが、ゲームチェンジを起こすであろう６つの要因と捉えています。 
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先ほどお話しした４つのメガトレンドと、この６つのゲームチェンジ要素が、足し算ではなくて掛

け算でやっていくということで、まさにこれこそが A VUCA WORLD ではないかと捉まえていま

す。 
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先ほどのクライシスに、全人類の課題という、今の A VUCA WORLD の中で、われわれは今の⾧期

経営構想、そして中期経営計画「Transformation 2020（TF2020）」を策定するときに、最初か

ら、この国連がつくったサステナビリティ Development Goals、SDGs 17 をバイブルとしまし

た。 

今のわれわれの考え方、あるいは方向性、これからの事業の方向性は、ほぼこの SDGs を理解した

形、これにのっとって事業計画をつくっていこうと、要は全世界の課題に挑戦していこうと考えて

います。 
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横河電機は、1915 年に創業しました。これは、第 1 次世界大戦の 2 年目に当たりますが、横河民

輔によって創業されました。 

今年で 105 歳になる会社ですが、過去 2 回、戦略的転換期を生き抜いてきた会社です。大きく事

業のポートフォリオを変え、そして生き残ってきました。もう 100 年を超える企業になってきて

いますが、今、まさに 3 回目の戦略的転換期を迎えているのではないかと考えています。 
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その中で、もう一度われわれは原点に返りまして、自分たちの強み、コアコンピタンスは何だろう

ということを考えました。 
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われわれのコアコンピタンスは３つあると思います。 

１つ目は測ることです。この会社は測ることが大好きです。とにかく測りたい。可視化するという

ことです。 

２つ目、それを基に制御をする、コントロールです。 

３つ目がデータ、インフォメーション、情報ということで、測ること、そして制御することで出て

くる情報、これはビッグデータにつながっていきます。 

これらの３つが、われわれのコアコンピタンスだと捉まえています。 
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この３つのコアコンピタンスをベースに、SDGs の 17 個のタイルの 2、3、6、7、9、11、12、

13、14、15、そして 17、この 11 個のタイルに対して、われわれは貢献していきたいと考えてい

ます。 
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今から 3 年半前、今の中期経営計画「TF2020」を発表する半年前に、横河電機としてのサステナ

ビリティ目標を発表しました。３つのゴールです。2050 年に向けての YOKOGAWA の目指すゴー

ルとして、まず、環境においては Net-zero Emissions、ソーシャルに対しては、Well-being、そ

してエコノミーに対しては、Circular Economy。この３つをコーポレーション全体のゴールとして

定めるということで、これにのっとって事業計画も進めていきたいと考えています。 
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さて、ここまで全体を俯瞰してきましたが、では、今、エネルギー業界の現状についてご説明 

させていただきます。 

まず最初にご紹介するのが、2005 年に、元サウジアラビアの大臣である Sheik Ahmed Zaki 

Yamani 氏が言った言葉です。彼は、2005 年にこんなことを言いました。“The stone age didn’t 

end for lack of stone.” 日本語に訳すと、「石器時代は、別に石がなくなったから終わったわけで

はない。」という、ごく当たり前のことですが、問題は次です。 

“The oil age will end long before the world runs out of oil.” 「油も一緒ですよ。」ということで

す。2005 年にサウジアラビアの元石油鉱物資源大臣が発言したということで、少し業界がざわつ

きました。その後、オイルは 1 バレル 140 ドルを超えるようなバブル期に入り、このことは忘れ

去られていきましたが、最近、またこのことがよく参照されるようになってまいりました。 
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簡単に言うと、このエネルギー業界、特にハイドロカーボンの産業界は、まさに戦略的転換期に入

ったと言っても過言ではないと考えられます。 
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そのエネルギー業界の中で、プロセスオートメーション、Oil & Gas、あるいはケミカル、ペトロ

ケミカル、そのような産業界が関係するプロセスオートメーションの世界ですが、今から 15 年ぐ

らい前のわれわれのマーケティングメッセージをご紹介すると、こう発言していました。「“A 

well managed plant looks silent and boring.”」ということで、よいプラントは静かだし暇だよと

いうのが、マーケティングメッセージでした。これは当時、非常にわれわれの顧客に対しては受け

入れられたメッセージでもあります。 

ただ、今、これは全く意味を成しません。 
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今のプラントはもうサイレントではありません。もうビジーになっています。このスライドでは、

