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2015 年 9 月に国連で採択された、飢餓の撲
滅、持続可能な消費と生産、気候変動対策な
どの 17 ゴールと 169 ターゲットから成る目
標です。「誰一人として取り残さない」精神
のもと、先進国、発展途上国を問わずすべて
の国が対象となり、企業が果たす役割も重視
されています。

持続可能な開発目標（SDGs）
2015 年 12 月に COP21 で採択された、すべ
ての締約国が温室効果ガス排出削減目標をも
つ初めての枠組みです。今世紀後半までに、
温室効果ガスの排出と吸収のバランスを保つ
ことを目指し、産業革命以前からの世界的
平均気温上昇を 2℃より低く保つとともに、
1.5℃以下に抑える努力を追求していきます。

パリ協定

持続可能な世界への挑戦

洪水や台風などの災害の激化、感染症拡大など、未来世代に深
刻な影響を及ぼす気候変動の要因の一つは、化石燃料の使用な
どによる温室効果ガス排出量の増加とされています。
YOKOGAWA の取り組み：再生可能エネルギー向けのソリュー
ション提供、LNG を中心とする低炭素エネルギーの供給支援

社会の発展にともない、食糧、健康、ジェンダー、教育、安全、
雇用などへの意識が高まり、人々の健康や暮らしの豊かさが求
められています。
YOKOGAWA の取り組み：医薬品・食品などのライフイノベー 
ション分野へのソリューション提供、安全で快適な職場環境の創出

1900 年に 16 億人であった世界人口は、2050 年には 100 億人
近くになると予測されています。従来の大量生産・大量消費・
大量廃棄型の経済は、未来世代の水、エネルギー、鉱物などの
利用を脅かしています。
YOKOGAWA の取り組み：ライフサイクルを通じたプラントの
安定稼働や効率化、資源循環を促進するソリューション提供

いま、持続可能な社会を目指して世界が大きく動いています。持続可能な開発目標（SDGs）やパリ協定などの共通目標を掲げ、世界中の国や企業が協力して課題を解決しようとしています。
「YOKOGAWA は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」を企業理念に、YOKOGAWA はグロー

バルにビジネスを展開しています。エネルギーや産業用素材、医薬品や食品といった様々な産業、社会インフラを支えるお客様とともに課題を解決していく事業は、持続可能な社会の
実現に大きく貢献できると私たちは考えています。
2017年、YOKOGAWA は「2050年に向けたサステナビリティ貢献宣言」を発表しました。本誌では、YOKOGAWA が目指す2050年の社会と、その実現に向けて課題を解決し、価値を生
み出していく道筋を紹介します。

環境課題

社会課題

経済課題

サステナビリティ（持続可能性）に向けた世界の動き
産業革命以降、人口増加、経済発展、グローバル化など、人間活動が複雑化するとともに、様々
な課題が生じてきています。そこで国連で提唱されたのが、「持続可能な開発」という概念です。
持続可能な開発とは、将来世代のニーズを損なわない範囲で現在世代のニーズを満たす開発のこ
とで、経済・社会・環境の持続可能性の三側面の調和を目指すものです。
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お客様とともに目指す未来
YOKOGAWA はこれまで、様々な産業のお客様の課題解決に貢献してきました。その取り組みは、お客様の経済価値を増大させるだけでなく、省エネ、省資源、温室効果ガスの削減、
安全性の向上など、SDGs にも通じる社会課題の解決にも貢献しています。さらに、世界中のお客様の事業活動全体に視野を広げて、ともに課題を発掘し、解決することで、持続可能
な未来の実現を目指します。

