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持続的成長社会の産業基盤を支える研究開発を目指して
R&D Vision and Strategies for Supporting Industrial Infrastructure of Sustainable Society

産業・社会インフラを支える製品・ソリューションを提供する当社は，計測・制御・情報をコア技術として中

長期的な視点から研究開発の方向性を定めている。当社のコーポレート研究開発部門である技術開発本部は，

フィールド・ユビキタス・コンピューティング，マイクロ・テクノロジー，フォトニクス・テクノロジーの3つ

の横断的技術分野を戦略要素技術ドメインとして，持続的成長を可能とする社会の実現を目指し，その産業基盤

を支える研究開発に注力してゆく。
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As a key supplier of products and solutions supporting the industrial and social infrastructure, we

create our R&D visions and strategies based on a long-term perspective and our core competencies of

measurement, control and information. The Corporate R&D defines three cross-functional technology

areas, namely Field-ubiquitous Computing, Micro-technology, and Photonics Technology, as the key

strategic technology domains, and focuses on research to help create the industrial infrastructure for a

sustainable society.

1. は じ め に

21世紀を迎え，経済や社会はグローバル化の歩調をます

ます速めている。当社の事業のグローバル化も急速に進展

し，グローバル競争の中で差別化力のある製品を産み出す

ことが必須となった。また，地球温暖化，資源・エネルギー

の枯渇，デジタル・ディバイド問題などの社会的課題もグ

ローバル化が進行しており，これらの地球規模での課題に

挑戦しうる先端の技術を創出することは，顧客へ提供する

価値を最大化し，競争に打ち勝つ王道といえる。

コーポレートの研究開発部門である技術開発本部の研

究開発への取り組みを，我々の描く研究開発ビジョンを

通して紹介する。

2. 研究開発への基本的な考え方

企業理念「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」に示される通り，当社は常に産

業や社会の基盤となるインフラに関わる分野で優れた製

品・ソリューションを提供することに主眼をおいている。

製造業におけるものづくりに関わるマザーツールや先端

基盤の提供に始まり，近年では情報通信や医療・生命科学

に至るまで広く社会を支える分野に事業の領域を広げて

きた。事業分野を問わずその中核をなすコア技術は，もの

づくり分野で永年に渡り培った計測と制御，そして計

測・制御を支える情報技術である。

社会的責任の重い産業・社会インフラを事業対象として

いることから，当社の製品やソリューションには，他の分

野以上に高い信頼性と長期に渡る安定性が求められる。ま

た，製品世代を越えての機能の継承性が重視される一方，

その時々の最先端技術の投入により製品を永続的に成長さ

せることを強く求められることが大きな特徴である。さら

に，製品納入後においても，長期安定な部品の供給や継続

的なサービスサポートを提供できるよう，企業としての持

続力をもつことが産業財の供給者としての使命である。

このような背景から当社の研究開発は，センサ開発に

代表されるように，原理から始まる長期に渡る基礎研究

が身を結んで，ロングセラーの製品に育つケースが多く

みられる。したがって，技術の方向性を判断するにあたっ

ても，短期的な景気変動や一時的な流行に不必要に左右

されることなく，中長期視点をもつことが重要であると

認識している。社会や市場のマクロな変化を見据えて10

年程度将来のあるべき姿を予測し，これを目標に研究開

発戦略を定め，技術の種を仕込む活動を行っている。ま

た，経営トップの強い意志のもと，中長期視点から重点分

野を選択し継続的な研究開発投資を実行している。

3. 社会・市場の変化

21世紀の社会・経済のグローバル化の現れは，製造業

においては，生産バリューチェーンを構成する地球規模
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のネットワークが象徴している。そこでは遠隔地にある