プロセスオートメーションにおける課題をバブルで表現させていただいておりますが、たくさんの

チャレンジ、要は課題が、今のインサイドプラントにあります。 
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これらの課題と並行して、今まさに Digital Transformation、DX、が来ています。さらに、ここに

輪を掛けて、今回の COVID-19 というものが、この Digital Transformation をさらに後押ししてき

ているということは、言うまでもございません。 
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この DX のアプローチについて少しお話をさせていただきます。 

こちらのスライドは Gartner 様のデータです。この表の見方ですが、縦軸が各産業界、特に皆さん

に見ていただきたいのは、一番下の Heavy Manufacturing、ここがわれわれが特にお付き合いさせ

ていただいているプロセスオートメーション産業界になります。横軸は、一番左の No Digital から

Refine まで右に行けば行くほどデジタルトランスフォーメーションのマチュリティが高い、要は

デジタル化が進んでいるという意味を示しています。 

パーセンテージが書いてありますが、今、何パーセントの企業がそこに存在しているかを表してい

るのが、このグラフになります。 

皆さんに見ていただきたいのは、一番下の Heavy Manufacturing のところです。さすがに No 

Digital は 0%ですが、Ambition が 17%、Design が 19%となっています。どこに成熟度があるかと

いうと、Scale や Refine に行けばかなりデジタル化が進んでいると言っても過言ではありません

が、残念ながら、Heavy Manufacturing においては 77%（左から四つ）がまだまだマチュリティ

レベルとしては低い、まだ未成熟という状況にいるとなっています。 
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では、なぜこの Heavy Manufacturing の業界のマチュリティスケールがまだ遅いのか。最大の障

壁があります。最大のバリアーは何かというと、企業 Culture です。 
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言い換えれば、これは従業員の Mindset です。よって、デジタルトランスフォーメーションの本

質とは何かと問われたときに、私たちは、それはまさに企業 Culture、そして従業員の Mindset の

変革であると、今、考えています。 
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それゆえ、企業の CEO は非常に悩んでいると思います。どのように悩んでいるかというと、“To 

DX or not to DX, That is the question!” 、行くべきか行かざるべきか、それが問題である。もう、

行かないというオプションはないと思いますが、まだまだ世界の CEO は悩んでいます。 
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このデジタルトランスフォーメーションですが、今、一番困っていることは、とにかくいろいろな

ものがあり過ぎるということです。ここに列記しているのが、デジタルトランスフォーメーション

を起こすためのテクノロジードライバです。１つ１つかなり奥深いですが、高速ブロードバンドも

あれば、IoT Platform、AI、あとは AR、VR、MR、あるいはモジュール化、ドローン、さまざま

なテクノロジードライバがあります。 

したがって、われわれの対面しているお客様も、こういったものをどうやって、何に使っていいの

かというところで、まだまだ悩んでいらっしゃいます。 
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この中の一つに IoT があります。 
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IoT は、皆さんご存じのとおり、何の略かというと、Internet of Things という定義になっていま

すが、われわれは、IoT を Internet of Things とは呼んでいません。 
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われわれは、Information Technology、IT と、Operational Technology、OT、これのコンバージ

ェンシーだと考え、IT と OT の融合で IoT と呼んでいます。 
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この絵は何を示しているかというと、緑色の部分が OT の領域、IIoT から右の黄色の部分が IT の

領域になります。過去、⾧い歴史において、OT は OT、IT は IT で独自の文化で育ってきました。

これが 2000 年に近づくにつれ、IT と OT の壁が徐々に薄まって、これが交わり始め、今はもうこ

の壁が完全に取り払われて、まさに OT と IT のコンバージェンシーが起こりつつあります。 

言葉で言うのは簡単ですが、実際はなかなかそう簡単にいきません。なぜならば、これは文化が違

います。IT の領域の文化、特にバリュープロポジション、価値です。何が価値かというと、赤い

文字で示していますが、課題解決・最適化、そして柔軟性、拡張性が IT の主なバリュープロポジ

ションです。 

一方で、OT 側のバリュープロポジションは、高信頼性、高可用性、そして生産性ということにな

ります。 

反するとは言いませんが、違った文化、これを融合させるというところは、技術を融合させる以上

に難しいことになります。 
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そこで、今日お話しする内容になりますが、今、このプロセスオートメーションの業界で２つの大