YOKOGAWA の強み お客様の産業分野

注力事業領域

2050年に向けたYOKOGAWAのゴール

2030 年に向けた世界の共通目標

Three goals

気候変動への
対応

すべての人の
豊かな生活

資源循環と
効率化

環境 社会 経済

Net-zero
Emissions Well-being Circular

Economy

資源、エネルギー、マテリアル関連産業
人々の健康や暮らしの豊かさを支える産業
バイオエコノミー

●

●

●

石油
石油化学
化学
鉄鋼
製紙
ガス・LNG
電力
医薬品
水・環境
食品
モーター・インバーター
自動車
機械・メカトロ
医療機器
ライフサイエンス
航海
航空宇宙
環境計測
など

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

多様な産業分野に
おけるノウハウ

アジア・中東を中心
とした豊富な納入実績

課題解決能力

Chemical

LNG

日本

Power

中東

Water

中国

Down
Stream

東南
アジア

ImpactInput Activity Output Outcome

YOKOGAWA お客様 社会・環境

お客様の事業変革や生産性向上 豊かな社会実現

Down Stream：精製、輸送などの石油・ガス産業の後段のプロセス



Net-zero emissions　
気候変動への対応
気候変動は、世界が一丸となっ
て 取 り 組 む べ き 喫 緊 の 課 題 で
す。再生可能エネルギーの導入
やエネルギー利用の効率化に貢
献することで、温室効果ガスの
排出と吸収の均衡が保たれ、大
気中の温室効果ガス濃度が上が
らない状態、Net-zero emissions
を目指します。

*  YOKOGAWA は、コーポレート・ブランド・スローガンとして「Co-innovating tomorrow」を掲げています。「Co-innovating」には、お客様
とともに長期的なパートナーシップを育みながら、課題解決のための新しい価値を共創していくという強い意志が込められています。

Circular economy　
資源循環と効率化
資源を採掘してモノをつくり廃
棄していくワンウェイの経済か
ら、廃棄物を出さずに資源を循
環させる経済への転換、モノの
所有からサービスへの転換が進
んでいます。様々な資源が無駄
なく循環し、資産が有効に活用
される社会、Circular economy
を目指します。

Well-being　
すべての人の豊かな生活
Well-being と は 身 体 的、 精 神
的、社会的に良好である状態の
ことです。安全で快適な職場環
境、医薬品・食品などの分野で
人々の健康と豊かな暮らしを支
援します。また、地域社会にお
ける人財育成や雇用の創出、ダ
イバーシティ＆インクルージョ
ンを推進します。

■ サステナビリティ目標　Three goals

Three goals

気候変動への
対応

すべての人の
豊かな生活

資源循環と
効率化

環境 社会 経済

Net-zero
Emissions Well-being Circular

Economy

サステナビリティ貢献宣言

YOKOGAWA は、未来世代のより豊かな人間社会のために、

2050年に向けて、Net-zero emissions、Circular economy、

Well-being の実現を目指します。

目標実現に向け、変化に柔軟に対応できる適応力・回復力を強化し、

循環型社会に適した価値を創造し、 ステークホルダーとの

co-innovation を推進することにより、自らを変革します。

2050 年に向けた３つのゴール
YOKOGAWA は、未来世代のより豊かな人間社会の実現に貢献していくため、2050年に向けて目指す社会をサステナビリティ目標「Three goals」とする、サステナビリティ貢献宣言
を定めました。Three goals は、持続可能性の三側面である環境・社会・経済に対応する Net-zero emissions、Well-being、Circular economy から構成されています。

Top Commitment

人口の増加や化石燃料の使用量増加に伴うさまざまな課題が SDGs やパリ協定で
明示され、企業の責任は増大しています。YOKOGAWA は、産業や社会インフラな
どの分野において、プラントの効率的かつ安定した操業を実現し、資源や時間の
無駄の削減、安全性の向上に貢献しています。
サステナビリティ目標の達成に向けて、貢献する領域をさらに広
げ、世界共通の課題を解決する取り組みに注力し、お客様やパー
トナーとの co-innovation* による新たな価値の共創を進めなが
ら、活動を推進してまいります。