供給者，生産者，需要家が国境を越えてモノと情報の交換

を行う。その結果，先進国のみならず資源国や産業化の進

展著しい発展途上国を含めた広範な国々がグローバルな

バリューチェーンの恩恵を享受するようになった。これ

は一部の先進工業国だけが利益を享受していた前世紀の

グローバル化との大きな違いといえる。

一方，経済成長の世界的規模での進展に呼応するよう

に，社会的課題についてもグローバル化が進行している。

地球温暖化，資源・エネルギーの枯渇，デジタル・ディバ

イド問題などは，国家を越えた共通課題である。

特に地球温暖化については，「気候変動に関する政府間

パネル」（IPCC： Intergovermental Panel on Climate

Change）の報告にあるように，人類の発展を脅かす地球規

模の脅威と認識され，国際社会での議論が活発化してい

る（1）。規制によって問題拡大を抑制するだけでなく，環境

保護と経済成長が両立する持続型低炭素社会を構築する

という抜本的な社会変革が求められている。この課題解

決と持続型社会の実現には，さらなる技術革新が不可欠

である。石油ショックの時代から省エネルギー，環境保全

の技術を培ってきた日本には，今後の新エネルギー開発

や抜本的な省資源・省エネルギー型社会システムの開発

においても期待されるところは大きい（2）。

21 世紀型のグローバル化でもう一つ特徴的なことは，

グローバル化の担い手が国家・企業のレベルに留まらず，

個人のレベルにまで進行していることである（3）。インター

ネットを始めとする情報通信技術の飛躍的進化と融合に

より，空間を越えて直接個人間で共同作業ができるよう

になった。またグローバル経済の発展が個人の豊かさを

もたらし，製品やサービスに個人それぞれの嗜好や要求

に沿った多様性が従前にも増して強く求められるように

なる。いわば個人がこのフラットな世界の主役といえよ

う。

4. 研究開発ビジョン

コーポレートの研究開発部門として技術開発本部の第

一の役割は，技術側面からYOKOGAWAグループ全体の

進むべき方向を示し，研究開発を通じて新たな事業展開

に必要な先端要素技術を提供していくことである。社会

や市場の変化の分析に基づき，2020年を目標とした中長

期的な研究開発ビジョンして次の2点を柱に掲げている。

（1）持続的成長を可能とする低炭素社会実現に貢献する

技術の拡大

（2）個を重視した生産，サービスへの社会構造変革を支

援する技術の創出

資源の枯渇や地球温暖化への技術的な対応として，新

エネルギーの開発や環境保全システムの開発がますます

活発化する。当社はプラント計装に携る中で環境保全，省

エネルギー，最適化操業の技術を蓄えてきた。また国内外

を問わずエネルギー関連産業との関わりも多く経験して

いる。グリーンITとして提唱されているように，ITを活

用した省エネルギー・省資源技術は，工業分野以外の社会

システム全般に今後適用されよう。工業計測・制御の分野

で培った技術をさらに発展させることを通し，低炭素社

会構築に当社が貢献できる余地は非常に大きい。

個人が主役となるグローバル化の時代には，ものづく

り分野や社会サービスの分野で，これまでの大量生産・大

量消費に加えて，個々人の要求に即した生産・サービスが

求められるようになる。こうした個の生産，個のサービス

は，従来型の大量生産型工業プロセスとは構造的に異な

るプロセスが採用され，必要となる技術も新たな開発が

必要となる。

「低炭素社会の構築」と「個の生産・サービスの推進」と

いう二つの命題は，従来の高度成長型産業社会の経済原

理からは矛盾した要求ともいえる。しかし，来るべき持続

型産業社会では，経済の成長と環境の保全そして個人の

豊かさの実現と，これらすべてをバランスをもって実現

させることが求められる。この困難な課題に的確に応え

るところに，本質的な技術革新の鍵があり，より大きな価

値を生み出す可能性があることを予感させる。計測と制

御をコア技術とする当社にとってまさに持ち味を活かせ

るテーマであり，この困難な課題に的確に応えることが

地球社会への貢献と同時に事業における競争優位を確保

する推進力となると考える。

5. 研究開発部門の機能と事業展開に向けた技術戦略

5.1 研究開発部門の機能

技術開発本部は図1に示す3つの機能を持ち，将来の事

業の芽を育む研究開発と同時に，全社の製品開発の支援

を通して事業活動への貢献を果たしている。

技術戦略 
機能 

研究・孵化 
機能 

あるべき姿 
新技術・市場 

ロードマップ 
市場要求 

先行要素技術 

知財・標準化 
技術戦略 

技術開発本部 

事業部 
技術部 

先行開発 
機能 

図1　技術開発本部の機能
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（1）研究・孵化機能

将来の事業化の基盤となりうる技術の芽を中長期視

点で発掘し，キーテクノロジーへと育成する。