きなイベントがあります。 

１つが OPA、Open Process Automation、２つ目が Industrial Automation to Industrial 

Autonomy。今日は時間の関係で、IA2IA についてお話させていただきたいと思います。 
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IA2IA ですが、われわれはこの数年間、自問自答してまいりました。How does process industry 

evolve? プロセス産業の進化の先は一体何であるか。DX のターゲットは何か。その答えが

Autonomous Operations です。 
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お客様の今の課題、これも先ほどのバブルの絵がありましたが、たくさんあります。 
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この中で、特にわれわれが注目しているのが、Unattended Ops です。自律化による無人操業とい

うところに、今、フォーカスを当てています。 
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プラントには４つの重要な因子があります。 

１つが Efficiency、２つ目が Availability & Reliability、３つ目が Safety & Security、そして、その

真ん中に４つ目として、Human Reliability があります。今、この Human Reliability に大きな課題

があります。それをシェアさせていただきます。 
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あるリサーチによりますと、なんと世界のプラントワーカーの 71%が、もう 50 歳を超えている。

ここにも Aging のイシューが横たわっています。 

かつ、向こう 5 年から 7 年で約半数の人がいなくなる。いなくなるというのは、つまりリタイアメ

ントされる。これがプラントの持っている非常に大きなリスクだと言わざるを得ません。特に安全

性の問題です。 
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われわれは、今年の 6 月、7 月にサーベイを行いました。Oil & Gas、ペトロケミカル系、ライフ

サイエンス、そしてパワープラント系の、北南米、東、西ヨーロッパ、アジアの主要なお客様 504

社に対して、サーベイをかけました。 

われわれの質問は、「皆さんは Autonomy について、いつぐらいに達成したいですか」という質

問です。ここに書いてある、Level 0 から 5 は、Autonomy のマチュリティモデルです。上に行け

ば行くほどマチュリティレベルが高くなっています。 

3 色の色がそれぞれ 2020 年、2023 年、2030 年をターゲットとした場合を表しています。一番

上、Level 5、これはもう Full-Autonomy ですが、504 社のうち、なんと 64%の会社が、2030 年

には Full-Autonomy にしていきたいと考えられています。 

この数字は、われわれも驚きました。われわれも 50%ぐらいはあるだろうなと思っていました

が、過半数の人たちが 2030 年には Full-Autonomy にしていきたいと思っているということです。 
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この IA2IA はわれわれがつくった造語です。Industrial Automation to Industrial Autonomy、

Automation から Autonomy に行こうということです。 

この Autonomy のわれわれの定義ですが、プラントの設備や操作自体が学習し、対応する機能を

持つようになる、ということです。つまり、プラント自身が学習しながらオペレーションを進化し

ていくことを、われわれの Industrial Automation の定義としています。 

新設のプラント、これはグリーンフィールドと言いますが、グリーンフィールドは最初から

Autonomy 化すればよいですが、今の既設、俗に言うブラウンフィールドを、いきなり Autonomy

化するのは無理があります。今のほとんどのプラントが Semi-Automation か Automation です。

われわれはステップを踏んでお客様を導きたいと考えています。 
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まず、ファーストステップ、Semi-Autonomous、部門間の壁を取り払う。次に、Autonomous 

Orchestration、異なる部門や機能の統合。そして、Full-Autonomy ということで、企業を取り巻

くエコシステムの統合をしていく。 

このピラミッドは、われわれがつくったものです。最近では、他の企業あるいは団体からも同じよ

うなものが出てきていますが、われわれが１つ、他の企業と違うのは、一番上、トップ・オブ・

ザ・ピラミッドに、Symbiotic Autonomy を定義していることです。これは、産業の壁を越えて、

いろいろなマルチ産業がお互いのインフラを接続しながら Autonomy 化していく。ある意味、エ

ンドステートメントということで、サーキュラーエコノミーということも踏まえた、究極の

Autonomy の世界を実現したいということです。 
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今のプラントは、残念ながら、まだまだ 3K、安全性の問題、Aging の問題など、さまざまな問題

が横たわっています。これをわれわれはスマートなプラントに変えていきます。 
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そのためには、さまざまなテクノロジー、サービス、製品が必要です。これらのテクノロジーやサ

ービスをわれわれだけで提供することは、到底できません。 
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もちろん自分たちのやるところはやりますが、オープンイノベーション、さまざまな世界の優秀な

