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未来世代に豊かな地球を残すために。

1915年に創設された電気計器研究所は、計測や制御の分野でビジネスを拡大し、今日のYOKOGAWAグループへと発展しました。
創業当初より社会への貢献を意識し、YOKOGAWAは1世紀以上にわたり世界の産業を支えています。
昨今、異常気象の増加や新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生など、予測を超える社会や環境の変化が起こっています。
このような変化に適応し、持続可能な未来を実現するためには、従来の取り組みからの飛躍が必要です。
私たち自身が変革しながら、変化する世の中や産業の課題を解決し、未来世代の仲間に美しく豊かな地球を引き継ぐ。
それが私たちYOKOGAWAの責任であり、使命です。

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、Well-being、

Circular economy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。

（2017年宣言）

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 貢 献 宣 言

Y O K O G A W A  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

Y O K O G A W A 人 は

良 き 市 民 で あ り

勇 気 を も っ た 開 拓 者 で あ れ

企 業 理 念
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YOKOGAWAは、企業理念に基づき、
未来世代のより豊かな人間社会を実現するため、
事業を通じてサステナビリティ経営に取り組んでいます。

お客様とのco-innovationにより
革新的な技術で世の中の課題を解決し、
持続可能な社会を実現していきます。

持続可能な成長と企業価値向上に向けて、
サステナビリティを経営の中軸に組み込み、
中長期のサステナビリティ目標を設定して事業を行っています。

企業は人と社会によって支えられています。
多様な人財がいきいきと働いて能力を発揮し、
社会とともに成長していくことを目指します。

気候変動や資源問題は事業だけでなく、
人類の存続にも影響を及ぼすことが
懸念されています。
YOKOGAWAは、地球環境保全に
主体的に取り組んでいます。

自社のビジネスだけでなく、
YOKOGAWAグループが影響を及ぼす
バリューチェーンにおける責任も考慮し、
事業を行っています。

社会・環境データ、
第三者保証、編集方針などを掲載しています。

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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地域別売上高構成比 グローバルネットワーク地域別人員構成比

一目でわかるYOKOGAWA

■�日本　■�東南アジア・極東　■�中国　■�インド　■�欧州全域　■�ロシア　■�北米　
■�中東・アフリカ　■�中南米

31.3%

2.2%

13.7%

8.1%

8.1%
16.3%

11.7%

4.8%

3.8%

5.4%

35.1%

19.2%10.4%

11.7%

9.7%

2.5%
3.7%

2.3%

4,044億円 18,107名
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YOKOGAWAは、世界80か国でビジネスを展開しています。

各国の拠点で積極的に現地の人財を採用し、お客様や地域社会と長期にわたって信頼関係を築いてきました。

また、企業理念に基づき、良き市民としてより豊かな人間社会の実現を目指して事業運営を行っています。

国連グローバル・コンパクト

グローバル 日本

社外からの評価 外部団体との活動
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株主・投資家の皆様にYOKOGAWA
のサステナビリティの取り組みに
ついて理解を深めていただくこと
を目的に、サステナビリティ説明会
を初めて開催しました。再生可能エ
ネルギーに関するソリューション
事例やライフイノベーション事業
の取り組みを、担当する役員や部門
長が説明し、参加者と活発に意見を
交換しました。

2019年度のニュースと社外評価

CDPウォーターセキュリティのAリスト企業および
CDPサプライヤー・エンゲージメント・リーダー・ボード
に選定

YOKOGAWAグループ表彰にサステナビリティ部門
「Award for Three goals」創設

YOKOGAWAグループ 
サステナブル調達ガイドライン
改訂

サステナビリティをテーマに
2019年度 YOKOGAWA Innovation Fairを開催

サステナビリティ説明会を開催

持続可能な水資源管理の取り組みと
情報開示が評価され、環境分野で世界
的に権威のある非営利団体CDPから
ウォーターセキュリティのAリスト企
業に選定されました。また、サプライ
チェーンを通した気候変動対策の取
り組みが評価され、同団体よりサプラ
イヤー・エンゲージメント・リーダー・
ボードに選定されました。

YOKOGAWA Group Awardsは、毎年創立記
念日に、優れた実績をあげたチームのメン
バーやロールモデルとなる社員を表彰し、
グループ全社員の学びとする機会です。
2019年度は、サステナビリティ目標への貢
献を表彰する「Award for Three goals」が創
設され、再生可能エネルギーの普及に必要
とされる電力需給調整のビジネスモデル
創出に携わったメンバーが受賞しました。

お取引先様と協力して持続可能な社会を構
築していくための、「YOKOGAWA グループ
サステナブル調達ガイドライン」を改訂し
ました。また、このガイドラインに沿って主
要なお取引先様の意識調査を行いました。
人権・労働、安全衛生、環境、倫理の各分野
について、電機電子業界の国際的な行動規
範に沿った調達活動を展開していきます。

YOKOGAWA Innovation Fairは、年に一度、社員同士が最新技術やアイデアを発表
し、議論する場です。2019年度は「Co-creating for a sustainable society」をスロー

ガンに、社外有識者の招待講
演、社員が業務とSDGsのつな
がりや一人ひとりができるこ
とを議論するワークショップ
などを開催しました。海外拠
点からも出展や参加があり、2
日間で延べ約1,800人が来場
しました。
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未来世代に向けて　　一目でわかるYOKOGAWA　　2019年度のニュースと社外評価　　  社長メッセージ　　サステナビリティの取り組み

社長メッセージ

ニューノーマルへの適応 Three goalsの達成に向けて
YOKOGAWAは、素材やエネルギー産業など社会の根幹を担

うお客様とビジネスを行っています。COVID-19による困難な
状況においても生産やサービスを継続するために努力されて
いるお客様に対し、私たちも社員の安全に配慮しながら、デジ
タル技術やネットワーク技術を活用し、全力でお客様を支えて
います。また、職場の衛生管理を徹底し、出張や会議をリモート
ワークに切り替え、社員一人ひとりの状況を考慮しながらより
良い働き方への改革を模索しています。

近年、IT技術の進展により、働く場所や時間に縛られずにさ
まざまな仕事を行うことができる環境が整ってきました。この
動きはCOVID-19の影響で加速しており、YOKOGAWAのお客様
のプラントでも、リモートでのエンジニアリングやメンテナン
スのニーズが高まっています。将来的には、自動運転車のよう
に、作業員がいなくてもAIやセンサで、不測の事態を予測しな
がら自律的に対処・適応し、効率的に運転できるプラントが実
現するでしょう。そうすると、人が行わなければならなかった
危険な作業や単純労働がなくなり、人は、より安全な環境で、創
造性の高い仕事に取り組めるようになります。デジタル技術を
活用することで、より少ない資源でより多くの価値を生み出
し、人や環境への負荷を低減しながら産業界全体の効率を向上
させることができるのです。こういった新しい技術を活用しな
がらYOKOGAWAは、お客様とともにCOVID-19を乗り越え、
ニューノーマルといわれる社会に適応していきます。

自然災害の拡大など、気候変動の影響の深刻度が増す中、予
測できない危機に対応しながら事業を続けるためには、変化に
柔軟に対応できる適応力や、逆境からの回復力が必要です。さ
らに、資源不足や環境汚染といった地球規模の課題に対処する
ため、お客様やお取引先様と協力して資源循環型経済へ移行し
ていくことも求められています。

YOKOGAWAは、2017年に制定したサステナビリティ貢献宣
言の中で、2050年に向けたサステナビリティ目標Three goals 

（Net-zero emissions 気候変動への対応、Well-being すべての
人の豊かな生活、Circular economy 資源循環と効率化）と、そ
の達成に向けた変革の方向性を掲げました。そして、これを確
実に達成していくために中期経営計画Transformation 2020の
施策と連携させ、Three goals達成のための2020年の中期目標
を設定しました。2019年度は、Net-zero emissionsについては、
LNGや再生可能エネルギーのインフラ構築に貢献することに
よる、温室効果ガスの排出抑制の実績が拡大しました。Well-
beingについては、医薬品や食品のバリューチェーン全体を効
率化するライフイノベーション事業において、パートナーシッ
プ を 広 げ 強 化 す る 活 動 が 進 展 し ま し た。ま た、Circular 
economyについては、AIなどのデジタル技術の活用によるプ
ラントの最適操業をはじめ、企業経営の効率化に貢献した成功
事例が増えるという成果が得られ、現在、さらなる拡大に取り
組んでいます。

YOKOGAWAは、お客様の事業環境の変化に合わせて、お客様
が直面する課題の解決に取り組んできました。社会全体でさま
ざまな変化が起こり、将来が予測できない困難な状況下では、
社員一人ひとりが前例にとらわれず、自律的に考えることがこ
れまで以上に重要になります。社員の力を結集し、ステークホ
ルダーの皆様とともに、誰ひとり取り残さない、持続可能な社
会を目指して歩んでいきます。

ニューノーマルの時代に向け、変革を進めていきます。

代表取締役社長

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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Digital
Transformation

お客様と共に
生産性革命を実現
OPEXビジネスの拡大
注力業種のさらなる強化

Digital Transformation
デジタルビジネスの実現
業務プロセス変革
ITインフラの強化

新事業と
ビジネスモデル変革への挑戦

既存事業の
変革

グループ全体最適による
生産性向上

経営効率の飛躍的な向上を実現
継続的なコスト競争力の強化
グループ構造の最適化

イノベーションを通じ
サステナブルな価値
を創造

 

ライフイノベーション
事業の確立
ビジネスモデル変革

既存事業の
変革

グループ全体最適による
生産性向上

新事業と
ビジネスモデル変革への挑戦

人財力の強化

サステナビリティの取り組み

未来世代に向けて　　一目でわかるYOKOGAWA　　2019年度のニュースと社外評価　　社長メッセージ　　  サステナビリティの取り組み

代（およそ2050年頃）のより豊かな人間社会のために目指す社会
の姿Three goalsを示しています。

Three goalsはNet-zero emissions、Well-being、Circular 
economyの３つの要素から構成され、未来世代のために目指す
社会を示しています。

また、激変する先が読めない社会の中で、Three goalsに向かい
貢献していくためのYOKOGAWA自身の変革の方向として、変化
に柔軟に対応できる適応力・回復力の強化、循環型社会に適した
価値の創造、ステークホルダーとのco-innovationを示しました。
この変革の方向に沿って、YOKOGAWAはお客様の課題を発掘・解
決し、お客様の経済価値を拡大していきます。その結果が、温室効
果ガスの削減や、人々の暮らしを豊かにする製品の開発といっ
た、社会や環境への貢献につながっていきます。

2017年にスタートした中期経営計画Transformation 2020（以
下TF2020）では、既存事業の変革、新事業とビジネスモデル変革へ
の挑戦、グループ全体最適による生産性の向上の３つを変革の柱
としました。お客様プラントの省エネ・省資源、効率化、安全性向上
など、既存のビジネスを拡大する一方で、人々の健康や暮らしの豊
かさを支えるライフイノベーション事業、バイオマス、地熱、ソー
ラー、風力などの再生可能エネルギー関連の事業でも新たなビジ
ネスを開拓し、社会課題解決に向けた貢献領域を広げています。

YOKOGAWAは、事業活動の中軸に世界の課題解決を据えて取り組んでいます。

2015年に持続可能な開発目標（SDGs）やパリ協定が採択され、
世 界 で 人 類 の 未 来 に 対 す る 危 機 意 識 が 高 ま っ て い ま す。
YOKOGAWAは、従来から事業を通じた社会への貢献に取り組ん
できましたが、2017年に世界の共通課題の解決を事業活動の中
軸に組み込んでいくことを明確に定め、「サステナビリティ貢献
宣言」を発表しました。サステナビリティ貢献宣言の中で、未来世

Three goals

YOKOGAWAの強み

Quality
品質

Resilience
変化に柔軟に対応できる適応力・回復力の強化

Regenerative value creation
循環型社会に適した価値の創造

Co-innovation
ステークホルダーとの価値共創

Trust
信頼

Integrity
誠実

変革の方向性

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（GHG）の排出
と吸収の均衡が保たれ、大気中のGHG濃度が上がら
ない状態、Net-zero�emissionsを目指します。

安全で快適なワークプレース、生命科学、創薬な
ど、幅広い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。

様々な資源が無駄なく循環し、資産が有効に活用さ
れる社会の枠組み、エコシステムの実現を目指すと
ともに、地球を循環する水資源の効率的な利用や安
全な飲み水の確保にも貢献します。

Net-zero�
emissions

Well-being

Circular�
economy

Three goalsへの取り組みの概要 変革の方向性

価値創造の流れ

豊かな社会の実現
への貢献

お客様が得られる
経済価値

お客様課題の
発掘と解決

YOKOGAWA お客様 社会・環境

Input Activity Output Outcome Impact

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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SDGsとの関連度

豊かな社会実現への貢献

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

Well-being

Circular Economy

Net-zero Emissions

お
客
様
が
得
ら
れ
る
経
済
価
値

プラント長期安定稼働

高度
ソリューション

生産性向上
　コンサルティング低炭素エネルギー

現場メンテナンス
　ソリューション

新薬・バイオ医薬品
　開発生産支援

安全性向上

医薬品・食品生産性向上

再生可能
エネルギー

価値共創環境

水環境改善

資源効率の改善

    1兆円（2030年度）目標

（2018年度-2030年度累計）

CO2排出抑制への貢献

　10億トン－CO2目標

目標

安全・健康価値の創出

　1兆円（2030年度）

未来世代に向けて　　一目でわかるYOKOGAWA　　2019年度のニュースと社外評価　　社長メッセージ　　  サステナビリティの取り組み

Three goalsに着実に向かっていくためには、このような私たち
の取り組みの結果を見える化し、進捗を管理する必要があります。
そこでTF2020の活動をベースに10個の価値創造テーマを設定し、
それぞれにサステナビリティ観点での指標（KPI）を定めました。ま
た、より長期的な視野では、Three goalsの３つの要素に対し、それ
ぞれ2030年をターゲットとする意欲的な目標も設定しました。

また、ソリューション・サービスカンパニーとして人的資本の
重要性が高いことから、ダイバーシティ＆インクルージョンや社
員エンゲージメントに関する目標を設定し、環境分野では、気候
変動課題の重要性を踏まえて自社のエネルギー使用量や温室効
果ガスの排出削減などの目標を設定しました。

サステナビリティを推進する体制として、経営管理本部内にサ
ステナビリティの専任部署とERM（Enterprise Risk Management）
の専任部署を設置しているほか、社長が委員長を務めるリスク管
理委員会、 危機管理委員会を設けています。取締役会は年１度、
サステナビリティ全般に関する報告を受けることでガバナンス
をきかせています。