（2）先行開発機能

事業部の次世代製品への適用を目的とした先端的な

要素技術を，製品開発に先行して開発する。

（3）技術戦略機能

YOKOGAWAグループ全体の技術戦略を立案・実行

し，知的財産・国際標準化活動の戦略的運営を行う。

5.2 研究開発の分野集中戦略

2020年に向けた研究開発ビジョンの実現を目指すため，

集中して研究開発に取り組むべき分野を戦略要素技術ド

メインとして定義した。計測・制御・情報という当社のコ

ア技術を基にさらに付加価値を高めた製品・ソリュー

ションを産み出すためには，技術分野の境界を越えた融

合と戦略的活用が不可欠である。そこで戦略要素技術ド

メインとしては，分野横断的素質をもち，さらに当社のも

つ強みを生かせることを条件として，図2に示す「フィー

ルド・ユビキタス・コンピューティング」，「マイクロ・テ

クノロジー」，「フォトニクス・テクノロジー」の3つを選

定した。個々のドメインについては，次項で概要を説明す

る。

最先端のICT技術により、 
ものづくりの現場の 
ユビキタス化を実現 微小化・微細化技術 

により、未踏の計測・ 
制御の場を実現 

化合物半導体、光応用技術で 
先端計測と高速光通信を実現 

Photonics Technology

Microtechnology

Field-ubiquitousComputing

P
F M

図2　3つの戦略要素技術ドメイン

5.3 国際標準化活動戦略

技術戦略を立案するにあたっては，知的財産権の戦略

的獲得・運用に留意するとともに，特に国際標準化への取

り組みを重視している（4）。オープン・テクノロジーが顧客

にとっての価値増大に大きく寄与することを確信し，技

術の標準化とその相互運用性確保に注力してきた。また，

戦略的分野においては自ら標準化を仕掛け，新しい国際

標準が産み出す新しい価値をグローバル競争領域での自

らの競争優位とすることを目標としている。これまでに

当社が業界をリードして取り組んできた標準化技術とし

て，産業用フィールド通信技術FOUNDATION FieldbusTMや

インターネット基本技術の一つであるIPv6などがある。

また，国際標準化活動では，先進的顧客との協調体制の

構築が欠かせない重要な要素である。将来のあるべき姿

を示すコンセプト，実現形態そして顧客価値を早い段階

で先進顧客に提示し，顧客との協調関係の中で標準化を

達成することを目指している。

5.4 オープン・イノベーション戦略

産業用システムのように長期安定な製品供給を求めら

れる分野では，技術開発においても中長期的視点に立っ

ての技術と市場の目利きが求められる。一方，技術革新の

スピードはますます加速し，どの企業においても自社技

術に固執した自前主義のみでは，開発競争に勝っていく

ことはできない。研究開発においては，社外の優れた知見

や技術とのシナジーを求めパートナーとの戦略的な協業

を実行すること，いわゆるオープン・イノベーションの推

進が今後重要性を増してくる。

当社でも，国家プロジェクトへの参加を通しての公的

研究機関等との共同研究，未踏分野の先端技術を求めて

大学との共同研究を進めてきた。今後，自社に不足するノ

ンコア技術を補完するための異業種企業との連携，また

ユーザの立場に立った技術開発を目指す先進顧客との連

携など，あらゆる局面で研究開発の社外連携をさらに活

発化させる。こうした社外連携のパートナーに国境はな

く，必然的に研究開発のグローバル化を推し進めること

となる。

6. 3つの戦略要素技術ドメイン

ここでは，3つの戦略要素技術ドメインについて概要を

説明する。詳細については横河技報 本特集号のドメイン

ごとの論文で報告する。

6.1 フィールド・ユビキタス・コンピューティング

「いつでも，どこでも，誰にでも」情報技術の恩恵を得

られるという意味のユビキタス・コンピューティングは，

オフィスや家庭に急速に浸透しつつある。一方，信頼性・

堅牢性を保証するため永年閉じたシステムを構成してい

た産業向け分野では，オープンな環境で初めて生きるユ

ビキタス・コンピューティングとは一線を画していた。し

かし近年になって，オープン技術ならではの技術進歩の

スピードを最大限享受することが不可欠であることの理

解が深まり，インターネット技術を始めとするオープン

技術が続々と産業用システムに導入されてきた。産業向

け分野においてもユビキタス・コンピューティング普及

の土壌が整ったといえる。

産業オートメーション分野での究極のユビキタス・コ

ンピューティングは，プラント・フロアにある機器・装置

の一つ一つが高度にインテリジェント化され，自律的に

機能することといえる。従来のコンピュータの利用が「人

間をインテリジェントにする」ことに主眼がおかれてい
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たのに対し，ユビキタス・コンピューティングでは「環境