企業と Co-innovating、これは弊社のスローガンですが、Co-innovating tomorrow のスローガンの

下に、協業を積極的に取り組んでおります。もちろん、必要であれば競合他社の方々ともコラボレ

ーションしていくことも、やぶさかではないと考えております。 

Automation から Autonomy へ。事実、Autonomy というのは、決して車だけではありません。プ

ラントも Autonomy の世界へ移行され、そして IA2IA をマーケティングメッセージとして業界を常

にリードしていきたいと考えております。 

では、ここから、同じくマーケティング本部の MI センター⾧の伊藤にバトンタッチしたいと思い

ます。伊藤さん、よろしくお願いします。 
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伊藤：では、ここから、伊藤がご説明いたします。私は、マーケティング本部で制御事業の中期戦

略を担当しております。本日お話しする内容はご覧の通りです。 
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まず、IA2IA の概要です。 

こちらのスライドは、阿部のパートでも触れましたが、お客様の課題領域を示しております。生産

の効率性、人に起因する課題、安全、それから、お客様は一般に大きな設備をお持ちで、それらの

アベイラビリティ、信頼性を確保することは重要なテーマとなっております。 
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このトラディショナルな課題に加えて、現在、VUCA に代表されるようなビジネス環境の変化な

ど、さまざまな緊急課題に直面しております。昨今、COVID-19 がお客様のビジネスに大きな影響

を与えていることは明白です。 
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先ほど、阿部のパートでも触れさせていただきましたが、世界中のプラントの IT マネージャーお

よび OT マネージャー約 500 名を対象に、Autonomy に関するサーベイを実施しました 

われわれが考えた Autonomy のマチュリティレベル、0 から 5 ですね、これを説明するとともにサ

ーベイを行いました。業種につきましては、Oil & Gas を中心に、ケミカル、ライフサイエンス、

パワーなどです。それから、地域に関しましては、世界中に６つの地域に分けまして、アジア、中

東、東西ヨーロッパ、北南米を対象としました。 
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こちらは、93%のお客様が自律化への何らかの投資に積極的との返答を得たものです。 

このグラフにありますように、30%のお客様は、何らかの Autonomy への活動を、何らかの活動を

もう開始されております。34%のお客様は、piloting ということで、始められております。残り

30%のお客様は、現在は投資、あるいは活動しておりませんが、3 年以内には Autonomy への何ら

かの投資をする計画があると答えていただいております。逆に、7%のお客様は、Industrial 

Autonomy への投資は、今はノープランですということになります。 
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こちらのアンケートは、阿部のパートでも触れさせていただきましたが、3 年後、10 年後、Level  

5 に到達するのは 64%です。 

地域ごとに見ますと、この Level 5 へ 2030 年までに到達すると考えているお客様は、全体では

64%ですが、Asia-Pacific では最高の値で 71%です。それから、業種ごとの値を見ますと、

Refining と Upstream oil and gas で、それぞれ 74%、66%と、平均より高めになっています。 
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ということで、われわれも若干驚いたサーベイの結果だったのですけれども、プロセス産業界では

IA2IA の動きがもう既に始まっているという理解をいたしました。 
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ここで少し、Automation と Autonomy の違いをご説明します。 

左側が Automation です。右側が Autonomous、Autonomy です。両側の絵には、二つのループが

ございまして、内側のループが、システム、機械を用いて制御されている状態です。外側のループ

は、人によって Decision、意思決定をするループです。Autonomous Operations の状態になりま

すと、人を最小限にして、人を介さず、意思決定のループがぐるぐる回っているという状態となり

ます。 
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先ほど阿部のパートでも触れましたが、ほとんどのお客様は Automated、あるいは Semi-

Automated、Level 1、2 の状態におられます。それを、一気に Autonomous Operations、Level 5

まで持ち上げるためには、かなりの年数を要すると考えられています。Level 5 まで持ち上げるた

めには、テクノロジーだけではなくて、組織の文化とか、従業員の Mindset とか、そういったも

のも変えていかなければならないので、結構時間がかかるとお客様もおっしゃっています。 
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ということで、IA2IA のバリューですが、先ほど申しました４つの領域のみならず、Changing 

Business Environment、環境変化に追従したビジネスの環境を変えていく。あるいは、サステナ

ビリティ等への対応等を含めて、俊敏にビジネスを変えていくことが鍵になります。 
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ここからは、IA2IA のサービス・ソリューションのご説明になります。 