今後、サステナビリティの取り組みを、より一層経営に組み込
んでいき、サステナビリティ経営を高度化させていきます。グ
ループ全体最適化による生産性の向上を目指す中で、価値創造基
盤である人、組織や仕組み、設備などを変革し、社会・環境へ貢献
する事業を拡大させていきます。

価値創造テーマ

テーマ名 内容

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果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。

低炭素
エネルギー

天然ガス・LNG（Liquefied Natural Gas: 液化天然ガス）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。

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性向上
を実現します。

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。

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。

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。

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。

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。

生産性向上
コンサルティング

最適操業支援コンサルティングサービス・ソリューションを提供し、
プラントの運転効率と安定性向上を実現します。

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。

Three goalsとSDGs達成のための注力分野

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要



08YOKOGAWAサステナビリティレポート2020

お客様とのco-innovationにより
革新的な技術で世の中の課題を解決し、

持続可能な社会を実現していきます。

サステナビリティストーリー

遠隔監視技術による
安全性の向上

安全な
飲み水の提供

デジタル技術を
活用した

生産性の向上

細胞研究の
イノベーション

再生可能エネルギー・
エネルギー

マネジメント

新型コロナウイルス
感染症への対応

再生可能エネルギー・エネルギーマネジメント　　デジタル技術を活用した生産性の向上　　遠隔監視技術による安全性の向上　　 安全な飲み水の提供　　細胞研究のイノベーション　　新型コロナウイルス感染症への対応

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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2019年は世界の二酸化炭素（CO2）排出量が過去最高に達し*1、世界の平均気温も観測史上2番
目に高い年となりました*2。世界中で気候変動対策の要求が高まり、脱炭素社会への移行が始
まっています。CO2を排出しないクリーンエネルギーとして太陽光・風力などの再生可能エネ
ルギーの需要が増加しており、COVID-19によるロックダウンでエネルギー需要が減少する中、
再生可能エネルギーだけは需要が増加しシェアを伸ばしています*3。

YOKOGAWAは監視・制御、データ計測、設備保全などの強みを活かし、発電設備だけでなく、安
定した電力供給を可能にする電力需要・供給の調整、蓄電などエネルギーマネジメントの分野
でのソリューション提供を拡大し、Net-zero emissionsの実現を目指します。

再生可能エネルギー・エネルギーマネジメント

*1 Global CO2 emissions in 2019; IEA　*2 WMO Statement on the State of the Global Climate in 2019; WMO　*3 Global Energy Review 2020; IEA

日本最大の風力発電にYOKOGAWAの制御システムが採用
　ウィンドファームつがるは、風車38基で構成される総発電容量12万1,600kWの日本最大の風力
発電所です。株式会社グリーンパワーインベストメント様によって青森県つがる市に建設され、
2020年に運転を開始しました。YOKOGAWAは、すべての風車
の監視と遠隔地にある変電所・系統連携開閉所を統合して監
視制御する広域分散監視SCADAソフトウェア FAST/TOOLS、
リアルタイムOSコントローラe-RT3、ネットワークインフラ
機器を納入し、エンジニアリング、導入、試運転までのトータ
ルソリューションを提供しました。今回の経験を活かし、世
界各地の再生可能エネルギー導入プロジェクトに貢献して
いきます。

厚さ測定システムで高品質なリチウムイオン電池製造に貢献
風力・太陽光など再生可能エネルギーによる発電や、電気自動車の普及により、繰返し充放電

可能な二次電池の需要が急増しています。YOKOGAWAのWEBFREX3ESは、二次電池の主流であ
るリチウムイオン電池の生産ラインにおいて電極シートへ
の薬剤の塗工厚さをオンラインで測定・制御するシステムで
す。独自のリニアサーボ駆動方式を採用することで、電池の
性能を左右する塗工厚さを高速・高精度に測定でき、かつ発
火の原因となる微小金属粉のシートへの落下も防ぐことが
できます。需要が高まるリチウムイオン電池の高性能化と高
安全化に寄与することで、脱炭素社会の実現に貢献します。

YOKOGAWAのソリューション

サステナビリティ目標 サステナビリティKPI

�8,513万t-CO2／ �6,000万t-CO2

CO2排出抑制貢献量（2018年度からの累計）

（2020年度目標）（2019年度実績）

 再生可能エネルギー・エネルギーマネジメント　　デジタル技術を活用した生産性の向上　　遠隔監視技術による安全性の向上　　安全な飲み水の提供　　細胞研究のイノベーション　　新型コロナウイルス感染症への対応

ウィンドファームつがる
3次元プロファイル表示機能

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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データセンターのダッシュボード

エネルギーリソースアグリゲーションサービス

データセンター
エネルギー効率

データセンター
室内温度

エネルギー
負荷状況

分散しているエネルギーリソースを統合制御するVPP
再生可能エネルギーの普及や有効活用に向けて、バーチャルパワープラント（VPP）※が注目

されています。お客様のプラントには、電力消費の大きな設備や、自家発電・蓄電池の設備が多
数あります。それらの使用時間をずらしたり、発電の出力を変化させたりすることで、電力使用
のピークを抑えることができます。これにより、電力需給の効率化とCO2排出量削減を実現し
ます。電力小売の自由化などの電力システム改革で新たに創設される電力市場の確立に向け、
現在、日本政府がVPPの実証事業を行っており、YOKOGAWAはエネルギーリソースの運用を管
理するリソースアグリゲーターの役割を担っています。これまでに培ったエネルギーマネジメ
ントに関する知見やお客様とのネットワークを活かし、お客様とともに新しいエネルギーシス
テムを構築していきます。

統合化省エネルギーソリューション
エネルギーを多く使用する製造業では、生産のプロセスを効率化し、エネルギーの使用量を

削減することが重要な課題です。しかし、多くの企業では、製造エリアに加えてデータセン
ター、オフィス、制御室などの設備を含む、企業の全体的なエネルギー使用状況のリアルタイム
での把握が実現できていません。YOKOGAWAは、IoTデバイスの統合に強みをもつシンガポー
ルのGreen Koncepts様と協業し、企業向けエネルギー管理ソリューションを開発しました。こ
れにより、異なるメーカ、プロトコルのデバイス（電源モニター、温湿度センサなど）のデータを
統合して一つのダッシュボード上で可視化し、AIによるデータ分析や、PCやモバイル機器による
クラウド上でのリアルタイム監視が可能になります。Yokogawa Engineering Asia（シンガポー
ル）の実証実験では10%以上の省エネルギーに成功しており、CO2の排出削減も期待できます。

YOKOGAWAのソリューション

 再生可能エネルギー・エネルギーマネジメント　　デジタル技術を活用した生産性の向上　　遠隔監視技術による安全性の向上　　安全な飲み水の提供　　細胞研究のイノベーション　　新型コロナウイルス感染症への対応

※仮想発電所。工場や家庭などの分散した小規模な発電・蓄電施設をIoT機器で統合管理・遠隔制御することで、一つの発電所のように機能させること

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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プラント内外には、設備の情報、生産プロセスの情報、原材料の情報、製品品質の情報、人に関する
情報など、さまざまな情報が存在します。また、まだ計測されていない情報も多数存在します。デジ
タル技術で、これまで活用されていなかったこれらのデータを計測し、関連づけて分析すること
で、生産の効率を飛躍的に上げ、より人や地球環境にやさしいプラントを実現することができま
す。また、工場内部の製造プロセスをバーチャル環境でリアルタイムに再現するデジタルツイン技

術を使って、プラントの将来の状態を予測し、異常を防ぐとともに、さまざまな状況をシミュレー
トすることで、設備の計画、設計、運用、保守を最適化できます。これまで人が現場で行っていた点
検作業をセンサによる常時監視で代替し、遠隔から監視・保守したり、ビッグデータやAIを活用し
てプラントの異常予兆を検出する技術も実用化されています。最新の技術を用いてプラントを長
期に渡って安定的に稼働することは、持続可能な社会を実現する上での大きな貢献です。

デジタル技術を活用した生産性の向上 

YOKOGAWAのソリューション

サステナビリティ目標 サステナビリティKPI

�1.6倍／ �1.1倍／�2倍 �1.3倍

お客様改善効果額（2017年度基準） 保守サービス売上高（2017年度基準）

（2020年度目標） （2020年度目標）（2019年度実績） （2019年度実績）

再生可能エネルギー・エネルギーマネジメント　  デジタル技術を活用した生産性の向上　　遠隔監視技術による安全性の向上　　安全な飲み水の提供　　細胞研究のイノベーション　　新型コロナウイルス感染症への対応

AIを活用した設備や製品品質の解析・予測
プラントの操業において、従来の解析手法で解決できなかった多くの課題が、AIを活用する

ことで解決できます。YOKOGAWAは多くの業種のお客様の課題解決事例から、AIを用いてプラ
ントマネジメントに提供できる価値を次の3つに集約しました： １．異常の発生を予測してメン
テナンスなどを実施することで稼働率を向上する設備異常予測解析 ２．過去のトラブルの原因
を特定することで生産品の品質などにつなげる原因特定解析 ３．過去のデータから品質の変化
を予測して破壊試験やテストなどを実施せずに品質を把握する製品品質予測解析。このように
AIを活用するプラントマネジメントで新しい価値を提供しています。

主な実績

業種 対象 概要

設備異常予測

化学 pHセンサ 排水パイプラインに設置されたセンサの劣化を予測

石油 加熱炉 プロセスデータから加熱炉の運転状態を予測

電力 ポンプ 圧力関連データから配管内での気泡発生を予測

原因特定

石油 コンプレッサ プロセスデータから、プラントの冷却用コンプレッサの効率低下要因
を特定

温泉 温泉制御 運転データから配湯量変化の原因を特定

紙・パルプ 叩解（こうかい）機* 叩解（こうかい）機の動力（電力）と品質の関係性を特定

製品品質予測

電子部品 電子部品製造装置 組立工程で部品破損をセンサデータで予測

化学 工業原料連続製造装置 18種のデータから品質実測指標間の指標を予測

石油 製品品質値 製造データから品質値の予測

食薬 医療品製造装置 製造時のデータ（10種）から完成品品質を予測

*製紙工程で、パルプの繊維を細かく砕くための装置

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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クラウド上で設備を監視するプラント・工場見守りソリューション
製造業では、生産設備の老朽化による事故の発生や製品品質の低下が課題となっています。株

式会社クラレ様の岡山事業所では、設備の劣化傾向や製品品質などの実態とそれらの因果関係を
見える化したいという要望がありました。YOKOGAWAは、産業用IoT向け小型無線センサSushi 
Sensorを設備に設置して常時集中監視を行うプラント・工場見守りソリューションを提案しま
した。振動や表面温度、圧力などの設備データをクラウド環境で管理することで、工場外からのプ
ラント設備状態のモニタリングや異常兆候の通知が可能となり、プラント全体のデータを活用し
た設備保全の最適化を実現しました。

YOKOGAWAのソリューション

インターネット

YOKOGAWAのクラウド（プラットフォーム）Sushi Sensor
アプリケーション（仮想サーバ）

メールサーバ
機能

エンドポイントセキュリティ
（ウイルス対策）

LTE通信

HTTPS通信
（SSL認証）

ID/PW認証
アラーム通知

（Eメール）

100V AC

工事

Sushi Sensor

LoRaWAN

（マグネット付）

共有鍵に
よる保護

ゲートウェイの設置、電源供給

GW給電用
PoE HUB

Webブラウザから
YOKOGAWAのクラウド

にアクセス

お客様社内
ネットワーク

システム構成

再生可能エネルギー・エネルギーマネジメント　  デジタル技術を活用した生産性の向上　　遠隔監視技術による安全性の向上　　安全な飲み水の提供　　細胞研究のイノベーション　　新型コロナウイルス感染症への対応

AIを活用した半導体製造の生産性向上
IIoT化 に よ り 増 加 し 続 け る デ ー タ をAIに よ り 解 析・活 用 す る こ と が 期 待 さ れ て い ま す。

YOKOGAWAの 駒 ヶ 根 事 業 所 で は、半 導 体 製 造 の 工 程 デ ー タ の 品 質 解 析 を 行 う た め に、
YOKOGAWAが開発したAIベースの解析ツールを使用しています。各プロセスに取り付けた多
数のセンサからのデータを収集・解析して、データに影響を与える要因や生産ラインのデータ
と品質の間の新たな相関関係を発見することで、故障などの発生を防止し、不具合や保守によ
る稼働停止時間をほぼゼロにしました。製品検査や工場点検への画像用AIの導入や、天気の変
化と工場の稼働予測による操業の省エネルギー化などの取り組みも始めています。製造現場の
データとAIを組み合わせることで、品質向上や操業の最適化を実現します。

AI解析ツール�EdgeQC 天気変化を予測対応するAI強化学習空調省エネ制御

●日照計、気圧計を新たに設置し、先手を打った制御を実現する。
●�日の出、日の入りや、前線通過の急変を取り入れ、大気の状態が変化する前に
察知する。

時間

湿度

加湿

外気湿度

湿度を一定に制御

CR湿度
気圧

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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作業員の聴覚障害防止に貢献する無線騒音監視
面積が限られる洋上プラントでは、コンプレッサなど、現場の機器から発生する騒音による

作業員の聴覚障害が深刻な問題となっています。YOKOGAWAは、ノルウェーのエネルギー企
業のEquinor様と共同で無線騒音監視システムWiNoSを開発し、1年半におよぶ洋上でのフ
ィールドトライアルを通じて、騒音分布の自動測定とリ
アルタイム表示を実用化しました。これまで手作業で測
定し、作成していたノイズマップをデジタル化すること
で、より正確に騒音分布が把握できるようになり、作業員
の聴覚障害リスク低減に貢献しています。また、WiNoSは
鉱業など他の産業分野への適用や周辺住民への騒音対策
としての利用も期待されています。

危険な現場での設備点検作業にロボットを活用
過酷な環境にある石油・ガスなどのプラントでは、危険があるエリアで点検作業をする必要が

あり、作業者の安全確保が課題です。YOKOGAWAは、爆発性ガスが発生する環境で使用可能なロ
ボットを開発するオランダのExRobotics様とライセンス契約を締結しました。同社の技術と
YOKOGAWAの統合・センシング技術を組み合わせ、スポッ
ト点検、有毒ガス検知、パターン認識による異常検知などを
提供します。ワイヤレスネットワーク機能の活用や、厳しい
防爆認定の取得により、ExRobotics様とYOKOGAWAはオペ
レータがより安全に働ける環境を提供すると同時に、お客
様の運用コスト低減にも貢献します。