代表取締役社長

西島 剛志
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3 つのゴールを達成するための取り組み
サステナビリティ目標「Three goals」達成に向け、お客様を通じて社会・環境価値を創出していく具体的なプロセスを「価値創造ストーリー」として整理しました。次に、この価値創造ストー
リーを、Three goals と SDGs の観点からいくつかの価値創造テーマに分類・集約し、YOKOGAWA がお客様に提供する価値（お客様が得られる経済価値）と社会・環境価値（豊かな社
会実現への貢献）の２軸で評価しました。その結果を踏まえ、グループ全体で取り組むべき３つの注力分野と、2030年に向けた意欲的な目標を設定しました。

■ サステナビリティの注力分野と価値創造テーマ ■ YOKOGAWA の価値創造ストーリー

豊かな社会実現への貢献 SDGs関連度

Well-being

安全・健康価値の創出
目標：1兆円（2030年度）

Net-zero Emissions

CO2排出抑制への貢献
目標：10億トン -CO2

（2018年度－2030年度累計）

Circular Economy

資源効率の改善
目標：1兆円（2030年度）

高度ソリューション

生産性向上
コンサルティング

水環境改善

プラント長期安定稼働

低炭素
エネルギー

医薬品・食品生産性向上
安全性向上

新薬・バイオ医薬品
開発生産支援

現場メンテナンス
ソリューション

再生可能エネルギー

価値共創環境

YOKOGAWA が、お客様の事業活動全体に視野を広げて課題を
ともに発掘し、その解決を図ることで、お客様の事業変革や生
産性向上に貢献します。それが最終的には豊かな社会実現への
貢献につながります。
この一連のプロセス（Input → Activity → Output → Outcome 
→ Impact）を、「価値創造ストーリー」として整理しました。
価値創造ストーリーを拡大し、充実させていくことで、Three 
goals の達成を目指します。

ImpactInput Activity Output Outcome

YOKOGAWA お客様 社会・環境

お客様課題の
発掘と解決

お客様が得られる
経済価値

豊かな社会の実現への
貢献
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2030 年に向けた中期目標
YOKOGAWA は、2050年の Three goals 達成と SDGs への貢献に向けて、Net-zero emissions、Well-being、Circular economy のそれぞれのゴールごとに、2030年に向けた注力分野と、
より具体的なサステナビリティ中期目標を策定しました。これらの目標は事業計画に組み込み、グループ全体で取り組んでいきます。

2050年に
向けた長期目標

（Three goals）

気候変動への対応 すべての人の豊かな生活 資源循環と効率化

2030年に
向けた中期目標

注力分野と
価値創造

ストーリーの概要

関連する SDGs

再生可能・低炭素エネルギー
再生可能エネルギー発電向けのソリュー 

ション、LNG を中心とする低炭素エネルギーの 
供給支援で、CO2 排出抑制に貢献

ライフイノベーション・安全
医薬品・食品などのライフイノベーション 
分野へのソリューションや、安全で快適な 

職場環境で人々の健康と豊かな 
暮らしを実現

省エネ・省資源
お客様資産のライフサイクルを通じ、 

安定稼働や効率化、資源循環を推進する 
ソリューションで、省エネ・省資源と 

経済成長に貢献

CO2 排出抑制貢献量
目標：10 億トン -CO2

（2018-2030 年度累計）

安全・健康価値創出額
目標：1 兆円

（2030 年度）

資源効率改善額
目標：1 兆円

（2030 年度）

Net-zero Emissions Well-being Circular Economy



価値創造テーマと
その基盤

気候変動への
対応

すべての人の
豊かな生活

資源循環と
効率化

Net-zero
Emissions Well-being Circular

Economy

長期間のパートナー 
シップによるお客様資

産の有効活用

先進的な創薬 
ソリューションの提供

世界最大級の天然
ガス開発 ヤマル LNG

プロジェクト

価値創造を支える人財・環境マネジメント

YOKOGAWA は、お客様への貢献を通じて
未来世代の持続可能な社会の実現に向け一歩一歩進んでいきます。
ここでは3つのゴールに対応した価値創造テーマとその事例、
価値創造を支える人財・環境マネジメントの取り組みを紹介します。
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2030 年までのサステナビリティ中期目標

