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産業・社会インフラを支える製品やソリューションを提供することを使命とする当社は，計測・制御・情報の

技術をコアとして，中長期的視点に立って持続可能社会の構築に貢献できる事業活動を目指している。　社会の

メガトレンドを考察する中で，機械システムと人間システムの調和や人間能力の拡張支援が，当社の持ち味・強

みを生かした新しい技術開発の方向となることを認識し，イノベーション・ビジョンを設定した。このビジョン

の実現を通して，持続可能社会の構築に貢献できる新しい技術・市場の創出を図ってゆく。

Yokogawa has a mission to supply products and solutions supporting the industrial social 
infrastructure, and aims to create businesses contributing to achieving a sustainable society 
from a long-term perspective, based on its core competencies of measurement, control and 
information. Through studying social megatrends, Yokogawa recognizes that harmonizing 
machine and human systems and helping to enhance human capability are promising directions 
for its R&D. Yokogawa sets an innovative vision in line with the above observations, and plans to 
create new technologies and markets contributing to achieving the goal.

1. はじめに

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。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，技術開発にあたっても短期的な景気変動や一時的な
流行にむやみに左右されることなく，中長期な視点に立
つことが重要であると認識している。産業構造が劇的に
変動する今，非連続的変化をリードする新しい市場・技
術の創出を目指したイノベーションが求められている。

本稿では，当社が描くイノベーション・ビジョンとそ
の実現を目指した取り組みについて紹介する。

2. 産業構造の変化とイノベーションへの期待

産業構造の変化を考えるとき，目先の政治・経済動向
だけを追っていては変化の先行きを見誤ってしまう恐れ
がある。10 年単位の大きな変化を見通すには，メガトレ
ンドと呼ばれる地球規模の社会変動を理解しておくこと
が重要である。

注目すべきメガトレンドの一つが，20 世紀末から始ま
った工業社会から知識社会への移行である (1)。図 1 に示

すように，工業社会において富の源泉は工業製品の生産
にあり，生産性向上のため生産規模の大規模化・集中化
が図られてきた。高品質で均質な製品を大量に消費する
ことで社会の富を増大させた。

20 世紀末の情報革命を経て社会の情報化が進むととも
に，消費者の要求が多様化し，大量生産品だけでは需要
を満たしきれなくなった。その結果，生産において脱大
規模化が始まり，少量多品種生産さらにはユーザ個々人
の要求に沿った個別生産が求められるようになった。ま
た消費においても，製品そのものから製品の利用方法す
なわちサービスに価値の中心がシフトしてきた。すなわ
ち富の源泉が，製品の生産という有形なものから製品の
利用を含めた無形のものすなわち知識へ移行しつつある。

図 1 工業社会から知識社会へ

多様性の受容

水平的ネットワー
ク組織

情報化、脱大規模
化（細分化）、生産
からサービスへの
価値の重心シフト

核家族

垂直的階層組織

都市化、市民の登
場と大衆文化、大
規模化・集中化

大家族

部族社会（単純な
支配構造）

分業、支配者と被
支配者の分化、市
場経済

家族

社会

特徴

第一の波
「農業社会」

第二の波
「工業社会」

第三の波
「知識社会」

BC80c （農業革命） 18c （産業革命） 20c （情報革命）

3 49

*1 イノベーション本部



持続可能社会の社会基盤を支えるイノベーションの展開

横河技報 Vol.56 No.2 (2013) 450

もう一つ注目すべきメガトレンドが，持続可能な社会
への関心の高まりである。二酸化炭素を代表とする温室
効果ガスの排出は年を追って増大しており，特に近年で
は中国をはじめとする新興工業国での排出量増加が顕著
である。地球温暖化は着実に進行しており，その原因と
考えられる温室効果ガスの増加を低減することは，グロ
ーバルな共通課題となっている (2)。また資源・エネルギ
ーの有限性は，環境保護的な観点だけでなく，社会経済
的な観点からも喫緊の課題である。限りある資源の有効
利用を通して，縮小均衡に陥らない持続的な成長を目指
すことが求められるようになった。