こちらの絵は、お客様のプラントでの活動を 2 軸に表しております。横軸が Supply Chain です。

縦軸が、Asset Lifecycle と書いてありますが、プラントの建設から始まって、プラントの運用を

開始して、Re-vamp までです。従来、横河電機のビジネスは、ここの 2 軸の交点にあります、生

産のプロセス、Production/Manufacturing にフォーカスをしたビジネスをしておりますが、この

IA2IA の実現ということになると、ここだけでは不十分です。そのビジネスの範囲を両軸に拡大し

ていく必要があります。 

この両軸を拡大していく中で、われわれの Smart Manufacturing Solutions として、５つのカテゴ

リーに分けて、ソリューションサービスをラインナップしております。 

本日は時間がありませんので、ここの５つのカテゴリーに分けて、その概要をご説明します。 
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まず、オペレーション管理です。 

これは、いわゆる工場、プラントの操業管理を指します。残念ながら、今、お客様のところも組織

のサイロがあったり、それから情報不足によって意思決定に時間がかかるであるとか、操業のパフ

ォーマンスを人のスキルや経験に非常に依存しているというような問題があります。これを、デジ

タルテクノロジー、DX でオペレーション管理がスムーズに回って、工場の操業およびビジネスの

無駄がないようにしていくのが、オペレーション管理のアプローチでございます。 
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次に、Production Optimization、生産効率の最適化です。 

こちらも残念ながら、組織の個別最適でありますとか、プラントには大きな設備が並んでおります

けれども、それをわれわれはユニットと呼んでいますが、そのユニットの個別最適となっており、

とても全体最適にはなっていない状態です。こちらを、全体最適のために生産プロセス全体をまず

デジタル化して、ボトルネックをあぶり出して、そこを効率化していくというようなアプローチ

が、生産効率最適化のソリューションでございます。 
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次に、サプライチェーン管理です。 

先ほどの生産効率最適化の話は、一企業、一プラントの中に閉じるわけですけども、サプライチェ

ーンの最適化をしようとすると、企業の枠を超えて、つまりお客様のサプライヤー様、お客様のお

客様とのつながりを最適化する必要があります。こちらも、デジタルテクノロジーを最大限活用

し、サプライチェーンの end-to-end にわたって「見える化」を行い、その上で実行可能な生産計

画、予実管理、スケジューリング管理といった最適化手法とともに実行することが本ソリューショ

ンのアプローチです。 
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次に、プラントの設備管理です。 

お客様は、そのプラントの中で、プラントそのものが大きな設備でありますが、今、残念ながら、

過去の経験に基づいた設備管理になっております。ですので、こちらにつきましても、デジタルテ

クノロジーをフル活用いたしまして、お客様がお持ちの設備を全部「見える化」し、実行可能な設

備管理の計画を作成し、粛々とそれを運営していくということが非常に重要になってきます。それ

によって、お客様のビジネス拡大に貢献する戦略的な設備管理へと変えていくことが本設備管理

Solutions の目的でございます。 
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最後に、エネルギー最適化です。 

こちらも、残念ながら個別最適です。プラントで使用するエネルギーを全部「見える化」して、実

行可能な計画を立ててやっていくのですが、昨今、CO2 排出量やサステナビリティのプレッシャー

が、お客様がおられる業界で高まる中で、早急に、こういった Energy optimization、Net-zero 

emissions といったことについて、早くデジタル化を進めて、SDGs の達成していただくというこ

とをお手伝いするというのが、ソリューションでございます。 
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以上、駆け足で Smart Manufacturing Solutions を紹介しましたが、もう少し詳しいことを知りた

い方は、こちらの「Smart Manufacturing Solutions 」、これはカタログですけれども、弊社のサ

イトからダウンロードできますので、ぜひご覧ください。 
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では、次に IA2IA のテクノロジードライバについてご説明します。 