そのものがインテリジェントになる」ことを意味する。

プラント・フロアのユビキタス化，すなわちフィール

ド・ユビキタス・コンピューティング技術には，単なる

ネットワーク環境の改善だけでなく，ユーザにとっての

新しい価値の創出を期待できる。例えば，自律性をもった

機器・装置群は，オペレータからプロセス・エンジニア，

保守エンジニア，生産管理エンジニアに至るまで生産に

関わるすべての個々人の固有の要求に対して，きめ細か

に対応することが可能となろう。

6.2 マイクロ・テクノロジー

機能の高度化は，必然的に素子や機器の微細化・高集積

化を求める。当社は1980年代の初頭から，差別化力のあ

る製品を創出すべく，その心臓部を構成する半導体素子

の自社開発を始めている。計測分野では，電子計測器の高

速・高分解能A/D変換器を始め，半導体テスタのキーデ

バイスなどを開発してきた。また制御分野においても，高

信頼・高精度な圧力測定のニーズに応えるため，MEMS

（Micro Electro Mechanical Systems） 技術を駆使したシ

リコン振動式差圧センサを開発した。

こうした電子・機械技術の分野での微細化・高集積化の

トレンドは，化学技術分野にも裾野を広げてきた。化学プ

ラントをコンパクトなサイズに凝縮する，果てはユニッ

トプロセスをICチップのようにチップ化するマイクロプ

ラントの技術が出現した。これにより，化学反応を理論的

に取り扱うことが容易になり，これまで実現困難であっ

た反応場を作り出すことが期待できる。

マイクロプラント技術は，必要なものを必要なだけ必

要な場所で生産するオンサイト・オンデマンド型生産シ

ステムの重要な要素技術である。オンサイト・オンデマン

ド型プロセスは，大量生産型プロセスでは得られない“個

の要求を満たす”生産パラダイムの実現に結びつく。ユビ

キタス・コンセプトの生産分野への展開であり，ユビキタ

ス生産と呼ぶことができよう。ユビキタス生産は，個の要

求に応えると同時に，無駄な生産やエネルギー浪費を抑

制する潜在能力をもち，持続的成長社会に相応しいシス

テムといえる。

マイクロプラントの技術の応用範囲をさらに広げ，医

療や生命科学の分野に適用することに取り組んでいる。

複雑な化学分析プロセスをコンパクトに集積化すること

で，遺伝子を始めとする生体の検査や疾患の診断を，特殊

な専門スキルを必要とすることなくオンサイトで行える

ようになる。

6.3 フォトニクス・テクノロジー

光は古くから情報の表示・伝達の媒体として広く利用

されてきた。レーザの発見以降は，レーザ分光による高精

度スペクトル計測，超高速大容量光通信，また将来的には

光情報処理へと応用分野が拡大している。

古典的な光技術とエレクトロニクス技術を融合させた

フォトニクス技術の当社における取り組みは，光応用計

測を目的とした研究開発からスタートした。1980年代前

半から化合物半導体の研究を開始した。1990年代からは

研究成果を活かし，光計測器や半導体テスタのキーコン

ポーネントとして光デバイスを供給した。2000 年代に

入ってからは，化合物半導体の光通信インフラへの適用

を目指し，40 Gbps光通信モジュールを開発した

2006年 4月には，これらの光通信素子技術を核にフォ

トニクス事業部が発足し，高速光通信事業に参入した。光

による通信・情報伝送は電力消費を抑制し，画期的な省エ

ネルギーを実現する手段としても注目されているなど，

持続的成長社会の実現への貢献が期待できる。

一方計測分野においてもフォトニクス技術の研究開発

を進め，メカトロニクス技術との融合から生まれたレー

ザ共焦点スキャナ，光パワーメータ，光スペクトラムアナ

ライザを始めとする各種の光測定器など多くの製品を生

み出してきた。

現在，フォトニクス技術のさらなる高度活用を目指し，

高密度フォトダイオードアレイ素子を利用した高分解能分

光分析技術など光応用計測の研究，また遺伝子診断システ

ムのキーコンポーネントとしての応用研究を進めている。

7. お わ り に

これからの企業研究者には，技術スキルだけでなく，グ

ローバルな視点に立ったビジネス・マインドが資質とし

て問われるようになる。また固定観念を打ち破ってオー

プン・イノベーションに積極的に取り組む姿勢が求めら

れよう。こうしたチャレンジ精神をもった研究者の育成

が企業にとって重要な課題である。

研究開発ビジョンを共有し，将来のあるべき姿に向

かって，途切れることなくイノベーションを生み出すこ

とに注力していきたい。
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