事故の未然防止や安全性の確保はプラント操業の最重要事項です。YOKOGAWAは、ライフサ
イクルにわたり、お客様のプラントの安全を維持・改善し、長期間の安定操業に貢献するさまざ
まなソリューションを提供しています。さらに、センサによって作業環境を常時監視したり、危

険な作業をロボットで行ったりするなど、遠隔監視やデジタル技術の活用を進めることで、プ
ラントや作業者の安全性を高めています。

遠隔監視技術による安全性の向上

YOKOGAWAのソリューション

サステナビリティ目標 サステナビリティKPI

�443件／ 2,734システム／�850件 �3,200システム

現場メンテナンスソリューション累積提供数 安全計装システム累積提供数

（2020年度目標） （2020年度目標）（2019年度実績） （2019年度実績）

再生可能エネルギー・エネルギーマネジメント　　デジタル技術を活用した生産性の向上　  遠隔監視技術による安全性の向上　　安全な飲み水の提供　　細胞研究のイノベーション　　新型コロナウイルス感染症への対応

ノイズマップの監視画面 ExRoboticsのExR-1�点検作業ロボット

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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*1 The Sustainable Development Goals Report 2020; UN　*2 Water in Japan; 国土交通省

世界では3割の人々が安全な飲み水を利用できないといわれており*1、上下水道の普及は世界
各地で喫緊の課題です。地球上に存在する水のうち、海水や氷河などを除き、人間が利用しやす
い河川や湖沼に存在する地表水はわずか0.01%です*2。この限られた水資源を効率的に供給
し、循環利用することが求められています。

YOKOGAWAは、上下水道の監視・制御、漏水モニタリング、プラントの運転支援や技術者育成、
海水淡水化プラント向け制御などの技術やノウハウを世界各地で提供しています。飲料水の安
定供給と水資源の有効活用に取り組み、人々の水へのアクセスと衛生の確保に貢献します。

安全な飲み水の提供

再生可能エネルギー・エネルギーマネジメント　　デジタル技術を活用した生産性の向上　　遠隔監視技術による安全性の向上　  安全な飲み水の提供　　細胞研究のイノベーション　　新型コロナウイルス感染症への対応　　　　

漏水対策専門家の育成プログラムを提供
発展途上国では、上水道の配水管からの漏水が課題となっています。YOKOGAWAは、マレーシ

ア国ラブアン島の水道職員向けにNRW（水道料金の収入に結びつかない無収水）削減対策専門家
の育成を目的とした「SCADAを活用した水運用・NRWマ
ネジメント能力向上プログラム」を３年間提供してきま
した。本プロジェクトは日本政府のODA事業の一環で、東
京都水道局の事業提案を基に、東京水道株式会社と共同
で実施しました。NRW対策は、YOKOGAWAのSCADAシ
ステムや漏水管理システム、センサが活かせる分野です。
今回の活動から得た知見を活用し、世界各地で水資源の
有効活用に貢献していきます。

浄水場プラントの安定稼働を支援するプラント・シミュレーション・システム
水の安定確保が課題となっているシンガポールでは、公益事業庁が持続可能な水供給に向けた

研究開発投資を行っており、その一環としてYOKOGAWAはローワーセレター浄水場のプラント・
シミュレーション・プロジェクトを受注しました。当社が
納入するシステムは、プラント内部の状態を模擬するデ
ジタル技術の活用により、プラントの機器故障や停電な
どの異常状態対応の運転訓練ができるOmegaLandや、
水質変化の予測や最適な薬品注入量の決定などを行うた
めのミラープラントで構成されます。プラントの効率的
な稼働と運転員の技能向上により、安定した水供給を実
現します。

YOKOGAWAのソリューション

サステナビリティ目標 サステナビリティKPI

223件／ �190件

水環境改善ソリューション提供数

（2020年度目標）（2019年度実績）

プログラムの様子
ミラープラント

イントロダクション サステナビリティ 
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ライフサイエンス分野で活躍する
ナノピペット技術

がんなどの疾病の原因究明や、治療法の確立に貢献する「１細
胞」の研究に関心が高まっています。１細胞の研究には、１つの細
胞単位で特定の箇所に遺伝子や薬剤、ゲノム編集ツールなどを直
接注入できるナノピペット技術が有効です。YOKOGAWAのナノ
ピペット技術は、先端径が数10ナノメートルの極細のガラス管を
使用するため、細胞に与える負荷が非常に小さく、生きた細胞を
用いた研究に最適です。さらに、細胞検知や注入などの工程を自
動化することで時間を短縮できます。YOKOGAWAの１細胞解析
ソリューションは、創薬やライフサイエンス分野の研究の効率化
に貢献しています。

国際宇宙ステーションでの生命科学実験に応用される
共焦点スキャナユニット

YOKOGAWAの共焦点スキャナユニットCSU-W1を搭載した千代田化工建設株式会社様の共焦
点顕微鏡システムCOSMICが、国際宇宙ステーション（ISS）の日本実験棟「きぼう」に搬入されまし
た。CSU-W1は、顕微鏡と組み合わせ、生きた細胞内のたんぱく質の動きや生理反応のリアルタイ
ム観察を可能にするユニットです。今回、
COSMICにより地上約400kmの微小重力
環境での実験が可能となりました。2020
年秋からは、立体臓器創出などを目指した
生命科学分野の宇宙実験が予定されてお
り、基礎生命科学や細胞医療への貢献が期
待されています。

YOKOGAWAのソリューション

サステナビリティ目標 サステナビリティKPI

1.6倍／ 2倍／2倍 20倍

医薬品・食品の生産性向上効果額（2017年度基準） 新創薬システム提供数（2017年度基準）

（2020年度目標） （2020年度目標）（2019年度実績） （2019年度実績）

最先端の医療や創薬研究において、１細胞単位での研究が注目されています。
例えばがんの基礎研究には、主に遺伝子解析が行われていますが、高精細に生細胞画像を取得で
きる共焦点スキャナで観察しながら、特定の細胞の内部成分や細胞1個を採取し、遺伝子解析を

行うことで、細胞の形態情報や位置情報と遺伝子解析結果を対応させることが可能になります。
YOKOGAWAは、イメージングに新規技術を組み合わせることで、創薬やライフサイエンスに貢
献する新たな１細胞解析ソリューションを提供していきます。

細胞研究のイノベーション

再生可能エネルギー・エネルギーマネジメント　　デジタル技術を活用した生産性の向上　　遠隔監視技術による安全性の向上　　安全な飲み水の提供　  細胞研究のイノベーション　　新型コロナウイルス感染症への対応　　　　

Single�Cellome�Unit�SU10
共焦点顕微鏡システム
「COSMIC」©JAXA

国際宇宙ステーション（ISS）の日本実験棟「きぼう」
©JAXA/NASA
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COVID-19治療薬の開発を支援
COVID-19治療薬の早期開発に向け、世界中の研究

機関が努力を続けています。YOKOGAWAの共焦点ス
キャナ技術を利用した共焦点定量イメージサイト
メーター CQ1は、米ミシガン大学、英ブリストル大
学、独ベルリンのシャリテ医科大学、フィンランド・ヘ
ルシンキ大学などで、既存薬を他の疾患の治療に転用
するドラッグリポジショニングや、新型コロナウイル
スに感染した細胞の研究に使用されています。臨床試
験で既に安全性や副作用などが確認されている既存
薬をCOVID-19の治療に活用することによる開発期間
の短縮や、感染プロセスを詳細に解析することによ
る、新薬開発へ展開可能な物質の発見が期待されてい
ます。

24時間365日のリモートサービス
プロジェクトの遂行にあたっては、COVID-19拡大

以前から、国境を越えたグローバルチームで対応する
ためのクラウド作業環境が整っており、システムの確
認テストもリモート作業環境で実行が可能です。ま
た、医師によるオンライン診断と同様、生産プラント
におけるお客様の課題に対し、リモートオンラインサ
ポートを提供しています。さらに、プラントに異常が
起きたときには24時間365日、速やかにリモートによ
る支援を提供できるグローバルなネットワークを持
っ て い ま す。こ れ ら デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し、
YOKOGAWAは重要な社会インフラを担うプラントの
操業継続に貢献しています。

YOKOGAWAのソリューション

COVID-19は、YOKOGAWAのお客様である工場やプラントの操業にも大きな影響を与えていま
す。さまざまな工業製品に使われている原材料を生産する化学プラントや、発電所をはじめと
する重要な社会インフラは、COVID-19の影響下においても止めるわけにはいきません。現場で
の感染を避けるためにさまざまな工夫をしながら24時間365日、稼働を続けています。
YOKOGAWAの強みの一つは、お客様の生産設備やプラントへ、数十年にわたってサービスを提

供し続ける仕組みを持っていることです。そのため、パンデミックをはじめ、さまざまなリスク
を想定して備えています。お客様プラントへのシステムの納入や、プラントに異常が起きた場
合の保守サービスについても、COVID-19の感染が拡大する中、YOKOGAWAは継続したサービ
スを提供しました。遠隔化の加速や医療機関への貢献などにより、COVID-19の拡大を抑制し、
持続可能な社会の実現を目指します。

新型コロナウイルス感染症への対応

再生可能エネルギー・エネルギーマネジメント　　デジタル技術を活用した生産性の向上　　遠隔監視技術による安全性の向上　　安全な飲み水の提供　　細胞研究のイノベーション　  新型コロナウイルス感染症への対応

グローバルレスポンスセンター

CQ1を利用した新型コロナウイルス感染細胞
の形態プロファイリング
（画像提供：Michigan�Institute�for�Clinical�&�
Health�Research）
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サステナビリティ経営
YOKOGAWAは、持続可能な成長と企業価値向上に向けて、

サステナビリティを経営の中軸に組み込み、

中長期のサステナビリティ目標を設定して事業を行っています。

本章では、サステナビリティ目標の進捗やガバナンス体制、

行動規範、リスク管理などについて紹介します。

CONTENTS
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目標達成に向けた

ロードマップ

サステナビリティ
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サステナビリティ目標達成に向けたロードマップ
2050年に向けて目指す社会Three goalsに向けて、長期経営構想・中期経営計画に整合するサステナビリティ中期目標を設定し取り組んでいます。
2016年にSDGsに貢献できる領域を特定し、2017年に未来世代のために目指す持続可能な低炭素・循環型社会の姿をThree goalsとしてサステナビリティ貢献宣言を発表しました。
2018年にスタートした中期経営計画TF2020では、2030年に向けたサステナビリティの注力分野を示し、意欲的な目標を設定するとともに、事業計画と整合する具体的な価値創造テーマと目標を
設定して取り組んでいます。今後、社会・環境インパクト目標の設定など、サステナビリティ経営のレベルアップを図っていきます。

2015 2021 2030 2050

長期経営構想

中期経営計画

Phase1：2015～17年
事業構造変革による成長基盤の整備

Phase2：2018～20年
成長機会の創出と成長基盤の確立

2021年～
高収益企業へのさらなる成長発展

サステナビリティの取り組み

サステナビリティ目標 Three goals

貢献領域の検討と特定
�YOKOGAWAの事業とSDGsとの
関連の整理

サステナビリティ中期目標に
向けた取り組み
�TF2020と連動した
サステナビリティKPIの設定
�Three�goalsに貢献する注力分野の設定
�事業を通じた貢献および
自社基盤を通じた貢献

サステナビリティ経営の
レベルアップ
�社会・環境インパクト目標の設定
���ESG※リスク・機会分析による
レジリエンス向上
※Environment・Social・Governance

�サプライチェーンも対象に
取り組みを拡大

サステナビリティ目標の策定
�2050年に向けたThree�goals
�サステナビリティ貢献宣言

 サステナビリティ目標達成に向けたロードマップ　　サステナビリティ目標 2019年度の進捗　　サステナビリティガバナンス　　リスクマネジメント　　行動規範とコンプライアンス

気候変動リスクと機会（TCFDへの対応）　　コミュニティ・エンゲージメント

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要



19YOKOGAWAサステナビリティレポート2020

サステナビリティ目標 2019年度の進捗（事業を通じた取り組み）

Three goalsのNet-zero emissions、Well-being、Circular economyの各ゴールに、2030年に向けた注力分野と、TF2020の事業計画と整合したサステナビリティ中期目標を設定しています。プロジェ
クト件数や売上高などをKPIとして設定し、PDCA (Plan-Do-Check-Action) を回しながら目標達成に向けてグループ全体で取り組んでいます。
2019年度は、Net-zero emissionsについては、LNGや地熱、バイオマス発電などのインフラ構築に貢献することによる温室効果ガスの排出抑制の実績が拡大しました。Well-beingについては、医薬
品や食品のバリューチェーン全体を効率化するライフイノベーション事業が伸長しました。また、Circular economyについては、海外の水環境改善ビジネスや、デジタル技術を活用したプラントの最
適操業・長期安定稼働を含む企業経営の効率化などのビジネスで貢献しました。

 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年度目標

CO2排出抑制貢献量

10億トン-CO2
（2018-2030年度累計）

安全・健康価値創出額

1兆円
（2030年度）

資源効率改善額

1兆円
（2030年度）

注力分野と価値創造
ストーリーの概要

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・食品等ライフイノベーション分野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

価値創造テーマ

 再生可能エネルギー
 低炭素エネルギー

 医薬品・
食品生産性向上

 新薬・
バイオ医薬品
開発生産支援

 安全性向上  現場
メンテナンス
ソリューション

 水環境改善  高度ソリューション
 生産性向上
コンサルティング

 プラント
長期安定稼働

KPI ＣＯ２排出抑制貢献量（2018年度からの累計）

医薬品・食品の
生産性向上
効果額

（2017年度基準）

新創薬
システム
提供数

（2017年度基準）

安全計装
システム
累積提供数

現場メンテ
ナンスソリ
ューション
累積提供数

水環境改善
ソリューション
提供数

お客様改善
効果額

（2017年度基準）

保守サービス
売上高

（2017年度基準）

2020年度目標 6,000万トン-ＣＯ2 2倍 20倍 3,200
システム 850件 190件 2倍 1.3倍

2019年度実績 8,513万トン-ＣＯ2 1.6倍 2倍 2,734
システム 443件 223件 1.6倍 1.1倍

2030年
に向けた中期目標

2019年
レビュー

2020年
TF2020の事業計画と

整合した中期目標

サステナビリティ目標達成に向けたロードマップ　  サステナビリティ目標 2019年度の進捗　　サステナビリティガバナンス　　リスクマネジメント　　行動規範とコンプライアンス