価値創造テーマ

Column

1 再生可能エネルギー
風力、バイオマス発電などの安定的で効率的な運用のための監視・制
御、データ計測、設備保全のソリューションを提供することで再生可
能エネルギーの普及・拡大に貢献します。

2 低炭素エネルギー
天然ガス・LNG の計装分野における豊富な経験と実績をベースに、お
客様やパートナー企業と協力して安全で効率的な LNG サプライチェー
ンを実現し、低炭素エネルギーである LNG の需要増加に対応します。

YOKOGAWA グローバル・プロジェクト体制を構築し、大規模な生産プラントを支える計装システムを提供

お客様 最低気温がマイナス 50℃以下になる過酷な環境下で、LNG プラントを安全かつ効率的に稼働

社会・環境 石油・石炭から、CO2 排出量の少ない天然ガスへの転換により、低炭素化が推進される

気候変動への対応

平均的な化石燃料使用と比較した場合の排出抑制への貢献量

Net-zero emissions 達成に向けた注力事業領域として、再生可能・低
炭素エネルギー分野に取り組みます。エネルギー産業における多くの
実績とお客様との長期にわたる信頼関係を活かし、再生可能エネルギー
向けソリューションや、LNG サプライチェーンを効率化する安全で高
信頼な制御システムで、温室効果ガスの排出量削減に貢献します。

ヤマル LNG プロジェクトは、ロシアで最も大規模な資源開発プロ

ジェクトの一つで、合計すると年産 1,650 万トンの生産能力をも

つ 3 系列の LNG 製造設備を、ロシア北西部、北極圏にあるヤマル

半島の東岸に建設しています。第 1 系列と第 2 系列が完成し、そ

れぞれ 2017 年 12 月、2018 年 8 月から世界各地へ供給を開始し

ました。

YOKOGAWA は、大規模生産プラントの脳と神経となる計装システ

ムとして、統合生産制御システム「CENTUM® VP」、安全計装シス

テム「ProSafe®-RS」、プラント情報管理システム「Exaquantum ™」、

統合機器管理ソフトウエアパッケージ「PRM®」、分析計とサンプ

リング装置及びそれらを収納するアナライザハウス、運転訓練シ

ミュレータなどを納入し、これらの製品・システムのエンジニア

リング、設置、試運転、運転訓練を担当しました。

大規模なプロジェクトに対応するため、オランダにある欧州地

域統括会社が、シンガポール、インド、フィリピン、ロシアな

どのグループ会社をまとめるプロジェクト体制を構築し、多様

な国籍の従業員が協力しあってプラントの立ち上げを進めました。

運転開始以降は、北極圏にあるミッションクリティカルなプラン

トへのサポートを 24 時間体制で行うために、サイトに常駐する

エンジニアを派遣し、また、モスクワからシステムの健全性を常

時監視するリモートサポートも提供して LNG プラントの安全で効

率的な稼働に貢献します。

天然ガスは、石炭や石油などの化石燃料の中ではもっとも CO2 排

出量が少なく、発電はもちろん、電気をエネルギー源にすること

が難しい産業分野や輸送分野での需要増加が見込まれています。

アジア地域を中心にエネルギーの石油・石炭から天然ガスへの転

換を後押しすることで、低炭素社会への転換をお客様とともに推

進していきます。

ヤマルのようなビッグプロジェクトを率いることは大変な名誉ですが、規模、極東
という地理的条件、複雑な体制や技術的要件を乗り越えなければならない大きな挑
戦であり、欧州、アジア、ロシアの多くの拠点と協力する機会は、とても貴重な経
験です。ヤマルからの LNG の多くは極東に出荷され、数十年もの間、アジア地区の
エネルギー供給の低炭素化に貢献できると考えています。そして、北京、ソウル、
東京、そしてきっと（私の生まれ故郷である）マニラの人々の暮らしをよりよいも
のにすることでしょう。だれもが気持ちの良い空気を感じられますように。