こちらの図は、弊社はコアテクノロジーをどのように育てていくかというところになっておりま

す。横軸が、いかにコアテクノロジーをビジネスあるいは製品開発に使える状態になっているかの

度合いを示しています。一番右に READY となっていると、それはビジネスで使える状態であると

いうことです。縦軸が、ビジネスへの貢献度合いです。たくさんのソリューションを使って、ビジ

ネスを立ち上げると、このテクノロジーマップは右上へ集まることになります。ですから、全ての

テクノロジーが右上へ行くと、ビジネスとしても効率的にテクノロジーを活用してビジネスを行っ

ていることを示します。 

右上にあります Cyber Security、Cloud Computing、IIOT、この辺りは、既にビジネスで活用され

ています。その周りにあるテクノロジーについて事例を簡単にご紹介します。 
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まず、AI/Machine Learning です。プラントオペレーションの価値を高めるために、AI を使うの

ですが、３つの領域があります。１つ目は設備異常の予測解析、２つ目は過去に起きたトラブルの

原因解析、それから、３つ目としてお客様が生産されている製品の品質予測解析、この３つが、AI

がプラントオペレーションにおいて価値をもたらす領域であると考えています。 
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こちらは、設備異常予測の事例です。 

あるときお客様のプラント設備 にて、減速機のシャフト折損というトラブルが発生いたしまし

た。故障が発生したときは、AI を未導入ですが、過去のデータから分析を行い、加速度、温度、

速度などのパラメーターを抽出して AI にかけると、下側のグラフ、その設備の健康度という指標

を示すことができました。実際には、故障が起きた 3 週間前に、健康度が正常域から異常域に推移

していることがわかります。今後は、その健康度だけを見ておけば故障の発生を予知できることに

なります。 
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次に、デジタルツインのご説明をします。 

こちらは、弊社のミラープラントのソリューションですが、右側が実プラントです。それを、プロ

セスモデルを用いまして、左側のミラープラント、Virtual Plant の世界に精緻なモデルを作ってお

ります。 

モデルというのは、一般には作りっぱなしですと、その精度が劣化してくるわけですけれども、ミ

ラープラントは実プラントとパラメーターのチューニングを常に行うことで、そのデジタルツイン

を実プラントにリアルタイムに高精度に追従させることができます。 

これを用いると、プラントの将来の動きが予測できます。アプリケーションとしては、プロセス可

視化、予測アラーム、それから、実プラントでできればよいのですが、なかなかプラント稼働率を

保障しなければいけない、あるいは安全、安心ですね。安全、安心がプラントの使命ですので、そ

の最適運転条件を実プラントではなくミラープラント上で試すことで実プラントの安全を保ちなが

ら生産効率の向上を目指すことができます。 
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ミラープラントの活用事例ということで、化学会社様とガス会社様の事例をご紹介します。化学会

社様は、一般的には危険物質を扱うプラントですので、何かこういうことをすればもっと質を高め

られるということが分かっても、実プラントで試すわけにはいかないので、安全性を担保した上で

実プラントに変更するわけですが、ここでミラープラントを使って安全性を担保してから、実プラ

ントに適用するという手法でミラープラントを活用しています。 

それから、ガス会社様は、さまざまな要因に対応して発生するプロセスが変動します。その変動

を、ミラープラントを使って事前に察知して、それに対応することで、供給ガスの品質および安全

性を保っています。 
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それから、IA2IA テクノロジーインテグレーションです。 

これまで、１つのテクノロジーを活用するのですが、実際には複数のテクノロジーを検証インテグ

レートしてお客様の価値に変えていきます。 

デジタルトランスフォーメーションですとか、IA2IA を実現する、ひとつひとつのテクノロジーの

粒々は、今ご覧いただいていますが、これら複数をインテグレートしてお客様の価値につなげると

いうことは、Engineering Technology（ET）がキーでして、今後は、この Engineering 

Technology（ET）が重要な役割を果たすと考えています。 
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こちらは、AI と Digital Twin を組み合わせて、お客様の自律プラント操業を実現する事例です。 

先ほど言いましたミラープラントの中に、AI を２つ入れます。下側に書いてある、AI の教師あり学

習、それから、真ん中の下側にあります、AI の強化学習です。 

AI の教師あり学習のほうで、ミラープラントで起きるであろうプロセスの異常ですとか、設備の故障を

あらかじめ検知いたします。その検知をしましたら、AI の強化学習で、それは実プラントでは起こして

はいけないことですので、それを予防するためには、どのようなことをすればよいか、どのような対応

をすればよいか、AI の強化学習で試行錯誤ですけれども、ミラープラントを使って実験をします。 

よい解が見つかりましたら、それをお客様オペレータに通知して、今後このようなプロセス異常が発生

するので対応してください、というような通知をして、お客様オペレータはそれを見て、実プラントに

対応を実施するということになります。 

これは、ミラープラント、AI の精度が高まってきますと、オペレータに通知することもなく、実プラン

トへ直接 AI から対策を実施することも考えられ、それはまさにプラント全体が自律化して自ら操業し

ている状態です。 
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それから、OPA、オープンプロセスオートメーションです。 