気候変動リスクと機会（TCFDへの対応）　　コミュニティ・エンゲージメント

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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サステナビリティ目標 2019年度の進捗（自社基盤を通じた取り組み）

Three goalsの達成に向けて変革を進めるための自社基盤として、IIoTを活用したインフラやツールによる共通基盤、YOKOGAWAの成長の鍵を握る人財マネジメント、企業存続の前提となる環境マネジ
メントについて、中期目標を設定して取り組んでいます。
2019年度は、共通基盤については、新規プロジェクトでの活用を進めてユーザー数が増加しました。人財マネジメントについては、グループ全体でのマネージャーに占める女性比率が順調に拡大し、ま
た、グローバル社員意識サーベイを実施して課題を抽出し、社員エンゲージメントを向上させるための施策を立案しました。環境マネジメントについては、エネルギー使用量および温室効果ガス排出量に
ついて目標を一年前倒しで達成し、さらなる削減に向けて取り組んでいます。

 自社基盤を通じた目標 共通基盤 人財マネジメント 環境マネジメント

注力分野と
価値創造ストーリーの
概要

お客様との価値共創
(co-innovation)を促
進するためのインフ
ラを整備し、循環型社
会に適したビジネス
モデルへ変革します。

多様な経験・知識・文化・価値観などを持つ人財を積極的に登用するダイ
バーシティ＆インクルージョン、グローバルなタレントマネジメントによ
る人財育成や働きがいのある職場環境を目指す人財アトラクション＆エン
ゲージメントにより、組織と個人の変革を起こし、新たな価値の創造を目指
します。経営の基盤である労働安全衛生については、労働災害の撲滅に注力
します。

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
リティ指標を定めています。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年度
目標を設定しました。

価値創造テーマ

IIoTを活用したインフラ
やツールによるビジネ
スモデルの変革

KPI 価値共創環境
ユーザ数

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）

エンゲージメント
サーベイスコア 休業災害発生率 水使用量 エネルギー使用量

（2013年度比）
温室効果ガス排出量
（2013年度比）

2020年度目標 1,500ユーザ 12.0％ 2.3％
エンゲージ
メント向上
施策の実施

低減 水資源の効率的
利用施策を強化 13％削減 20％削減

2019年度実績 1,111ユーザ 10.2% 2.27%
(2020/6/1) 78% 0.34件/

100万時間 513千㎥ 15.5%削減 23.8%削減

サステナビリティ目標達成に向けたロードマップ　  サステナビリティ目標 2019年度の進捗　　サステナビリティガバナンス　　リスクマネジメント　　行動規範とコンプライアンス

気候変動リスクと機会（TCFDへの対応）　　コミュニティ・エンゲージメント

ダイバーシティ&
インクルージョン

人財アトラクション& 
エンゲージメント 労働災害の撲滅 水資源効率的

利用促進
エネルギー使用量

削減
温室効果ガス

排出量削減

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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サステナビリティガバナンス

取締役会
取締役会は、原則月に１度開催され、経営に関する意思決定機

関として、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指してい
ます。その実現に向け、収益力および資本効率の改善を図り、企業
戦略などの大きな方向性を示しています。また、取締役および執
行役員を含む経営陣による業務執行の監視・監督を行うととも
に、取締役の職務執行に関する規定を整備し、業務執行に関する
監督責任を負う体制を確立しています。

監査役会
監査役会は、原則月に１度開催され、持続的成長と会社の健全

性を確保するため、独立した客観的な立場において適切な判断、
意見表明を行います。監査役は、取締役会、経営会議などの重要会
議に出席するほか、内部監査担当部署、法務担当部署およびコン
プライアンス体制を推進する企業倫理担当部署との定例会合を
実施し、それぞれの活動状況などについて、情報交換・共有を行
い、積極的に提言します。

経営会議
経営会議は、意思決定の迅速化を図るため、業務執行にかかわ

る意思決定を取締役会から権限委譲されています。経営会議は、
原則月に１度開催され、経営会議の決議事項などは、取締役会に
報告することとなっています。

内部統制システム
企業価値を高めるために人財・資産・予算といった経営資源を

適切に配置し、それらを機能的に動かし、業務の適正を確保する

サステナビリティマネジメント

サステナビリティマネジメントは、中期経営計画やリスク管理、
内部統制システムなどの全社マネジメントサイクルの一環として
行われます。サステナビリティKPIを指標に企業と社会の価値を高め
ていく活動と、ESG評価結果などを指標に必要な改善を進める活動
の２つをサステナビリティに関する重要な活動として、それぞれマネ
ジメントサイクルを定義し、取締役会が監視・監督を行っています。
取締役会に対しては、重要案件や各マネジメントの実施報告の一部
として非財務項目についての報告が行われるとともに、定期的にサ
ステナビリティ活動の状況が報告されます。取締役会は、社会情勢の
変化、サステナビリティKPIの進捗状況、ESG評価機関などステーク
ホルダーからのフィードバック、ESGリスク評価結果などに基づき、
社外からの独立した視点も交えながら、サステナビリティの取り組
みの監視・監督を行っています。

ために内部統制システムを構築しています。「経営効率の向上」、
「不祥事の防止」の両面をコントロールし、グループ全体の企業価

値の向上を目指しています。

リスク管理
リスク管理委員会が、重点的に管理すべき重大なリスクを選

定するとともに、そのモニタリング方法を決定し、取締役会に報
告しています。

グループの各組織は、リスクを洗い出し、評価するとともに対
応策を立案・実行しています。内部監査担当部署は、グループのリ
スク管理プロセスの有効性を評価し、重要な事項は取締役会およ
び監査役に報告しています。

サステナビリティガバナンス体制

サステナビリティマネジメントサイクル
4月－9月 10月－3月

ステーク
ホルダー

監視・監督
（取締役会）

業務執行
（経営会議）   

ESG評価回答

ESG
リスク
報告

サステナビリティ
活動報告

サステナビリティKPIレビュー（年度） サステナビリティKPIレビュー（期中）

ESG評価フィードバック

ESGリスク評価

内部統制評価

ステークホルダーとのコミュニケーション

内部統制システムの運用

中期経営計画マネジメント

取締役会での
主な議題

● サステナビリティ目標の進捗確認
●  TCFDを踏まえたサステナビリティ情報開示
● ESG評価の結果と改善に向けた施策
●  YOKOGAWAグループ行動規範改訂
● 人権課題への取り組み

サステナビリティ目標達成に向けたロードマップ　　サステナビリティ目標 2019年度の進捗　  サステナビリティガバナンス　　リスクマネジメント　　行動規範とコンプライアンス

気候変動リスクと機会（TCFDへの対応）　　コミュニティ・エンゲージメント

YOKOGAWAはサステナビリティを重要な経営課題の一つととらえ、ガバナンスの充実に継続的に取り組んでいます。また、中期経営計画TF2020で示した変革を実現し、すべてのステークホルダーからの信頼
を獲得することを目指し、経営指標に加えてサステナビリティKPI、重点管理リスクについてもモニタリングを行っています。

選任・解任　　　選定・解職　　　指示・命令・監督　　　監査／監督　　　連携・報告・諮問

ステークホルダー

報酬諮問委員会

危機管理委員会

リスク管理委員会

エンゲージメント 情報開示

本社／
事業部・関係会社

指名諮問委員会

社長

経営会議

内部監査担当部署

監査役

監査役会

取締役

取締役会

株主総会

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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リスク管理体制

グループの企業価値に影響をあたえる不確実性をリスクと定
義し、事業機会とコンプライアンス・危機事象の観点から分類・管
理しています。

グループにおける効果的なリスク管理を実現するため、リス
ク管理の統括責任をもつ代表取締役社長を委員長とするリスク
管理委員会を設置しています。リスク管理委員会は、グループ重
点管理リスクを選定し、定期的に活動の進捗を確認しています。 
グループの各組織は、自律的なリスク管理活動の一環としてリス
クを洗い出し、評価するとともに、対応策を立案・実行していま

リスクマネジメント

内部統制システム

YOKOGAWAでは、企業価値を高めるために人財、資産、予算と
いった経営資源を適切に配置し、それらを機能的に動かし、業務
の適正を確保するための経営管理のことを「内部統制」と位置づ
けています。

YOKOGAWAグループの最上位規定である「Group Management 
Standards（GMS）」を定め、各業務プロセスの役割および責任を
明確にして内部統制システムの実現を図り、「経営効率の向上」、

「不祥事の防止」の両面をコントロールしています。「企業倫理シ
ステム」、「意思決定システム」、「業務マネジメントシステム」、「危
機管理システム」および「監査役監査の環境整備」からなる展開シ
ステムごとに責任部署を定め、グループを横断する規程を定めて
います。内部統制システムの責任者は、システムの監査機能を有
し、グループ各社のシステムが実効性・効率性・財務報告の健全性
を確保（維持改善）するよう活動します。

重要な事項については、取締役会および監査役に報告していま
す。内部統制システムの実施にあたっては、結果指標、行動指標を
明確にし、指標の達成状況の評価に合わせてPDCAサイクルを回
しています。内部統制システムの有効性に関する内部監査は、「グ
ループ内部監査規程」に基づき、内部監査担当部署が実施してい
ます。これらの活動により、業務の適正を確保し、グループ全体の
企業価値の向上を目指しています。

リスク管理体制

監督
不確実性

取締役会

企業価値

方針決定

経営会議

重点管理リスク選定

リスク管理委員会

事業部・関係会社 内部統制システム統括部署

事業機会

・外部環境リスク
・戦略リスク
・財務・税務リスク

コンプライアンス・危機事象

・オペレーションリスク
  （内部統制リスク）

・ハザードリスク

す。また、各組織にリスク管理責任者を設置し、グループのリスク
管理のためのネットワークを確立しています。

リスクの評価においては、外部環境や戦略などの「事業機会の
リスク」と、品質、環境、安全衛生、情報セキュリティ、危機管理、企
業倫理（横領、粉飾、データ改ざん、贈収賄、ハラスメント）などの

「コンプライアンス・危機事象のリスク」の重大度を、影響度およ
び発生可能性の面から評価しています。影響度を評価する際は、
財務的・人的側面のほか、人権に関するリスクなど、社会・環境面
での影響も考慮しています。また、ボトムアップの観点だけでな
くトップダウンの観点からも網羅的に評価しています。

YOKOGAWAグループは、各組織において企業価値に影響をあたえる不確実性をコントロールするためのリスク管理体制、業務の適正を確保するための内部統制システム、および経営に重大な影響を及ぼ
す事象が発生した場合、速やかに対応するための危機管理体制を整えています。

サステナビリティ目標達成に向けたロードマップ　　サステナビリティ目標 2019年度の進捗　　サステナビリティガバナンス　  リスクマネジメント　　行動規範とコンプライアンス

気候変動リスクと機会（TCFDへの対応）　　コミュニティ・エンゲージメント

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要
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YOKOGAWAでは、外部の専門家を講師に招き、テロ、暴動、一般
犯罪被害などに遭遇した場合に被害を最小にするための具体的
対処方法など、自己防衛に関するセミナーを開催しています。

2019年度は、座学と実演型訓練で構成される「海外における安
全・テロ対策とトラブルへの対処法」についてのセミナーを開催
しました。社外のセキュリティ専門家（元米軍特殊部隊員、元自衛
隊OBなど）を招き、英語と日本語による講義およびデモンスト
レーション、受講者参加型の実演型訓練を行いました。

情報のエスカレーション

YOKOGAWAグループは、経営に深刻な影響を及ぼす恐れがあ
り、また社員の生命が危ぶまれる重大災害、事故、事件などが発生
した場合に、被害を最小限にとどめるためには迅速な初動対応と
経営トップへの報告が重要と考えています。

そのため「YOKOGAWAグループ重大災害・事故・事件の報告に
関するガイド」を定め、グループ全社員に周知徹底しています。こ
のガイドには「報告すべきこと」、「報告ルート」、「報告手段」など
詳細が定められており、毎年このガイドを見直し、情報のエスカ
レーションの強化を図っています。

海外で働く社員を危機から守るために

グローバルで活躍する社員を危機（テロ・暴動・誘拐・一般犯罪
など）から守るために、世界各地のリスクに関わる情報を収集し、
該当するエリアで働く社員に対してダイレクトにアラート情報
を届けています。全社員に対し、日常的にビジネスで関わりのあ
る地域の状況について理解しておくことが重要だと考え、定期的
に海外安全ニュースを配信しています。また自分の身の安全を確
保するための、海外テロ対策訓練の実施や知識習得のためのセミ
ナー開催などを行っています。今後も社員の安全を守るために、
日々、さまざまな施策の検討・改善を進めていきます。

テロ・一般犯罪から身を守るための訓練
昨今、世界各地で一般犯罪やテロ・暴動の発生、渡航者に対す

る犯罪による被害などがみられ、海外出張に際しては、一層の事
前準備と適切な安全対策が求められています。

事業継続管理（BCM）活動

YOKOGAWAの主たる事業である制御事業は、電気・ガス・上下
水道などの社会インフラに深く関わっています。災害発生時にも
事業活動を継続し、社会インフラの維持や復旧にできる限り迅速
に対応・貢献することを目的として、YOKOGAWAグループ事業継
続計画（BCP）を策定しています。

発生が懸念されている大規模地震や感染症の流行など、グ
ループ経営に重大な影響をもたらすリスクを想定した対応計画
や行動ガイドラインを作成し、グループ各社と連携しながら内容
の拡充に取り組んできました。さらに、策定したBCPの有効性を
高めるために、経営層をはじめ危機管理組織のメンバーによる訓

練を定期的に実施して課題を抽出し、BCPの継続的な改善を図る
BCM活動を進めています。また、社員の安否を迅速に確認するた
めのシステムを導入し、訓練を定期的に行って習熟度を高め、有
事に備えています。これらの活動は、2016年に相次いで発生した
熊本地震や鳥取県中部地震などの際の迅速な初動対応に活かさ
れました。今後もBCPの内容を継続して見直し、災害リスクへ対
応していきます。

訓練の様子
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YOKOGAWAグループ行動規範

YOKOGAWAグループで働くすべての社員が遵守すべき行動指針
は「YOKOGAWAグループ行動規範」で定められています。第１章では
YOKOGAWAグループの基本方針として、企業理念の実現、法令遵
守、人権尊重、持続可能な社会への貢献などが明記されています。第
2章ではYOKOGAWAグループの行動基準として、ステークホルダー
との関係、労働者の権利、経営陣の責任などが明記されています。