Message

Yokogawa Europe Solutions B.V.　プロジェクト統括責任者　Marvin Nepomuceno

CO2排出抑制貢献量 10億トン -CO2

（2018-2030年度累計）

YOKOGAWA のグローバルマザー工場で
ある甲府事業所では、自社のプロダクト
やソリューションを活用し、設備やエネ
ルギー使用の状況を見える化しています。
省エネルギーのモデル工場として、毎年、
多くのお客様に見学いただいています。

Net-zero Emissions
低炭素エネルギー

事例：世界最大級の天然ガス開発 ヤマル LNG プロジェクト
価値創造テーマ　
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2030 年までのサステナビリティ中期目標

1 医薬品・食品生産性向上
計測・制御・情報の技術や多様な業種での経験を活かし、基礎研究から
物流・サービスまでバリューチェーン全体での生産革命を実現します。

2 新薬・バイオ医薬品開発生産支援
共焦点顕微鏡、細胞画像解析技術、バイオリアクターなどの創薬支援
技術で、安全性の高い医薬品の効率的な開発と生産を支援します。

3 安全性向上
プロセス制御と安全計装を統合したシステムの提供や、運転訓練シ
ミュレータ、サイバー攻撃などに対するセキュリティーソリューショ
ンなどでお客様プラントの安全性向上に貢献します。

4 現場メンテナンスソリューション
設備管理のコンサルティング・ソリューションで、作業負荷の少ない、
安全で効率的なプラント管理を支援します。

価値創造テーマ

YOKOGAWA バイオ抗体薬など最先端の医薬品開発生産を支援するソリューションやサービスを提供

お客様 創薬コストの大幅な削減、および有効性の高い最先端医薬品の短期間で効率的な開発が実現

社会・環境 最先端の医薬品や医療が、より早くより多くの人々に提供される

すべての人の豊かな生活

ライフイノベーション・安全の分野でお客様や社会の安全の確
保と人々の健康に貢献した金額

Well-being 達成に向けた注力事業領域として、ライフイノベーション・
安全分野に取り組みます。プロセス制御分野でこれまで培った経験と、
医療機関や食品産業、資源関連産業などのお客様との共創の経験を活
かし、研究、開発、生産、物流、サービスにわたるソリューションで、
すべての人々の安全で健康な暮らしの実現を支援します。

SDGs のゴール 3「すべての人に健康と福祉を」では、革新的
な医薬品の創出につながる研究開発の支援が重点テーマとし
て掲げられています。YOKOGAWA は早くからこの分野に取り
組んできました。その一つである共焦点顕微鏡は、医学や生
物学の基礎研究において長い間ベールに包まれていた生命の
謎と疾病のメカニズムの解明に大きく貢献しました。現在、世
界が注目している分子生物学や遺伝子工学分野でノーベル賞
候補とされている最先端の研究においても、YOKOGAWA の
共焦点顕微鏡が使われています。
この共焦点顕微鏡のイメージング技術をベースに、画像処理
や AI の技術を組み合わせて、創薬支援システムを開発しまし
た。このシステムは、膨大な数の化合物サンプルの薬効と毒
性を短時間でスクリーニングすることができ、創薬にかかる時
間とコストを劇的に短縮・削減しました。
医療の分野においては、共焦点イメージングで狙って特定した