先ほど阿部からご説明しました、２つの大きなイベントのうちの１つです。これは簡単に言いますと、従来

は、制御システムベンダですね、横河電機のような制御システムベンダが、プロセス制御システムを納入さ

せていただいていますが、そのアーキテクチャが、ベンダー依存でオープン化されていないために、IT およ

びデジタルテクノロジーを制御システムに容易に導入できないという問題がございました。それに対応する

ために、制御システムのアーキテクチャをいったんばらばらにして、コンポーネント間のインターフェース

を標準化して、再構築できるようにした活動でございます。 

横河電機は、こちらの趣旨に賛同しまして、当初から積極的に参加しています。今では、OT アーキテクチ

ャに関して、先ほど阿部の説明にもありましたように、IT と OT はかなり要件が異なりますので、OT の要

件を担保するために、テストベッドを構築して、技術検証を実施しています。 

来年度、再来年度になりますと、ユーザー様は、この活動に賛同していただいたユーザー様は、お客様のコ

マーシャル Plant でフィールドトライアルを計画されており、それに向けて技術検証を行っております。 

そのような OT のアーキテクチャをオープン化したおかげで、いろいろな通信のテクノロジーですとか、ク

ラウド環境を利用して、制御システムによる生産プロセス全体最適化を行うような柔軟なアーキテクチャを

構成することが可能となります。 
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ここには、5G を活用しております。5G は、その種類が２つありまして、Public 5G と Local 5G 

です。Local 5G を利用すると、プラントの中ですね、今は結構有線の配線がありますけれども、

そこを一掃できます。これはお客様にとっては設備管理という意味において非常にメリットがあり

コスト削減に寄与します。 

こちらの絵は、Cloud に配置された CI Server が、複数のプラント、すなわち Plant 1、Plant 2、

Plant X を統括して全体最適を実現する機能であることを示しています。また、例えば Plant 1 が

お客様から見てサプライヤー様に該当するケースの場合、これはサプライチェーンの End-To-End

にまたがる最適化を実現するアーキテクチャとなります。 
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次は、これは同じく 5G の活用です。今、当社の Field Assistant のサービスでは、左側にオンライ

ンの計器室とオフラインの現場がありますが、現場では、タブレットデバイスを使用して、プラン

トの巡回点検をするのですが、タブレットデバイスにデータを集約して計器室に戻ると、計器室の

サーバーでデータを管理する、こういった作業です。これに Local 5G を利用すると、人が、タブ

レットデバイスというよりウエアラブルデバイスを活用して、その点検データをリアルタイムに収

集して、不具合等があればその場で解決することができます。 
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これをもっと進めると、もうそもそも人が現場へ行くのではなく、人がどうしても行けないエリ

ア、危険なエリア、高いところや狭いところへ入るなど、なかなかプラントはくまなく点検するこ

とは難しく、そこでロボットや、ドローン、クローラ を駆使して、それらを 5G で結んで、点検・

パトロールを実施していくことが可能になります。 

人が今点検している中では、人の特性ですね、何らかの違和感ですとか、過去の経験、ここは何か

おかしいのではないか、あるいは人は五感を使いますので、そういったものを代替するセンサーを

Vibration ですとか、Video Image、音声などをロボットにペイロードとして配置をしてやる必要が

あります。 

ただ、それだけでは不十分なので、過去の経験とか、何となくおかしいのではないか、そういった

ものは意外と当てになるわけでして、そういったものをどう判断させるか。恐らくロボットに小さ

な AI を搭載して、総合判断をしていくことになると思われます。これによって、日々の巡回点検

のみならず自律化された無人操業に近づくわけです。 
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以下、まとめになります。 

産業の自律化、IA2IA の動きは、既に世界中で始まっています。これは、サーベイからわかりま

す。それを実現するためのデジタルテクノロジーは、既に利用可能でございます。 

横河電機は、Co-innovating tomorrow のコンセプトの下、産業界全体を巻き込んで、産業界ある

いは社会の持続的な発展に貢献していきます。 

それから、Industrial Autonomy の実現には、IT/OT の技術はさることながら、これらを掛け合わ

せて、お客様価値に変換する ET、エンジニアリングテクノロジーが重要な要素となります。 

私からの発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。 
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質疑応答 