国際規範の尊重

国連グローバル・コンパクト
YOKOGAWAは、2009年に国連グローバル・コンパクトに署名し、

提唱する人権・労働・環境・腐敗防止に関する10原則の支持を表明
しました。日本のローカルネットワークであるグローバル・コンパ
クト・ネットワーク・ジャパンに参加するなど、ステークホルダーと
も協力して10原則の実現に向けた取り組みを進めています。国連
グローバル・コンパクトは、1999年に当時の国連事務総長のコフ
ィー・アナン氏が世界経済フォーラムで提唱し、2000年に発足しま
した。賛同する企業に対し、人権・労働・環境・腐敗防止に関する
国際的な規範を支持し、実践するよう求めるものです。

ISO26000
ISO26000は、国際標準化機構（ISO）が2010年11月に発行し

た、組織の社会的責任に関する国際規格で、組織統治、人権、労
働慣行、環境、公正な事業慣行などの７つの中核主題を提示し
ています。YOKOGAWAはグローバル市場でビジネスを行う企
業としてISO26000を参照し、コーポレートガバナンスを企業
経営の根幹と位置づけ、事業を通じた社会貢献や、環境・人権な
ど、ステークホルダーの期待に配慮した活動を行っています。

YOKOGAWAグループ コンプライアンスガイドライン

社員への周知、教育用として、「YOKOGAWAグループ行動規範」を
分かりやすく解説し、具体的に取るべき行動について示した手引き
が、「YOKOGAWAグループ コンプライアンスガイドライン」です。
YOKOGAWAグループの社員一人ひとりが日常の業務活動の中で遭
遇する様々な倫理、法令上の問題について、遵守すべき事項が具体
的に 記 載 され ていま
す。14言語に翻訳する
とともに、製造部門の
社員には冊子でも配布
し、グループ全体に周
知徹底することで企業
倫理の浸透と遵守にあ
たっています。

行動規範とコンプライアンス
YOKOGAWAは「コンプライアンス最優先」を礎とし、法令、条例、その他すべての社会規範を遵守し、高い倫理観をもって事業活動を行っています。企業理念を実現していくために社員が遵守すべき指針は

「YOKOGAWAグループ行動規範」で、社員一人ひとりが取るべき具体的な行動は「YOKOGAWAグループ コンプライアンスガイドライン」で定められています。2019年、国際社会からの企業への期待や要請の
変化を受け、「YOKOGAWAグループ行動規範」および「YOKOGAWAグループ コンプライアンスガイドライン」の内容を全面的に見直し改訂しました。

「YOKOGAWAグループ行動規範」全文はwebサイトで紹介しています

トップコミットメント

YOKOGAWAは、「YOKOGAWAグループ行動規範」の「基本方針」
で、企業理念の実現、法令の遵守と社会との協調、人権の尊重、公
正な事業慣行、社会・環境への貢献、ステークホルダーとの信頼
関係の6つを定め、事業活動を通じた社会への貢献やコンプラ
イアンスなど、企業にとって基本的な責任を果たすべく努めて
います。また、2009年に国連が提唱する国際的なイニシアチブ

「国連グローバル・コンパクト」に賛同・署名し、人権・労働・環境・
腐敗防止に関する10原則の支持、実践にも取り組んでおり、世界
中のグループ各社およびお取引先様と共有しています。今後も、
世界各地で事業展開するグローバル企業としての責任を果たすべ
く努めていきます。

代表取締役社長　奈良　寿

YOKOGAWAグループ コンプライアンスガイドライン
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● 意識サーベイ結果分析
● 活動の振り返りと

問題分析

●  前年の反省とサーベイ結
果に基づいた年間活動計
画策定

● 意識サーベイ実施
● ヘルプラインの運営状況の

検証

●  活動計画実行
　・教育活動
　・啓発活動
　・規定・マニュアルの整備

●  ヘルプラインの適正な運営

Act Plan

Check Do

PDCAサイクルによるコンプライアンス推進活動

コンプライアンス推進体制

コンプライアンス推進体制

不正や不祥事を未然に防止するために、「不正をしない風土」
と「不正をさせない仕組み」の構築をコンプライアンス推進の2
本の柱とし、健全で風通しの良い企業活動を推進しています。
YOKOGAWAグループでは、コンプライアンス推進体制の整備
と問題点の把握・対処のための企業倫理担当部署を設置し、コ
ンプライアンス経営を強力に推進しています。また、職場に密

着したコンプライアンス推進体制をグローバルに整備してい
ます。国内では職場の相談役でもあるコンプライアンス推進者
がコンプライアンス意識の浸透・定着に向けた推進活動を展開
しています。また、各組織のコンプライアンス事務局およびコ
ンプライアンス推進者の代表者が定期開催される「コンプライ
アンス委員会」に参画し、情報の共有化と活動の進捗管理を行
っています。

コンプライアンスの考え方

横河電機　企業倫理本部
監査役

経営監査部

法務部・人財総務本部

横河電機各部門

社外弁護士事務所

コンプライアンス委員会

職場の相談役

コンプライアンス推進責任者

コンプライアンス事務局

コンプライアンス推進者

国内グループ会社

コンプライアンス推進責任者

コンプライアンス事務局

コンプライアンス推進者

海外グループ会社

コンプライアンス推進責任者

コンプライアンス事務局

国内
内部通報・相談制度

海外各社
内部通報・相談制度

情報交換

2本の柱

意識の変革 ルールの適正化・徹底
●リーダーのメッセージ
●教育と研修
●コミュニケーションの活性化
●風通しの良い職場づくり

●推進者、通報・相談窓口の活用
●違反者への懲戒
●システム改定他再発防止策
●規定・マニュアルの整備

法令・ルールを
遵守した業務運営の

実践、定着
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反競争的行為防止の取り組み

YOKOGAWAは、競争法の遵守をグループ経営における重要事項
の一つと位置付けており、「YOKOGAWAグループ行動規範」におい
ても、競争会社との公正・透明・自由な競争をグループの基本姿勢
として掲げています。また、競争法遵守をより確実なものとするた
め、「YOKOGAWAグループコンプライアンスガイドライン」や「競争
法コンプライアンス規程」でより具体的なルールを定め、競争法に
関する社内教育を実施することにより、社員のさらなる意識向上
を図っています。2019年度において、反競争的行為、反トラスト法、
独占的慣行により受けた法的措置はありませんでした。

インサイダー取引防止の徹底

インサイダー取引を未然に防ぐために、Group Management 
Standards（GMS）で「インサイダー取引防止に関する規程」を定め
ているほか、「YOKOGAWAグループコンプライアンスガイドライ
ン」の中にもインサイダー取引の禁止に関する項目を設けていま
す。さらに、グループ全体で遵守体制を整備し、教育などによりイ
ンサイダー取引の防止を徹底しています。横河電機の株式の買付・
売却を行うグループ各社の役員および社員は、各社のインサイ
ダー取引防止担当者を通じて、事前確認の手続きを行っています。

また、以下の対象者については、四半期決算期末日から各決算
発表日までの期間の売買を一律禁止しています。

税務コンプライアンスの取り組み

YOKOGAWAは、事業のグローバル化に伴い、事業活動を行う
国・地域において納税義務を適正に履行することで、企業として
の社会的責任を果たし、持続可能な経済に貢献することができる
と理解しています。税務処理にあたっては、適切な税務リスク管
理を実施するために下記事項を遵守しています。

※ BEPS（Base Erosion and Profit Shifting）：税源浸食と利益移転

1.  横河電機、横河ソリューションサービス、横河マニュファクチャリン
グ、横河計測の役員および管理職

2.  横河電機および国内グループ会社において四半期決算の作成・公表に
直接従事する者

1. 各国の税務関係法令に従い、適正に納税する。
2.  税務に関係ある会計処理およびその関連措置については、適切な税務

対応を行う。
3.  税務に関するガバナンス体制を整備し、税務コンプライアンス意識の

向上に努める。
4.  OECD移転価格ガイドライン、BEPS※行動計画などの税務の国際基準

を尊重し、税務対応を行う。
5.  各国外関連者の機能およびリスク分析に基づき、それぞれの貢献に応じ

た適切な利益配分を設定し、独立企業間原則に則った取引を実現する。
6.  租税回避を目的とした税務プランニングやタックスヘイブンの使用

は行わない。
7.  二重課税の排除や適切な優遇税制の適用など税金費用の適正化に

努める。
8.  法令の適用・解釈に関して不確実性がある場合は、外部専門家への助

言を求めた上で税務リスクの低減に努める。
9.  各国における税務当局と誠実で良好な協力関係を構築し、維持、発展

させることに努める。

腐敗防止の取り組み

「YOKOGAWAグループ行動規範」に、お取引先様との関係、政治
や行政との関係、利益相反行為の禁止を定め、権限を個人の利益
のために濫用することや、強要・贈収賄などを含むあらゆる形態
の腐敗防止に取り組んでいます。具体的には、「YOKOGAWAグ
ループコンプライアンスガイドライン」や「贈収賄防止ガイドラ
イン」などのルールを定めて運用するとともに、コンプライアン
ス推進の一環として啓発活動やコンプライアンス意識サーベイ
などで浸透と徹底を図っています。

贈収賄防止の取り組み
YOKOGAWAは、国内および海外の公務員や民間人に対する

贈収賄防止について、グループ各社が事業活動を行う各国の贈
収賄防止に関する法令を遵守しています。また、贈収賄に関す
るリスク評価を行い、グループ各社で管理しています。さらに、

「贈収賄防止ガイドライン」を制定し、全社員に周知したうえ
で、贈収賄の防止と公正かつ適正な事業活動の実践を図ってい
ます。また、「YOKOGAWAグループサステナブル調達ガイドラ
イン」で贈収賄防止を定め、お取引先様とともに贈収賄防止に
取り組んでいます。2019年度において、贈収賄に関する違反や
制裁を伴う事例はありませんでした。
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社員のコンプライアンス意識の確認

2019年度は、社員のエンゲージメント向上を目的に、YOKOGAWA
グループ全社員を対象に現状把握のためのエンゲージメント
サーベイを実施し、その中で社員のコンプライアンス意識を確認
しました。グローバルハイテク産業企業とのベンチマークにおい

て、コンプライアンスのカテゴリはプラスポイントであり、グ
ループ内でのコンプライアンス意識の高さが確認されました。

ほか、国内では、マネージャー昇格時、海外赴任時、新入社員の入社
時などの機会にも、役割に応じた研修を実施しました。また、海外
のグループ会社を中心に、コンプライアンスに関する重要なテー
マについて総合的に学び、グループ社員として必要な知識を習得
することを目的としたeラーニングによる教育を実施しています。

コンプライアンス・ニュースの発行
２ヶ月に１回、職場風土や最近の企業不祥事など時節に合っ

たテーマを選んで「コンプライアンス・ニュース」を発行し、社員
のコンプライアンス意識の向上を図っています。

不正行為事例集の発行
コンプライアンス違反の未然防止を目的として不正行為事例

集を発行しています。毎年、グループ内外の新しい教訓的事例を
追加した改訂版を発行し、全社員に公開しています。

コンプライアンス週間の実施
国内グループ会社の全社員を対象に、コンプライアンス・マイ

ンドのさらなる浸透・定着を図ることを目的とした「コンプライ
アンス週間」を実施し、eラーニングによる教育とコンプライアン
ススローガンの募集などの取り組みを行っています。

通報・相談窓口の運用

2019年度の通報・相談内容の内訳は、国内拠点では全体の約6
割が人事労務とハラスメントに関するもので、海外拠点では約半
数が経理・営業など業務上の不正に関するものでした。国内グ
ループ会社に、通報・相談窓口の周知ポスターを配布し、認知度、
信頼度のさらなる向上を図っています。

通報・相談内容の内訳
啓発活動の実施

YOKOGAWAは、社員一人ひとりがコンプライアンスに関する
意識・気づきのセンスを養い、クリーン・クリアでオープンな高い
倫理観を持った風土の醸成を図ることを目的として、コンプライ
アンス研修や教育などのさまざまな啓発活動を実施しています。

コンプライアンス研修・教育の実施
グループ全体へのコンプライアンス意識の浸透と定着を目指

し、2019年度もグループ会社で、コンプライアンス研修を実施した

集合研修

eラーニング実施

スローガン応募

約195回

約8,600名

約310作品

反社会的勢力排除の取り組み

「YOKOGAWAグループコンプライアンスガイドライン」に、
「秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力への対応」について記

載し、グループ全体で反社会的勢力排除に取り組んでいます。
さらに、東京都暴力団排除条例に対応して、取引基本契約に反
社会的勢力排除条項を盛り込んでいるほか、お取引先様、請負
業者様、お客様とも「反社会的勢力の排除に関する覚書」を締結
しています。

職場環境 9.8%

知的財産・情報 4.9%

クレーム等 4.9%

経理（会計・資産） 4.9%

営業・販売 2.4%

品質 2.4%

その他 14.6%

国 内

人事・労務 34.1%

ハラスメント 22.0%

人事・労務 25.0%

経理（会計・資産） 25.0%営業・販売 18.8%

ハラスメント 12.5%

知的財産・情報 6.3%

その他 12.5%

海 外
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気候変動リスクと機会（TCFDへの対応）

YOKOGAWAを取り巻く環境

YOKOGAWAは、世界のGHG排出量に大きな影響を与える、エ
ネルギー、化学をはじめとする製造業をお客様として事業をして
おり、気候変動はリスク・機会の両面から事業活動に大きな影響
を与えます。近年、お客様も気候変動の課題を踏まえて事業戦略
を大きく転換しています。

中期的には新規の石炭火力発電の建設が縮小する一方で、比較
的GHG排出量が少ない化石燃料とされているLNGは、COVID-19に
よる経済停滞の影響を受けてはいますが、再生可能エネルギーが
普及するまでのブリッジとしての需要の増加が予測され、また省
エネルギーによるGHG削減ニーズの増大により、YOKOGAWAの
ビジネスにとってプラスの要因になります。

今後、大きく成長する各種の再生可能エネルギー、蓄電、送電、
エネルギー需給調整マネジメントなどの市場は、YOKOGAWAが
これまで培ってきた計測・制御のノウハウが活かせる分野です。

これらの変化は、YOKOGAWAにとって大きなビジネス機会であ
り、パートナー企業とコラボレーションしながら積極的に新たな
ソリューションの提案を進め、ビジネスの拡大に取り組みます。

気候関連財務情報

取締役会の役割
取締役会は気候変動への対応の基本方針と、リスクと機会の

管理体制の整備に関する基本方針を定め、その体制が有効に運用
されていること、および、サステナビリティ目標の設定とその推
進状況を監視・監督しています。また、事業戦略や計画を議論する
際に気候関連の影響を考慮しています。