一方，東日本大震災や福島原発事故で顕著となったよ
うに，科学技術上の仮説設定の範囲を超えたいわゆる想
定外の事象への対応能力が課題となっている。メガトレ
ンドを通しての未来の考察が，歴史的経緯の外挿による
いわば必然的予測に基づいているのに対し，想定外事象
は蓋然性をもたない未来といえる。

想定外事象は，自然災害のように人智が及ばない要因
で発生するだけでなく，複雑性を増した社会においては
システムに内在する要因によっても発生しうる。システ
ムの複雑性が過剰である場合，または関係する複数のシ
ステムの複雑性にギャップがある場合に，想定外事象が
発生しやすくなると言われている (3)。

想 定 外 事 象 の 発 生 リ ス ク を 軽 減 す る に は，「 適 応
性（adaptability）」，「 冗 長 性（redundancy）」，「 弾 力 性

（resilience）」が求められる。適応性と冗長性は，従来か
ら良く知られた概念で，特に産業用制御システムにおい
ては必須の条件と言えよう。第三の条件 resilience は元々
心理学用語で，回復力，復元力とも訳されるように，「困
難な状況に陥っても，しなやかに状況に順応して生き延
びる力」という意味をもつ。想定外事象が原因となる致
命的障害を軽減するリスク管理能力につながるとして，
社会・産業システムにおいても近年注目されている。

複雑性がますます増大する社会にあっては，不確実性
のある未来を高い確率で予測することは困難である。一
方でその変化のスピードは確実に日々増加している。変
化はときに非連続性を生み，従来の技術や産業構造の延
長線上で対応しきれなくなっているのも事実である。こ
こに非連続的な社会的課題の解決を目指したイノベーシ
ョンが期待される。イノベーションは単に技術革新を意
味するだけでなく，社会活動や産業活動のあらゆる領域
においての革新が求められている。

3. 未来への洞察と横河電機の貢献

当社は，未来に起こりうる事象の可能性を検証するた
め，シナリオ・プランニングのアプローチを採用した。
シナリオ・プランニングでは，未来は不確実であると前
提し，断定的な予測を目指すことはせず，複数の可能性
を未来シナリオの形で提示することを特徴としている。

いくつかの企業でシナリオ・プランニングが採用され，
中長期的な事業戦略の策定などに利用されている (4)。

未来を左右するうえで重要と考えられる二つのパラメ
ータを軸に据え，それにより分割される４つの象限で４
つの未来シナリオを描くこととした。図 2 に現在設定し
ている未来シナリオを示す。対象とする世界は，当社の
主要事業領域であるプロセス産業の 10 年程度の将来像
である。象限を分割するパラメータとして，横軸に「プ
ロセス産業の企業収益源のマクロシフト」，縦軸に「環境
規制へのグローバル合意の進展」を取り上げている。

横軸では，プロセス産業のユーザが，現状通り製品で
収益を獲得し続けるのか，あるいは広義のサービスに主た
る収益源を求めるのかで象限を区分している。これは前章
で述べた工業社会から知識社会への移行を示唆するメガ
トレンドに対応している。主たる収益源がサービスにシフ
トすることは，知識や管理能力の提供といった無形の価値
提供が中核となることを意味する。一方で，製品生産を担
うプレーヤーに交代が生じることが予想される。

縦軸では，地球温暖化防止を始めとする環境規制にグ
ローバルな合意を得られるか，あるいは現状通り不統一
な状況が継続するかで象限を区分している。これは前章
で述べた消費社会から持続可能社会への移行を示唆する
メガトレンドに対応している。新興国の環境破壊などが
深刻な状況となり，国際的圧力の高まりのもと大多数の
国が環境負荷低減措置に合意をするケースでは，産業界
はこの状況を経営リスクと捉えて積極的に産業構造変革
に取り組むことが予想される。持続可能性の向上に寄与
する事業分野に，官民の投資が活発になることが期待で
きる。一方，統一的な国際合意が図れないケースでも，
際限なく生産・消費拡大が続くことは資源やエネルギー
の限界から不可能で，いずれ拡大基調が終息することが
予想される。

図 2 未来シナリオ
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シナリオ・プランニングで得られる未来シナリオは，
シナリオを分別するパラメータをメガトレンドや業界知
識など既得知識の中から導出しており，一定の枠がはめ
られた世界観を形成している。現実世界では，専門家の
常識を超えた想定外事象が発生することは不可避で，こ
れに対して resilient な（弾力性のある）対応が欠かせない。
できるだけ広範囲な事象観察の中から，当社の事業にイ
ンパクトを与える変化の兆候を早期に捉えるため，スキ
ャニングという手法を合わせて取り入れた。