 

Q：お客様の Autonomous に対するニーズが見える中で、横河電機として技術やその他の優先順位

をどのように考えているのか、ご説明いただけるでしょうか。 

A：まず、AI は必須です。それに加えて Robotics、横河電機自身がロボットをつくることはあり

ませんが、ロボットをいかにディプロイしていくかということについて、われわれは今、既に企画

を立てて実行しようとしています。そして 5G です。プラントでの展開におけるローカル 5G は、

まだまだプレマチュアです。これは、日本のキャリアと協業しながら、まず実証実験をやっていか

なければなりません。更にセンシング技術です。まだまだ測れていない、あるいは測りたい情報が

たくさんあるので、ファースト・プライオリティとして取り組んでいきたいということです。そし

てもちろん、Cyber Security、これはセキュリティーの強い会社と協業をしながら、サービスを提

供していこうと考えています。これらのテクノロジーを今、最優先順位として取り組んでいます。 

Q：利益と成⾧のための投資のバランス感や、投資の刈り取りが始まりそうな時間軸などについ

て、考え方を教えて頂けませんか。 

A：変革をしていくための IT、DX 系の投資は、立ち止まることもなく、今後もさらに加速をして

いくところだと思っています。今の段階で、デジタル値でもってお示しをするのはなかなか難しい

のですけれども、われわれが中期、⾧期の目標に向かって進んでいく中で、どの程度の利益を確保

しながら投資をかけていくかといったところのバランス感は、注意しながらやっていく必要があ

る、経営の本質的なところだと思っています。まさに当社が今抱えている、直面しているフェーズ

は、モード 1 からモード 2 へのシフトであり、両利き経営だと思っていますので、そこをしっかり

と推し進めていきたいなという考えで、検討をしています。 

Q：IA2IA の流れやビジネスが、御社の今の業績やこれからの業績にどのようなインパクトがある

のか、お伺いできますでしょうか。 

A：IA2IA の方向へ進んでいくにあたり、優先的な技術があり、それらを組み合わせながら進めて

いくのですが、これは、今の中計や過去から進めてきているものの延⾧線上にあり、いろいろな変

革への投資をしながら既に進めています。その効果について、これをやったのでこのような利益が

出ました、というようになかなか具体的にご説明できないのですが、過去からの成果が既に出始め
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ています。価格の競争激化に見舞われている非常に厳しい経営環境の中、現時点においても、粗利

率や収益性については、キープできています。まさに、こういった投資をかけて新たなお客様の課

題の解決に向き合えていることが認められ、われわれの収益につながっているという見方をしてい

ただくのがよいのではないかと思います。まさに、お客様の課題を解決するスキルを、本日ご説明

した戦略においてさらにスケールアップしていくことを戦略の軸に構えている、とご理解いただけ

ればと思います。 

また、CAPEX 投資がなかなか難しい今、お客様は、既設のプラントをさらに 40 年、50 年、60 年

と延命しようという状況です。したがって、われわれとしては、この IA2IA ならびに OPA を基

に、お客様に寄り添って、今までのモノ売り、コト売りだけではなく、お客様のプラントのアセッ

トのライフタイムそのものにサービスを提供していくことになると考えています。それゆえ、この

分野だけを言えば、トップラインもそうですが、ボトムライン、収益性も上がっていくと考えてい

ます。つまり、今までの売り方だけではなく、リカーリングモデルのような新しいモデルもやって

いきたいと考えています。 

Q：ミラープラントは以前から実施されていて、その精度も上がり提供する付加価値も上がってい

ると思いますが、リカーリングも含めビジネスとして増えてきているのでしょうか。 

A：お客様は、従来はこういったデジタルテクノロジーをあまり信頼していなかったと思うのです

が、昨今の世の中で、DX というものを、本当にデジタルテクノロジーを使って実現できるように

なったことを見られて、こういったテクノロジーに信頼を置きだしている傾向が感じられます。 

信頼を置きだしたために、お客様から、このテクノロジーをどんどん活用していくというように、

活用事例が増えていくと思います。ビジネスも、それに伴って大きくなっていくと考えておりま

す。 

 

［了］ 
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