経営の役割
経営陣は、経営会議を意思決定の最高機関として、事業戦略や

計画の立案に際し、リスクと機会の両面から気候変動の影響を考
慮しています。気候変動に関する目標を含む、中期経営計画とリ
ンクしたサステナビリティ目標に取り組むとともに、進捗状況を
定期的に取締役会に報告しています。

気候変動のリスクを含むグループ全体のリスクに関して、リ
スク管理委員会を設置し、グループとして重点的に管理すべき重

戦略の概要
YOKOGAWAは、エネルギーや化学など、世界のGHG排出量に

大きな影響を与える製造業をお客様として事業をしており、安定
した操業や経営全体の効率を高め、省エネルギーを実現するソリ
ューションで、お客様のGHG排出量削減に貢献しています。再生
可能エネルギー関連の市場の成長や気候変動の課題を踏まえた
お客様の事業戦略の転換は、YOKOGAWAにとって大きなビジネ
ス機会と位置付けており、TF2020においてビジネスの拡大に向
け取り組んでいます。

長期経営構想・中期経営計画
およそ10年後のありたい姿を定めた長期経営構想と2020年度

を目標年度とする中期経営計画TF2020の策定にあたって、エネ
ルギー資源の位置付けの変化と社会課題解決に向けたニーズの
高まりを、気候変動に関連する外部環境の変化として評価しまし
た。その変化を踏まえ、未来世代のために目指す持続可能な低炭
素・循環型社会の姿として、Three goalsを定めました。中期的に

点管理リスクを選定し、管理状況をモニタリングして取締役会に
報告しています。代表取締役社長は、リスク管理委員長としてリ
スク管理の統括責任を負っています。

 リスクマネジメント サステナビリティガバナンス

反映させ、情報開示を進めていきます。

TCFD提言に沿った気候変動戦略の策定と情報開示

気候変動の課題に積極的に向き合い将来に備えていくとい
う意思のもと、金融安定理事会（FSB）が気候変動に関する財務
情報の開示を推進するために設立した「気候関連財務情報開示
タスクフォースTCFD（Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures）」による提言の支持を表明しました（2019年2月）。

TCFDの提言を踏まえ、YOKOGAWAは気候変動に関するリスク
分析と財務インパクトの評価を次の表のように進め、経営戦略に

2019年度 TCFD提言に沿った気候関連情報の整理

2020年度 気候変動による中長期リスクの機会の戦略への組み込み

2021年度 経営戦略の実行、財務インパクト評価への取り組みを開始

ガバナンス

戦略

気候変動のリスクと機会に関するガバナンス
推奨開示事項：
ａ）取締役会による監視体制
ｂ）経営の役割

気候変動のリスクと機会がもたらす事業、戦略、財務計画へ
の影響
推奨開示事項：
ａ）中長期リスク
ｂ）事業、戦略、財務計画への影響
ｃ）気候シナリオに対する戦略のレジリエンス

サステナビリティ目標達成に向けたロードマップ　　サステナビリティ目標 2019年度の進捗　　サステナビリティガバナンス　　リスクマネジメント　　行動規範とコンプライアンス

 気候変動リスクと機会（TCFDへの対応）　　コミュニティ・エンゲージメント

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要



29YOKOGAWAサステナビリティレポート2020

は、再生可能・低炭素エネルギーの拡大によるGHG排出抑制貢
献、お客様の資源効率の改善、YOKOGAWAの事業活動に伴うGHG
排出量の削減をサステナビリティ目標として設定しています。

関するリスクの包括的管理者として、グループのリスクを識別す
るとともに対応策と目標を設定し、実行します。リスク管理委員
会事務局は、グループ各組織の評価結果を収集して、重要と評価
したリスクを「事業機会」「コンプライアンス・危機事象」などの観
点から分類し、リスク管理委員会は、重点管理リスクの選定およ
びモニタリング方法の決定を行い、取締役会に報告します。重点
管理リスクの選定にあたっては、各リスクの重大度を、影響度と
発生可能性の面から評価します。影響度の評価では、財務的・人的
側面のほか、気候変動への対応を含む社会・環境面での影響を考
慮します。リスク管理委員会は、各組織におけるリスクの管理状
況をモニタリングし、その結果を取締役会に報告します。

また、内部監査担当部署は、グループのリスク管理プロセスの
有効性を評価し、重要な事項は取締役会および監査役に年に2回
報告します。

重点管理リスク
2019年度は、気候変動への対応を含むSDGsによる市場要求の

急激な変化のリスクをグループの重点管理リスクの一つに選定
し、管理しました。2020年度も引き続き同リスクを重点管理リス
クに選定しています。

 サステナビリティ目標達成に向けたロードマップ
 サステナビリティ目標2019年度の進捗

 リスクマネジメント

気候変動リスク管理の概要
グループの企業価値に影響をあたえる不確実性をリスクと定

義し、「事業機会」と「コンプライアンス・危機事象」の観点で分類・
管理しています。リスク管理委員会を設置し、グループとして重
点的に管理すべき重点管理リスクを選定し、管理状況をモニタリ
ングしています。気候変動に起因するマクロ経済動向や洪水など
の大規模災害は、共通リスクとして全組織で評価を行い、その結
果は個別リスクの評価と合わせて重点管理リスクの選定に織り
込まれます。各組織は、単年度および中長期の気候変動に伴うリ
スクの評価を行い、リスクの低減などの対策を実施します。

リスク管理プロセス
グループ各組織は、少なくとも年に1回、リスクの洗い出し、評

価、優先順位付け、対応策と目標の設定、対応策の実行を行いま
す。内部統制システム統括部署は、コンプライアンス・危機事象に

環境面での影響の大きな項目として、GHG排出量、エネルギー
使用量、水の使用量をサステナビリティKPIに設定しています。

GHG排出量の実績については、GHGプロトコルの方法論に基
づいてScope1、Scope2、Scope3の排出量を算出し、本レポート
で開示しています。

気候変動の緩和のため、お客様とともに取り組んでいくビジ
ネスの目標として、CO2排出抑制貢献量10億トン（2018年度〜
2030年度）を設定しています。CO2排出抑制貢献量は、当社グルー
プが建設に参画したプラントのLNG生産量や再生可能エネル
ギー発電量について、平均的な化石燃料の使用によるCO2排出量
と比較して算出しています。また、事業所の目標として、GHG排
出量34%削減（2030年度／2013年度）を設定しています。これは、
パリ協定を踏まえたIEAの2℃シナリオに沿ったGHG排出削減と
整合した目標です。

2019年度の実績は、CO2排出抑制貢献量8,513万トン-CO2（2018
年度からの累計）、GHG排出量23.8%削減になりました。

リスク管理

指標と目標

気候変動リスクに対する識別、評価、管理の状況
推奨開示事項：
ａ）識別・評価プロセス
ｂ）リスク管理プロセス
ｃ）全体のリスク管理への統合の状況

気候変動のリスクと機会を評価・管理するための指標と目標
推奨開示事項：
ａ）評価するための指標
ｂ）GHG排出量と関連するリスク
ｃ）目標と実績

 サステナビリティ目標2019年度の進捗
 事業所での環境の取り組み

リスクの抽出 優先順位付け 対策の実施対応策・目標の
設定

リスクと機会の
両面から単年度
および中長期の
気候変動に伴う
不確実性を抽出

財務的・人的側
面 と 気 候 変 動 
影響を考慮し優
先順位を設定

優先度に応じ、
対策や目標を立
案し、事業計画
に織り込み

計画に沿った対
策の実施と有効
性の確認・改善       

サステナビリティ目標達成に向けたロードマップ　　サステナビリティ目標 2019年度の進捗　　サステナビリティガバナンス　　リスクマネジメント　　行動規範とコンプライアンス

 気候変動リスクと機会（TCFDへの対応）　　コミュニティ・エンゲージメント

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要



30YOKOGAWAサステナビリティレポート2020

コミュニティ・エンゲージメント
YOKOGAWAは、企業も社会の一員であることを自覚し、「良き市民」として地域との調和を目指しています。事業を通じて社会に貢献す
るだけでなく、幅広い地域貢献活動を推進し、事業を展開する世界のあらゆる国や地域で、地域や社会の共通の目標の達成に協力し、そ
の発展に貢献します。
また、社員が「良き市民」として地域貢献活動に参加することを支援し、地域コミュニティの人財育成、環境保全活動をはじめ、社員が有
するさまざまなスキルや能力を活用できるボランティアプログラムを提供しています。

社会貢献活動の基本方針

企業理念および行動規範に基づき、本業に関わりのある分野を
優先した社会貢献活動を行っています。

社会貢献活動ガイドライン

「YOKOGAWAグループ社会貢献活動ガイドライン」を定め、グ
ループの社会貢献活動を推進しています。寄付および経費支出を
伴う社会貢献活動は、決議・決裁の手続きと基準を明確にし、活動
の透明性を確保しています。

社会貢献活動実績

2019年度の社会貢献活動として、資金援助（1億8,440万円）、物
品の支援や施設の開放（4,600万円相当）、社員による支援活動

（1,900万円相当）を行いました。
実施している社会貢献活動をSDGsの目標で分類すると、一番件

数の多い活動は目標3の健康と福祉の促進に関するものです。
SDGsの17目標のうち、計13の目標に貢献しています。

　   スポーツ団体・イベントの活動支援（日本、ベトナム、アメリカ）
　    母子健康増進活動の支援（日本、ミャンマー、カンボジア）
　   献血活動（日本、アメリカ、バーレーン、サウジアラビア、UAE、インドネシア）
　   高齢者コミュニティの慰問、支援（日本）
　   医療機関への寄付（日本、アメリカ、スペイン、オランダ、オーストラリア、シ

ンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ、台湾、インド）
　   地域文化行事への寄付（日本、イギリス、ドイツ、韓国、シンガポール、中国、

アメリカ、オーストラリア、ベトナム）

　   野外教育イベント（日本、中国）
　   地域教育プログラム・教育活動支援
　　   （日本、アメリカ、ノルウェー、フランス、UAE、クロアチア、オーストラリア、

ブラジル、韓国、オーストリア、イスラエル、チェコ、ナイジェリア、ポーラン
ド、ニュージーランド、イギリス、ミャンマー、ベトナム、オランダ、ドイツ、
サウジアラビア、シンガポール、インドネシア、タイ、インド、中国）

　   災害被災地支援（日本）
　   地域ボランティア活動（日本、トルクメニスタン）
　   国際交流活動支援（日本）

　   地域コミュニティセンター支援（韓国）
　   衣類、生活、学習用品支援（日本、インド、アフガニスタン、イギリス、

アメリカ、フィリピン、インドネシア、中国、韓国）

　   食事・生活の支援（インド、オーストラリア､韓国）

　   植林活動（オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール）

　   女性活躍支援（日本、オーストラリア）

　   生物多様性活動支援（日本、フィリピン、タイ）

2019年度の主な社会貢献活動と貢献するSDGs

注力分野

●�事業をしている地域
●�事業をしている分野
●�大規模災害
●�社会の発展への貢献 韓国の貧困家庭の子供向

けフィールドトリップイ
ベント（SDGs目標3）

インドの学校20校の理科
実験週間の取り組みを支援

（SDGs目標4）

目標3. 健康と福祉の促進

目標4. 教育の促進

目標11. 持続可能な都市と居住

目標1. 貧困の根絶

目標2. 飢餓をゼロに

目標13. 気候変動に具体的な対策を

目標5. ジェンダー平等を実現しよう

目標14. 海の豊かさを守ろう
目標15. 陸の豊かさも守ろう

サステナビリティ目標達成に向けたロードマップ　　サステナビリティ目標 2019年度の進捗　　サステナビリティガバナンス　　リスクマネジメント　　行動規範とコンプライアンス

気候変動リスクと機会（TCFDへの対応）　  コミュニティ・エンゲージメント
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人財マネジメント
企業は人と社会によって支えられています。

YOKOGAWAは、多様な人財がいきいきと働いて能力を発揮し、

社会とともに成長していくことを目指します。

本章では、人財や労働安全衛生に関する取り組みを中心に紹介します。
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社員エンゲージメントの向上

グローバル社員意識サーベイの実施

社員エンゲージメントのレベルを把握するため、定期的に
YOKOGAWAグループ全社員を対象とした「グローバル社員意識
サーベイ（Global Employee Engagement Survey：GEES）」を実施
しています。GEESは、キャリア開発やリーダーシップ、持続可能な
エンゲージメントなどの15のカテゴリーで意識調査をするもの
で、2019年度に実施した結果は、すべてのカテゴリーにおいて好意
的回答が60%以上となり、前回のサーベイ（2015年度）の結果と比
較して多くのカテゴリーでスコアが向上しています。

結果を「１．戦略・方向性」、「２．個々の成長」、「３．組織文化」、「４．
仕組み」の４つの視点から、強化したい強みと、今後取り組んでい
くべき改善の機会として整理し、エンゲージメント向上に取り組
んでいきます。

サステナビリティKPIの設定

YOKOGAWAは、社員の「持続可能なエンゲージメント」のスコア
をサステナビリティKPIとして設定しています。これは、ウイリス・
タワーズワトソンモデルを用いた、社員とYOKOGAWAのつながり

（考える・感じる・行動する）、経営への参画意識、仕事の達成感、そ
れを支える環境・仕組みへの満足度を示すスコアとなっています。
2019年度の結果は78%で、前回のサーベイ（2015年度）から１ポイ
ント向上しました。

YOKOGAWAの持続的成長のためには、全社員が共通の目標に向かい、結束してチーム力を最大化すること、またその中で社員一人ひとりが成長することが不可欠です。そのためには、社員エンゲージメン
ト向上が重要な鍵となります。 社員がYOKOGAWAのビジョン・ミッションに共感し、YOKOGAWAの一員としての誇りを持つことでエンゲージメント意識が深まり、いきいきと自律的に目標達成に貢献
することに繋がります。心身の健康や、やりがいのある仕事、良好な人間関係なども社員エンゲージメントに影響します。YOKOGAWAは、経営の重要課題としてグループ全体で社員エンゲージメントの向
上に取り組んでいます。

主な分析結果

分野 強み 改善の機会

1. 戦略・方向性
上級幹部の行動や判断、後継者育成について信頼が高
い。自身の仕事が持続可能な社会の実現にどのように
貢献しているか理解している。

TF2020戦略に対し、自分の仕事の成果がどのように貢
献しているかについての理解、また、明確な将来のビ
ジョンの共有が不足している。

2. 個々の成長
YOKOGAWAには、私たちの能力を開発し、自身を成長さ
せる機会があり、直属の上司は、優れた仕事に対して評
価してくれる。

定期的なフィードバック、金銭以外の評価・報奨の活用
が不足している。また、業績が優れない社員の対応につ
いては改善が必要である。

3. 組織文化
真に顧客志向であり、チームワークが奨励されている。 
また、イノベーション創出文化があり、従業員は従来の
やり方を変えるような挑戦をすることができる。