図 3 に示すように，スキャニングは一連のセッション
からなるワークショップを定期的に繰り返すことで運用
される。第一段階のセッションでは，参加者の視点の共
有化を目指して，各人の関心領域における仮説を討議し，
課題と不確定要素を明確にする。第二第三段階のセッシ
ョンでは，各人が日常の観察から得られた変化の兆候現
象を持ち寄り，変化をもたらす要因を抽出し，そのイン
パクト度合や影響結果を推定する。第四段階のセッショ
ンでは，ここまでで得られた課題，変化の兆候，影響結
果などをもとに，関心分野における将来のイノベーショ
ンが期待できる領域を導き出す。

未来シナリオによる未来の可能性探索やスキャニング
による変化の兆候の検出は，世界各地域の社内外のエキ
スパート（研究者，アカデミア，産業界有識者など）の
ネットワークを活用して継続的に実施している。こうし
た活動を通して，未来の事業環境や課題についての認識
を新たにすることができた。さらにこの活動の成果とし
て，「人間行動の変革なくしてはグローバル課題の解決は
なし得ない」という未来への共通の問題意識を得ること
ができた。いずれの未来を描こうとも，資源，エネルギ
ーそして水・食料の不足あるいは偏在による格差拡大は
避けることができない。どのような技術革新でも物理的
な限界への完全解は得られない。一方で，人間の意識を
変えること，行動様式を変えることで，課題は機会に転
換することができることが指摘されたのである。

図 3 スキャニング

例えば，現代人は自動車を所有し，ガソリンを燃やし，
遠くへ旅行に出かけることで，豊かな生活を実感するラ
イフスタイルを謳歌している。このライフスタイルを維
持する限り，地球温暖化の進行は食い止められず，資源・
エネルギーの枯渇に直面することは時間の問題となる。
一方，自動車の所有という発想を移動手段の利用という
発想に切り換えるとどうなるだろうか。自動車をコミュ
ニティで共同利用する仕組みを導入し，自給自足性の高
いコンパクトな都市環境を実現させることができれば，
資源・エネルギーの問題は大いに軽減されることが期待
できる。これは狭義の技術革新だけでなし得ることでは
なく，関係する人々の意識と行動を革新することが必須
となる。

人の意識・行動の変革により豊かさの定義も大きく書
き換えられ，不足と考えられてきたことが，新しい富，
健康，幸福を産み出す源泉につながる。もちろん人間は
現状維持を願う動物であり，意識や行動の変革のために
は，これを促す技術的支援やインセンティブが欠かせな
い。ここに非連続的なイノベーションへの期待が生まれ
る。人間の意識・行動の変容を促すイノベーションは，
技術創出の動機としてもきわめてユニークな視点といえ
よう。さらに人間の意識・行動の変革は，持続可能社会
の実現に貢献する新しい産業の創出に結び付けることが
期待できる。

当社は産業オートメーションの領域に永く携わってき
た経験から，産業・社会インフラを下支えする基盤技術
に強みをもつと自負する。また，システム稼働の瞬断を
許さないミッション・クリティカルな応用分野への取り
組みにも強みをもつ。こうした当社独自のコアコンピテ
ンシーを生かしたイノベーションが，社会インフラ・シ
ステムに関わる人間の行動変容・意識改革に寄与できる
と考えている。

4.  イノベーション・ビジョン：Remake Human 
Work

従来のオートメーションは，制御機器や情報システム
による自動化すなわち究極的には無人化を目指してきた。
これはややもすれば，生産活動における人間疎外の要因
となりうる。オートメーションという言葉の定義は，「機
械技術，制御技術，情報技術を利用し，生産やサービス
の提供における生産性を最適化すること」である。これ
を素直に解釈すると，人力作業だけでは到達できない高
度な生産性や品質レベルを実現させることが目的であり，
人を機械に置き換えるあるいは人を排除することを本来
意味しているわけではない。