ひとつの細胞の内容成分を、正確に回収し分析する「１細胞ソ
リューション」の研究開発にも取り組んでいます。この技術は、
個々の細胞の多様性と相互メカニズムの解明に必要とされて
おり、簡便なガンの特定診断や、遺伝子工学を応用した個別
医療への展開も期待されています。
さらに、今後は細胞が薬を生産するバイオ医薬品や、細胞を利用
する再生医療分野にも取り組んでいきます。YOKOGAWA がこれ
まで培ってきた計測、制御、情報の技術を、細胞に関わる研究
開発や生産プロセスに応用することで、革新的なバイオ医薬品の
生産性を向上させることができます。また、バリューチェーン全体
の情報を管理することで、品質向上と効率化の両立が実現します。
アジアの新興国をはじめ、世界の多くの地域において、最先
端の医薬品や医療が待ち望まれています。YOKOGAWA のソ
リューション・サービスは、より早く、より多くの人々に最先端
の医薬品や医療を提供することに役立っています。

「1細胞ソリューション」の一つである１細胞遺伝子分析は、今まで不可能だった細胞個々の
形態情報と遺伝子発現を複合した解析を可能にします。私の役割は、採取した細胞から遺伝
子を安定的に回収する技術を確立することです。装置の開発やサンプル取得装置の改良にも
携わりながら、どうすれば1細胞という微量な遺伝子をロスなく回収できるのか、試験を重ね
ています。この技術は、ガン組織やiPS細胞から作製したオルガノイド※1など、ヘテロ※2な集団
の中で個 の々細胞が担う役割を解明するのに有効だと考えられています。YOKOGAWAのシス
テムが、ガン治療や再生医療の発展に貢献し人々 の生活に役に立つことを願っています。

Message

横河電機株式会社 ライフイノベーション事業本部バイオソリューションセンター開発部　平井 智子

安全・健康価値創出額　1兆円 ／年
（2030年度）

共焦点顕微鏡イメージング
生きたままの細胞や組織を三次元画
像として観察することができる技術

※ 1 三次元的に試験管内などでつくられる臓器　※ 2 異種の細胞が混在している状態

Well-being
新薬・バイオ医薬品開発生産支援

事例：先進的な創薬ソリューションの提供
価値創造テーマ　



1 水環境改善
上下水道の監視・制御・漏水モニタリングなど、水環境改善の技術やソ
リューションで、上水の安全で効率的な供給を拡大し、水資源の有効活
用に貢献します。

2 高度ソリューション
複雑な生産工程の温度、流量、圧力などを最適値に近づけて操業する
ことで、製品収率の向上やエネルギー使用の効率化を実現します。

3 生産性向上コンサルティング
最適操業支援コンサルサービス・ソリューションの提供を行い、プラ
ントの運転効率と安定性向上を実現します。

4 プラント長期安定稼働
お客様プラントのライフサイクルを通じた安定稼働を支える製品と
サービスを提供し、資源利用効率を向上させます。

価値創造テーマ

YOKOGAWA 20 年以上にわたり、制御システムの保守サービスを提供し、プラントの安定的かつ効率的な操業に貢献

お客様 大規模なプラント設備を有効に活用し、ライフサイクルを通じた TCO（総所有コスト）を削減

社会・環境 環境に配慮したプラント操業で汚染が防止され、高品質の製品が社会に提供される

資源循環と効率化

提供するコンサルティングやソリューションで、お客様ビジネ
スの資源効率を改善した金額

Circular economy 達成に向けた注力事業領域として、省エネ・省資源
分野に取り組みます。デジタル技術を活用したコンサルティングや高度
なソリューション、長期間使用できる環境負荷の少ない製品を提供し、
お客様設備のライフサイクルを通じた安定稼働や効率化を支援するとと
もに、資源循環を促進するビジネスモデルへの変革を目指します。