組織間の協力・協業については課題がある。内部/外部
の顧客の期待や満足度の理解が不足している。

4. 仕組み イノベーション創出文化があり、従業員は従来のやり方
を変えるような挑戦をすることができる。

業務に必要な権限委譲がされていない。また効率性の
スコアが下がっているが、より革新的で効率的なプロセ
ス構築のための移行段階によるものとも捉えられる。
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事業部・拠点 / 関係会社

グループ全体の課題に向けた施策

グローバル社員意識サーベイの結果を踏まえ、強みの強化、課題
の改善への取り組みとして、2020年度に次の３つの取り組みをス
タートしました。必要に応じて施策を追加し、社員エンゲージメント
に取り組んでいきます。

活動スケジュール

1  ビジョンと戦略の理解
YOKOGAWAのビジョンや戦略への理解
度を高めるために、新しい目標管理制度
を導入しました。新しい目標管理制度は、
YOKOGAWA全体の目標を各社員まで段
階的につなげる仕組みとなっています。
各社員からすべての上司の目標の内容が
見えるようにすることで、自分の仕事が
グループ全体にどのように貢献している
かを理解できるようにしています。

2020年度
1Q4Q3Q 3Q2Q 4Q

2019年度

2  Co-innovationの活性化
個々人や組織のサイロ化を打破し、コラ
ボレーションの強化を図っていきます。
具体的には、組織横断プロジェクトなど
所属組織外の活動も適切に評価されるよ
う、上司以外の社員からフィードバック
をもらえる仕組みを構築しました。

3  仕事を通じた自己実現
社員一人ひとりが視野を広げ、スキルを
向上させ、自律した存在感を発揮するこ
とを促進していきます。「キャリアは自分
で考える」ことを原則とし、自ら挑戦する
社員に対し、公募制度を活用して積極的
に 機 会 を 提 供 し ま す。ま た、Yokogawa 
Universityのコンテンツを拡充し、多様
な教育機会を提供していきます。

アクション実行分析 / アクションプラン

全体結果分析

各組織にて結果分析・施策検討 各組織にて施策実行

全体施策の実施

結果共有実施マイルストーン

活動 GEES

経営層

全社員

報告
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ダイバーシティ＆インクルージョン

人財の多様化

グローバルに事業を拡大するなかで、多様な人財が活躍し続け
る こ と は、YOKOGAWAの 強 み で あ り 必 須 条 件 で も あ り ま す。
YOKOGAWAでは、自律的に行動する挑戦意欲のある社員を支援
し、グローバルな視点でのキャリア形成を実現できるように、世界
中どの国からでもグループ内の公募案件に挑戦できる制度を策
定しました。

また、日本においても多様な人種・国籍の人財の活躍を推進し
ています。日本の大学への留学生や海外の大学からの採用者も増
加しており、2019年は、高度なITスキルを持つ学生の採用を目的
として、インドの大学と連携し、理系学生をインターンシップと
して日本で受け入れ、採用につなげました。

同時に、働く環境改善のため、日本語と英語の２か国語による
社内規程・業務連絡・食堂メニューの記載や社内放送、さらに、イ
ントラネットを利用した日本での
生活関連情報を適宜提供していま
す。他にも、日本と海外の双方向か
ら文化や習慣を理解するための研
修プログラム「Japanese Culture & 
Communication」を 実 施 し て い ま
す。多様化と対応力の向上を進め
ることで、多様な価値観を融合し、
新しい価値が創造されることを期
待しています。

女性の活躍推進

中期経営計画の人財戦略に基づき、ダイバーシティ推進の一環
として、女性社員の活躍を積極的に推進しています。2015年4月に
ダイバーシティを推進する専任組織を設置し、マネージャーに占
める女性比率は、2020年度までに単体で７%、グローバルで12％
を目標として、グループ全体で取り組んでいます。横河電機では、
女性リーダー候補者一人ひとりの育成計画を作成して進捗確認
するなど、積極的な育成に取り組み、さらに、女性社員を対象とす
るキャリア開発研修およびマネージャーの意識啓発を図る研修
やセミナーを開催しています。2020年7月には、社長と女性マネー
ジャーが登壇するパネルディスカッション「キャリアとリーダー
シップ」を実施し、参加女性社員へエールを送りました。採用活動
においては、採用者数の女性比率30％以上を目標とする中で、長
期的には、社員の男女比率の適正化を目指します。なお、2020年4
月新卒入社の女性は41.3％となりました。また、多様な社員の誰も
が働きやすく、挑戦し成長できる環境作りのために、コアタイム
無しのフレックスタイム制度、テレワーク制度、時間単位休暇制
度といった柔軟性のある勤務制度を整備するなど、働き方改革の
活 動 と 協 調 し な
がら、制度と風土
の 改 革 に 取 り 組
ん で い ま す。ま
た、2 0 1 6年3月 か
ら、女性活躍推進

障害者の活躍推進

横河電機では1992年にノーマライゼーションプロジェクトを
発足させて以来、一貫して障害者の積極的な採用活動を継続して
おり、障害のある社員も技術・営業・事務などさまざまな分野で活
躍しています。YOKOGAWAは自立・自律性、向上心、チャレンジ
精神をキーワードに、知的障害のある社員の雇用を促進してお
り、グループ会社の横河ファウンドリーは、障害者雇用促進法に
基づく特例子会社に認定されています。今後も、労働関係機関と
連携を図りなが
ら、障害のある社
員の活躍を積極
的に推進してい
きます。

法に基づき「一般事業主行動計画」を策定し、厚生労働省のwebサ
イトに公表しています。2016年7月には、女性の活躍推進に関する
取り組みの実施状況が優良な企業として、厚生労働大臣の認定

（５つの評価項目全てを満たす認定段階３（３つ星））を取得して
います。また、海外では国際女性デーへの参画や理系分野の女性
技術者の支援など、積極的に女性活躍推進に取り組んでいます。

YOKOGAWAは個々の人財が持つさまざまな違いをお互いに認め合い、それを「個性」として受け入れる環境を大切にします。人種・国籍・性別・宗教・年齢・社会的身分・障害の有無に関わらず、多様な経験・知
識・感性・視点・文化・背景・価値観などをもつ人財を積極的に採用・育成・登用しています。そして、デジタル技術を活用して柔軟な働き方を実現し、社員の誰もが安心して安全に自分らしく働ける環境をつく
り、互いに個性を尊重し合い、効果的で建設的なコミュニケーションとコラボレーションを行うことで、新たな価値を共創していきます。

国際女性エンジニアデーに合わせ、女性技術者の経験談を紹介
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人財開発

社員と会社がともに成長し続ける企業文化へ

Learning Company実現に向けたYokogawa Universityの取り組み
変化する時代のなかで、お客様や社会に対して常に大きな価

値を創出し続けられるよう、2018年10月に企業内大学「Yokogawa 
University」を開校し、社員が幅広い分野の専門知識やスキルを
自ら身に付け、磨き続けるための環境を提供しています。学習の
方法は、世界各国の社員が共通して学べるよう、時間や場所の制
約がないeラーニングを主体としていますが、各拠点に講師を配
置できるよう、各拠点での講師育成にも取り組んでいます。また、
役員が講師となって社員への教育も行っています。

誰もが自発的に挑戦し続ける機会を作り、意欲ある人財の学
びの早期化を可能にするとともに、教え学び合う風土（Learning 
Company）を実現し、社員の成長を通じて組織として永続的に成
長できる企業への変革を目指しています。

業務に役立つコンテンツの拡充
学習するコンテンツは、リーダーシップやファイナンスなど

社会人の基礎力として求められるビジネスリテラシー、既存事業
の変革および知の伝承に必要な営業やサービスなど機能別の
テーマ、新事業とビジネスモデル変革に必要な新技術などの大き
く3つの切り口に分類されており、外部のeラーニングも活用し
ながら拡充しています。コンテンツ拡充にあたっては、組織横断

で編成された運営委員会が主体となり、そのコンテンツを受講す
ることにより、どのように実践で役立つかを意識して作成するよ
う取り組んでいます。

2018年10月の開校時は約120コンテンツでスタートしました
が、2019年3月末には約680コンテンツ、2020年3月末には約1,950
コンテンツまで拡充しました。今後、業務に役立つコンテンツを
さらに拡充していきます。一人ひとりが学んだことを実践で活用
し、より多くの付加価値を生み出し、会社の成長につなげていき
ます。

重要な経営資源である多様な人財は、YOKOGAWAの成長の鍵であり、新しい価値を創造していくための源泉です。YOKOGAWAは、中期経営計画TF2020の目標達成を目指して「事業変革に向けた人財力
の強化」、「ダイバーシティ＆インクルージョンの推進」、「健康経営」を柱とする人財戦略を推し進め、お客様とのCo-innovationを通じて、お客様とともに新しい価値を創造しています。さらに、さまざまなス
テークホルダーの皆様に対して「Good Partner」「Good Citizen」「Good Concern and Good Brand」「Good Employer」であるために、社員一人ひとりがYOKOGAWA の使命と目的に共感し、思い描くキャリ
アに向けて挑戦できる仕組みを整え、グループ一丸となって働きがいのある風土づくりを進めていきます。

Business Literacy
ビジネスパーソンとして身に着けるべき

基礎知識・スキルを学びます。

Industry Knowledge
& Specialized Course

Yokogawaのビジネスドメインとして
必須のスキルを学びます。

IT Literacy ＆
New Tech Frontier

獲得すべき知識・スキルとしてのITと、
最新の技術動向を学びます。

Yokogawa Universityの
学習コンテンツ

社内講師によるeラーニング講座

社内講師による研修

グローバルタレントマネジメントシステム

YOKOGAWAの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のた
めには、グローバルに成功をもたらすことのできるリーダーの育
成が大きな経営課題です。そこで2018年度より、将来の経営を担
うリーダー人財の発掘・育成を計画的に行うための組織を立ち上
げ、グループ横断で戦略的な人員配置や人財開発に取り組んでき
ました。今後、より活動を充実化し、早期により多くのリーダーを
育成していきます。

社員エンゲージメントの向上　　ダイバーシティ＆インクルージョン　  人財開発　　安全で働きやすい職場環境

イントロダクション サステナビリティ 
ストーリー サステナビリティ経営 人財マネジメント 環境マネジメント バリューチェーンにおける責任 データ・企業概要



36YOKOGAWAサステナビリティレポート2020

安全で働きやすい職場環境

ワーク・ライフ・マネジメントの推進

社員を取り巻く環境、価値観は、ライフステージなどにより絶
えず変化しています。その変化に応じて、社員がより安心して仕
事に専念できるように、コアタイム無しのフレックスタイム制
度、テレワーク制度、時間単位休暇制度など柔軟性のある勤務制
度を整備して、社員のワーク・ライフ・マネジメントを支援してい
ます。横河電機では子育てと仕事の両立について、就労面では、小
学校入学始期まで利用できる育児時間や子の看護休暇などの制
度、経済面では、子供１人につき年１回10万円を支給する次世代
育成支援金制度などがあります。これらの制度は、男女を問わず
多くの社員が利用しており、復職後も働きやすい制度の充実や職
場の理解と支え合う風土により、育児休職取得者は、ほぼ全員の
復職を実現しています。また、より育児休職を取得しやすくする
ために、子供が生まれた本人と上司に対して、育児において利用
できる制度の周知を行うとともに、制度面においても、育児休職
期間の最初の１週間は有給にするなどの整備を行ってきました。
その結果、男性の育児休職取得率は、1％台から7.9％（2019年度
実績）へ増加しています。さらには、本社敷地内に東京都認証保育
所ポピンズナーサリースクール武蔵野を誘致し、社員はもちろん
地域の方の子育てと仕事の両立も応援しています。これらの活動
が評価され、2007年に子育てを支援している企業として東京労
働局長から認定を受けています。

2016年度に横河電機で導入したテレワーク制度や時間単位休
暇制度は、時間や場所に捉われないワークスタイルとして、育児
や介護を必要とする社員に限らず、多くの社員が利用していま
す。利用しやすい風土作りの一環として、制度を有効活用してい
る社員の働き方や社長メッセージを社内報へ掲載したり、多様な

ワークプレイス変革

2018年度から、フリーワークスペースの設置・整備に取り組んで
います。社内の協業を促進する「コラボレーションの場」、新たな発想
を生まれやすくする「リラックスの場」、個人業務に向き合う「集中の
場」などさまざまな用途に合わせたスペースをつくり、社員が状況に
合わせて自由に働く場所を選択できる環境を整えることによって、
効率的かつ働きやすいワークスペースを実現していきます。

働き方の事例や制度を紹介する情報サイトHataLabo（働き方研
究所）をイントラネット上に開設したりするなど、さまざまな媒
体を利用して制度の活用を推進してきました。2020年2月から流
行が始まったCOVID-19への対応として、原則テレワーク勤務へ
と切り替え、緊急事態においても事業活動を止めることなく進め
ており、BCPの観点においても機能しています。また、時間単位休
暇制度は、2019年度は、利用者数1,204人、総利用時間1万1,409時
間で、社員の半数以上が利用しています。今後は、多様な社員一人
ひとりがワーク・ライフ・マネジメントをしながら挑戦し、成長で
きる環境を提供するとともに、COVID-19をきっかけにテレワー
ク中心の新たな働き方への変革を推進していきます。

くるみんマーク

HataLabo所長マーク

横河電機本社のフリーワークスペース
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健康経営

場所や時間にとらわれない働き方や働きやすいオフィス環境の
整備、労働時間管理、健康開発プログラムなど、社員の健康維持・増
進に取り組んできました。2016年9月には、社員の健康に関する各種
の取り組みを健康経営の観点からさらに加速していくため、健康経
営に関するグループ共通の基本方針として「健康宣言」を制定して
います。2020年度からは安全衛生体制を事業プロセスと統合し、健
康維持・増進、安全確保を含めた活動により効果的に取り組める体
制としています。横河電機は「健康経営優良法人」に４年連続で認定
されています。