人間のもつ能力は広範囲であり，機械システムになし
得ない全体を俯瞰する能力や複雑系を統合する能力が特
徴である。機械だけで自動化を試みようとせず，むしろ
人をシステムの中心に置いて，人のもつ優れた能力をフ
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ルに活用することでより高度なシステムが構築できる。
例えば，人間には知覚できない事象への知覚能力の提供，
人間では扱い切れない膨大・広範な情報データの分析，
人間では簡単に思いつかない選択肢の瞬時の提示などで，
人間の意思決定を支援することが有効となる。

３章で述べた未来への洞察を通して，人間意識の改革
を含めた人間行動の変容に関わるイノベーションが将来
に向けての鍵を握ると考えた。単に人を支援するシステ
ムを提供するだけでなく，これに関わる人間自身の意識
改革を促し，持続可能社会実現に必要な人間の振舞いの
変革を引き起こすような技術や市場の創出が求められて
いるといえる。当社はこの新しい形のイノベーションを
リードすべく，Remake Human Work という言葉に人間
行動の変容への期待を込め，イノベーション・ビジョン
として掲げた。

Remake Human Work が目指す人と機械の協調システ
ムは，人間の周囲環境に対する柔軟な対応能力を生かす
ことが自然と組み込まれ，システムの弾力性（resilience）
の向上にも寄与できよう。

日本を始めとする先進国では現在少子高齢化の進行で
労働人口の減少が懸念されている。生産現場においても
熟練した技能者・技術者が続々と引退し，その技能・技
術の伝承が大きな課題となっている。人の能力を拡張し，
支援するシステムは，限られた貴重な生産人材を側面か
ら支援し，人が産み出す価値を最大化する。一方，新興
工業国では増大する生産需要に熟練した技能者・技術者
の供給が追い付いておらず，先進国と同様に，人の能力
を拡張し，支援するシステムが求められる。

5. 共創によるイノベーション

社会の革新を促し，新しい事業機会を産み出すイノベ
ーションは，狭義の技術開発にとどまることはない。当
社ではイノベーションを創出するプロセスとして，図 4
に示すような３つのステージを定義した。

第一は，アイデア創出のステージである。市場や顧客
からの現場情報，またスキャニングなどから得られる変 

図 4 共創イノベーション・プロセス

化の兆候を入力として，種となるアイデアを創出する。
アイデアは社内外の有識者による検討作業を経てさらに
多様性を増大させ，最後に自社の戦略に沿った取り組み
テーマとして収斂させる。

第二は，研究開発のステージである。アイデア創出の
ステージで得られた市場ニーズを具体的な技術成果とし
て結実させる。伝統的な自前主義の研究開発に閉じるこ
となく，自社のコア技術を補完する周辺技術を広く社外
のパートナーに求め，共同研究や共同しての事業開拓に
取り組む。

第三は，市場実証のステージである。研究成果が製品
化・事業化に結びつき，最終的に収益力を確保するために，
市場での実証が欠かせない。従来のように研究が終盤に
達してから市場実証するだけでなく，研究の初期段階か
ら潜在顧客との連携を進め，早期に可能性を判断できる
ようにする。

これら３つのステージは，活動を時系列的に順序立て
て移行させることを想定しているわけではない。各ケー
スに応じて任意のステージから始まり，任意のステージ
を経由するといった，いわばらせん階段状の活動プロセ
スを目指している。いずれのステージにおいても共通し
ているのは，共創という考え方にもとづいた社内外かつ
グローバルなイノベーション・パートナーとの連携であ
る。Remake Human Work のビジョンのもとに，当社は，
生産やサービスに携わる人のモチベーションを高め，人
間自身の意識の変革にも寄与するイノベーションの創出
を目指す。

6. おわりに

未来への洞察からみえてきた課題は，国や地域を越
えたグローバルな共通課題であり，その解決に一企業が
関わることのできる範囲は限られている。しかしなが
ら，視座を高く設定し，高い目標を掲げて課題にチャレ
ンジしていくことは，永続的発展を目指す企業にとって
重要な活動と認識している。当社は計測・制御・情報に
コア・コンピタンスをもつ企業として，フォーカスした
ビジョンを共有しつつ，イノベーションを通して弾力性

（resilience）をもった持続可能社会の実現に貢献してい
きたい。
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