アラビア湾初となる精製所を持つバーレーン石油会社（BAPCO）
は、環境・労働安全衛生方針をかかげ、持続可能な社会の実
現に取り組んでいます。YOKOGAWA は、1994 年に制御シス
テムを供給して以来、24 年間にわたってパートナーとして協業
を続けています。BAPCO は環境保全目標をかかげて取り組ん
でおり、YOKOGAWA はパートナーとして BAPCO の環境経営
に貢献してきました。1997 年から 2011 年までは制御システム
の年間の保守契約を、その後、2012 年から 2022 年までは長
期のライフサイクルメンテナンス契約を締結し、制御システム
の健全性維持を支援しています。YOKOGAWA が提供するライ
フサイクルメンテナンスは、お客様とパートナーとして協業し
ながら、大規模なプロセス制御システムを安全に更新すると
ともに、ライフサイクルを見据えた管理を提供し、設備資産
を常に利用可能で、健全・最新の状態に保ちます。その結果、

TCO を大きく削減することが可能になります。また、システム
のトラブルを未然に防ぐため、プラント運転に関する教育プロ
グラムも共同で運用しており、継続的に技術者のスキルを向上
させてきました。BAPCO にとって、YOKOGAWA は単なるサー
ビスプロバイダーを超え、環境目標達成に向かって協業する
サービスソリューションパートナーとみなされています。
循環型経済を実現するには、資源のリサイクルに留まらず、ラ
イフサイクルを通じた設備資産の効率的な活用が必要です。
YOKOGAWA のライフサイクルメンテナンスのサービスは、長
期的な視点で計画的にプラントをアップグレードしていきます。
常に最新の機能を活用できるため生産性が向上し、無駄の削
減や資源の有効活用が促進されます。BAPCO と YOKOGAWA
は、持続可能な未来を目指し、co-innovation による価値の
創造を続けています。

資源効率改善額　1兆円／年
（2030年度）

ライフサイクルメンテナンスというコンセプトを導入することで、パートナーとして
保全担当者が抱える様々な課題に寄り添ってきました。運転員の研修、予備品の管理、
フィールド機器の性能評価／分析などを行う一方で、BAPCO の経営陣に包括的保守
契約を提案し、複数年契約を締結していただきました。継続してシステムの改造や更
新作業を実施しているため、お客様の制御システムは常に最新の状態に保たれており、
結果として生産の効率と安定性が向上しています。
私たちの仕事を高く評価いただいた結果、ライフサイクルサービスの提供中に、さら
に8つのプロセス制御システムと安全計装システムを納入し、必要な保守部品の提供
を含めてライフサイクル契約を更新し続けているのは私たちの誇りです。

Message

Yokogawa Middle East & Africa B.S.C. (c)　地域サービス部　アシスタントマネージャー　Shamik Dev

2030 年までのサステナビリティ中期目標

Circular Economy
プラント長期安定稼働

事例：長期間のパートナーシップによるお客様資産の有効活用
価値創造テーマ　

Photo: Bapco Archive
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価値創造の基盤

・水使用量
・エネルギー使用量　目標：2030 年度に 18% 削減（2013 年度比）
・温室効果ガス排出量　目標：2030 年度に 34% 削減（2013 年度比）

環境マネジメント

グループ各社のオフィス・工場での環境マネジメントについては、水資源の効率利用、エネル
ギー使用量削減、温室効果ガスの削減についてサステナビリティ指標を定めました。長期的な視
点で管理が求められている温室効果ガスの削減については、パリ協定が目指す２℃目標を踏まえ
た 2030 年目標を設定しました。

サステナビリティ指標

価値創造テーマ

・マネージャーに占める女性比率
・障害者雇用率（国内グループ）

価値創造テーマ

1 ダイバーシティ＆インクルージョン
多様な経験・知識・感性・視点・文化・価値観を持つ人財を積極的に採用、育成、配置することで、
変化するビジネス環境やお客様の幅広いニーズに迅速かつ柔軟に対応していきます。

2 人財アトラクション＆エンゲージメント
グローバルなタレントマネジメントを実施し、co-innovation による新たな価値創造ができる人
財を育成します。また、多様な社員が能力を発揮できる、働き甲斐のある職場環境を目指します。

3 労働災害の撲滅
経営の基盤である労働安全衛生を向上させ、グループで働くすべての人々の安全を確保し、健
康の保持・増進に取り組んでいきます。

1 水資源効率的利用促進
水資源の効率的な活用を推進するため、生産工場での水使用量のモニタリング（強化）や、生
産用水の再利用などに取り組んでいきます。

2 エネルギー使用量削減
エネルギー使用量削減に向けて、デジタル技術による業務プロセスの改革や、グループ生産最
適化戦略による労働生産性向上などに取り組んでいきます。

3 温室効果ガス排出量削減
パリ協定が目指す２℃目標達成に向けて、グループ全体の温室効果ガス排出量を削減するため、
省エネ施策の推進や、再生可能エネルギーへの切り替えなどに取り組んでいきます。

人財マネジメント

YOKOGAWA の成長の鍵を握る人財マネジメントについては、ダイバーシティ＆インクルージョ
ンと人財アトラクション＆エンゲージメントをテーマに設定しました。多様な社員が社会の変化
に柔軟に対応し、組織と個人の変革を起こすことにより、価値創造を目指します。また、経営の
基盤である労働安全衛生については、労働災害の撲滅に引き続き注力します。

サステナビリティ指標

サステナビリティ目標達成に向けてグループ内に変革を起こし、新しい価値を創造していくための人財マネジメント、
企業存続の前提である地球環境保全を推進する環境マネジメントについて、サステナビリティ指標を設定して取り組んでいます。

・エンゲージメントサーベイスコア
・休業災害発生率
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横河電機株式会社
〒 180-8750　東京都武蔵野市中町 2-9-32
経営管理本部サステナビリティ推進室
TEL：0422-52-7797　FAX：0422-55-1202
https://www.yokogawa.co.jp/about/yokogawa/
sustainability/

YOKOGAWA のサステナビリティについて詳しくは
Web サイトをご覧ください。

2018 年 9 月発行

地域社会とともに成長
YOKOGAWA は、世界の各地で長期にわたって事業を展開しています。地域社会と協力し、それぞれの地域の持続可能な成長を支える活動を継続して行っています。
ここでは、教育や就労支援に関する活動の一部を紹介します。

サウジアラビアのファハド国王石
油鉱物資源大学をはじめとするサ
ウジアラビア4大学と、人財教育に
関する覚書を締結し、エンジニア
リング分野を中心に教育支援を行っ
ています。女性を含む多くのエン
ジニアを YOKOGAWA の現地法人が
採用しています。

現地法人エンジニアリング部門

ファハド国王石油鉱物資源大学

サウジアラビア

人財育成・雇用創出と
女性の社会進出を支援

タタールスタン共和国のカザン国立工科大学と共同で、計測・制御技
術分野の実践的な教育を行う “テクニカルセンター” を運営しています。
模擬プラントを使い、大学生やエンジニアを対象に最新の計測・制御
技術に関するトレーニングを実施しています。

タタールスタン

計測・制御分野のエンジニアを育成

カザン国立工科大学
三井化学様と提携し、プラントの運転安定化
に関する体験型研修カリキュラムを開発しま
した。メタノール蒸留訓練プラントおよびシ
ミュレータを用いて、制御性改善やトラブル
シューティングを折り込んだ研修を通じて生
産技術系エンジニアの育成に貢献しています。

日本

プラントの運転安定化手法を体験や演習を通じて学ぶ
研修を提供

三井化学技術研修センター

タイでは、産業オートメーションとスマートファクトリーの分野で
工学学位を取得する学生のため、各工科大学へ、モデルプラントな
どの工業用設備を定期的に寄付しています。YOKOGAWA の製品やシ
ステムを用い、若手技術者向けの実地研修を行っています。

タイ

模擬プラントで工学系学生の教育に貢献

モンクット王ノースバンコク工科大学