 YOKOGAWAは、心身の健康の維持・増進に自ら努める社員を支援し、
いきいきと活力のある職場を作り、より豊かな人間社会の実現に貢献
できる会社を目指します。

健康宣言

健康開発プログラム
YOKOGAWAでは、2015年度から新しい健康増進施策として、

健康開発プログラムをスタートしています。これは、社員自身が
現在のコンディションを確認し、セルフケアを進め、健康を増進
させる取り組みです。このプログラムでは、１週間の歩数、当日の
問診（運動・食生活・飲酒・喫煙・睡眠・認知のくせなど）、体組成や
体力の測定に加え、過去の健康診断所見を参照し、産業医が社員
一人ひとりに生活習慣改善のポイントを具体的に指導していま

す。特に適度な運動は、生活習慣病
およびメンタル疾患の予防やスト
レス解消にも役立つだけでなく、
仕事のパフォーマンスを一層高め
ることに役立ちます。経営層も参
加するなど、全社で健康増進に取
り組んでいます。

社員支援プログラム（EAP）

健康で充実した会社生活を送るためにEAPを推進
社員が健康障害やライフステージの変化によって本来の能力を

十分に発揮できない状態を回避し、継続して高いパフォーマンス
を発揮できるように社員支援プログラム（Employee Assistance 
Program：EAP）を導入しています。EAPでは、現状に合わせて制度
を見直しながら働きやすい環境を整えて、ストレスなどのケア
を含めたメンタルと、復職支援などのキャリアの両面から社員をサ
ポートし、社員が健康で充実した会社生活を送れるよう努めています。

周知活動
eメールやホームページを活用して関連情報を提供し、メンタルヘ
ルスに関する理解の促進に取り組んでいます。

メンタルヘルス
研修

新人研修・新任マネージャー研修などを実施し、予防・早期発見
に努めています。

ストレス調査
ストレス調査の結果を基に職場のストレス要因を把握し、その予
防・対処・解消などを支援し、快適な職場づくりを目指して職場
と一体となった活動を展開しています。

復職支援
メンタルヘルス不調者、休職者、復職者のケアおよびよりスムーズ
な職場復帰と再発防止に向けて、段階に応じて本人・職場への適
切な支援ができるよう、体制を整備し取り組んでいます。

健康開発
（健康増進策）

社員一人ひとりの心身の健康度アップを目的に生活習慣、とり
わけ運動習慣の改善を柱とした「健康開発（健康増進策）」を実施
しています。運動は身体的疾患だけでなくメンタル系疾患の予防
にも有効とされており、社員自身がコンディションを確認しセル
フケアすることで健康増進を図ることを支援するものです。

相談対応
社内・社外の相談体制を確立し、メンタルヘルスのみならず人間関
係やキャリアに関する悩み、セクハラ、パワハラ、差別（LGBT含む）
など、あらゆる相談に応じています。

社員支援プログラム（EAP）

ハラスメント防止

ダイバーシティを推進し、多様な人財が活躍できる環境を整
えるため、2016年度に、「ハラスメントに対する会社方針」の改
定および「ハラスメント防止ガイドライン」の策定を行いまし
た。お互いを尊重し、セクシャルハラスメントやパワーハラス
メント、育児・介護休業などの利用を阻害するハラスメント、ス
トーカー行為、性的マイノリティ（LGBT）への差別的な言動など、
一切のハラスメント行為を許さないことを横河電機および国
内グループ会社の社員に周知し、遵守・実践を図っています。

また、横河電機内には「横河グループ総合相談窓口」を設けて
おり、横河電機および国内グループ会社の社員が、ハラスメン
トを含むさまざまな相談をすることができます。相談があった
場合は、相談者のプライバシーに配慮しながら、相談者の意向
により、必要なヒアリングや職場実態を調査します。ハラスメ
ントの事実があった場合は、ハラスメントを行った本人に対
し、厳正な処分を行ったうえで、再発防止の対策を求めるなど、
適切な指導をしています。相談者および事実関係の確認に協力
した社員に対し、不利益な取り扱いをすることはありません。
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労働安全衛生の取り組み

YOKOGAWAグループでは、労働安全衛生マネジメントシス
テム（OHSMS※）を導入し、労働安全衛生に関わる活動水準の継
続的な向上とリスクの低減を推進しています。リスクアセスメ
ントの実施による潜在的なリスクの除去・低減活動、グループ会
社を対象とした内部監査による活動の評価・見直しを定期的に行
うことで、労働安全衛生水準の段階的な向上を図っています。さ
らに、ヒヤリハット・ニアミスの分析と対策、安全衛生パトロー
ルなど、従来からの活動を融合させ、仕組みの有効性を高めて
います。

労働安全衛生
マネジメントシステム（OHSMS）の運用

定期的なリスクアセスメントの実施による潜在的なリスク
の除去・低減活動、およびグループ会社を対象とした内部監査
による活動の評価・見直しを行うことで、労働安全衛生水準の
段階的な向上を図っています。さらに、ヒヤリハット・ニアミス
の分析と対策、安全衛生パトロールなど、従来からの活動を融
合させ、仕組みの有効性を高めています。

労働安全衛生方針

YOKOGAWAグループは「労働安全衛生は経営の基盤である」とい
う認識の下に、YOKOGAWAグループで働くすべての人々の、安全の
確保、健康の保持増進を推し進め、快適な職場を提供していきます。

  労働安全衛生マネジメントシステムを確立し、役割・権限・責任
を明確にして、労働安全衛生マネジメント活動を推進します。

  法規制等を遵守するとともに、必要な自主基準を設け、労働安
全衛生の向上に努めます。

  労働安全衛生に関わるリスクアセスメントを実施し、リスクの
除去・低減に努めます。

  YOKOGAWAグループで働くすべての人々並びにお客様、株主、
地域社会、お取引先様などとの良好なコミュニケーションを促
進します。

  YOKOGAWAグループで働くすべての人々に、労働安全衛生を
確保するための必要な教育・訓練を実施します。

  定期的に監査を実施し、労働安全衛生システムを継続的に向上
させます。

※Occupational Health and Safety Management System

  労働災害の撲滅・低減
YOKOGAWAグループで働くすべての人々の安全を確保し、健康を保
持増進する。

  労働安全衛生マネジメントシステム（OHSMS）の確立・維持・向上
（1） PDCAの実行と情報共有により、労働安全衛生活動の継続的な向上

を図る。
（2） すべてのグループ会社でリスクアセスメントを実施し、リスクの

除去・低減を図る。
（3） 内部監査の実施により、労働安全衛生レベルの維持・向上を図る。
  法規制等の遵守
労働安全衛生に関わる法律、規則、条例等を遵守する。

  労働安全衛生活動の実施
（1）安全の確保、健康の保持・増進を図る活動
（2）交通安全意識高揚のための活動
（3）労働安全衛生教育
（4）防火・防災訓練
  労働安全衛生情報の開示
労働安全衛生に関する取り組みや成果を開示し、YOKOGAWAグルー
プで働く人々並びに社会とのコミュニケーションを図る。

YOKOGAWA グループ労働安全衛生目標

労働安全衛生マネジメント体制 横河電機　社長

YOKOGAWAグループ労働安全衛生担当役員

YOKOGAWAグループ労働安全衛生統括部署�部署長

  統括責任者
  事務局

横河電機
  統括責任者
  事務局

国内グループ
各社

  統括責任者
  事務局

海外グループ
各社
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労働安全衛生教育・訓練

YOKOGAWAグループ全体の活動水準を維持・向上させ、労働災
害を撲滅することを目的に、グループ全社員を対象とした啓発活
動に注力しています。品質、環境、労働安全衛生に関する啓発プロ
グラム「YOKOGAWA QHSE月間」のほか、「滑り、つまずき、転倒の
防止」を徹底する教育などを実施しています。また、労働安全衛生
活動を担当する新任者などを対象とした教育、安全衛生委員会で
の学習会、お客様のプラントや工場などにおける作業時の安全確
保に関する研修、交通安全講習などを行っています。

Yokogawa Safety Handbook

サステナビリティ中期目標（労働災害の撲滅）を達成するため
の施策の一つとして2019年度に「Yokogawa Safety Handbook」
を発行しました。このグループ共通のガイドは、グループで働く
人が、安全確保および安全行動のために参考にするものです。内
容は、９つの安全原則と、労働安全衛生に関わる３つの心得で構
成されています。９つの安全原則では、労働災害のリスク低減に
ポイントを置いています。また、労働安全衛生に関わる３つの心
得では、安全な職場環境の構築・維持に役立つトピックスを紹介
しています。このガイドは多言語に翻訳し、グループ全社員に配
付しました。

労働災害の撲滅・低減

YOKOGAWAグループでは、四半期ごとに労働災害実績を集計・
分析し、労働災害の撲滅・低減、活動内容の改善に取り組んでいま
す。YOKOGAWAグループで発生した労働災害については、イン
トラネットで情報を公開し、グループ内に水平展開することによ
り、同種や類似の災害の再発防止に役立てています。

休業災害発生率

労働災害発生率

救急救命訓練（横河電機）

Yokogawa Safety Handbook
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環境マネジメント
気候変動や資源問題は事業だけでなく、

人類の存続にも影響を及ぼすことが懸念されています。

YOKOGAWAは、地球環境保全に主体的に取り組んでいます。

本章では、環境保全に関する取り組みを紹介します。

CONTENTS
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45　 廃棄物削減

　　   化学物質削減
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環境方針

企業理念「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」に基づき、持続可能な社会の実
現に向けて環境保全活動を推進し、2050年に向けたThree goals
の達成に取り組んでいきます。

  環境マネジメントシステムを確立し、役割・権限・責任を明確に
して、環境保全活動を推進します。

  法規制などを遵守するとともに、必要に応じて自主基準を設け、
汚染などの予防に努めます。
  気候変動、生物多様性、資源利用などの環境課題に取り組み、
環境目標を定めて環境保全に取り組みます。

（1） 企業活動のすべてにおいて省資源・リユース・リサイクル、省エ
ネルギーおよび地球温暖化防止に取り組み、環境に負荷を与え
る物質は可能な限り削減して環境汚染リスクを低減し、資源循
環型経営を推進します。

（2） 資材調達から製造、流通、使用、廃棄までの環境影響を評価し、
環境負荷の少ない製品を創出します。

推進体制

YOKOGAWAグループの環境推進体制は、横河電機の環境担当
役員が統括し、グループの地球環境保全活動、温暖化防止対策を
推進しています。

環境マネジメントシステム

YOKOGAWAグループは環境マネジメントシステムを展開し、
環境汚染を防ぐための法令や協定などの遵守を徹底しています。
また、省エネルギーや環境負荷の少ない代替技術への転換を図る
など、環境負荷低減に取り組んでいます。

主要な事業所、製造拠点については、ISO14001の認証を取得し、
環境マネジメントシステムの向上に取り組んでいます。

内部監査
ISO14001の環境内部監査を年1回以上実施しています。

定期審査
各ISO14001認証取得会社において、年1回、認証機関の定期審査

（更新審査もしくはサーベイランス）を受審し、ISO14001の認証
登録を継続しています。

YOKOGAWAグループのISO14001認証取得状況
国 内 お よ び 海 外 の 主 要 な 事 業 所、製 造 拠 点 を 中 心 と し て
ISO14001の認証を取得しています。

（3） 計測、制御、情報の技術を通して、地球環境保全に貢献する、よ
り付加価値の高いソリューション・サービスを社会に提供し
ます。

（4） 地球環境保全活動へ参加するとともに社員の自主的な活動を支
援し、良き企業市民として社会との共生に努めます。

  組織で働くすべての人々に、環境保全活動を進めるために必要
な教育・訓練を実施します。
  情報開示を行うとともに、組織で働くすべての人々並びにお客
様、株主、地域社会、お取引先様などとの良好なコミュニケーシ
ョンを促進し、環境保全活動の深化と共創を進めます。
  環境パフォーマンスの評価を行い、定期的に監査を実施して、
環境マネジメントシステムを継続的に向上させます。

環境推進体制

横河電機 社長

横河電機 環境担当役員
環境管理部署

各本部・事業部長

環境推進責任者
横河電機

YOKOGAWAグループ各社

環境担当役員

社長

環境責任者

環境マネジメント
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地球環境
持続可能な社会

環境ソリューション・
環境調和型製品の

提供

お客様
環境経営の推進
省資源・省エネルギー
環境汚染の予防

廃棄物削減とリユース・
リサイクルの推進

等資源循環型
社会の構築

YOKOGAWA
環境経営の推進
省資源・省エネルギー
環境汚染の予防

廃棄物削減とリユース・
リサイクルの推進

等

認証取得状況はwebサイトで紹介しています

（横河電機・横河マニュファクチャリング環境方針）
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環境配慮設計

YOKOGAWAでは、環境に配慮した製品づくりを推進するため、
長期使用性や省エネルギーなどの項目について設計基準やアセ
スメント基準を定めて製品開発に取り組んでいます。アセスメン
ト基準の中でも、「ライフサイクルアセスメント(LCA)基準」を用
いてエネルギー使用量、CO2排出量、NOX排出量、SOX排出量など
の各項目について評価しています。評価した製品の一部には、
LCAラベルを付与し、LCA結果を開示しています。

（1） 製品設計における環境アセスメントの基準
 再資源化・処理の容易性、省資源化、省エネルギー、長期使用
性、回収・運搬の容易性、安全性・環境保全性、情報の開示、梱
包の８つの分野においてアセスメント基準を定め、初期設
計・中間設計・最終設計の各審査時に評価します。

（2） LCAの基準
LCA基準とは、製品のライフサイクルにおける使用エネル
ギー、CO2排出量、NOX排出量、SOX排出量などを事前評価す
るための基準で、初期設計・中間設計・最終設計の各審査時に
評価します。

（3） 環境調和型製品設計の基準
製品の長寿命設計、省エネルギー設計、省資源設計、リサイク
ル・廃棄を考慮した設計、加工および組立を考慮した設計、材
料・部品の選択指針を規定しています。

（4） 製品含有化学物質管理の基準
設計段階で環境に配慮した部品、材料を選択するための基準
です。管理物質レベルを５つ設定しています。
禁止物質1：含有禁止物質
禁止物質2：RoHS指令対象物質

LCA ラベル

YOKOGAWAは、製品が環境に与える影響を最小限にすること
を目指し、1999年から新たに開発する全ての製品の設計段階に
おいて、LCAを実施しています。LCAを開示する製品には、製品紹
介のwebサイトや販売資料中に「LCAラベル」を掲示しています。
これは、ISO14021で規定されている自己宣言による環境ラベル

（タイプⅡ）です。

LCA の考え方
YOKOGAWAは、JIS Q 14040「環境マネジメントーライフサイ

クルアセスメントー原則および枠組み」を参考に、独自のLCA基
準を設定しています。評価にあたっては従来製品を比較対象とし
ています。なお、新規に開発する製品と従来製品を同等の機能に
換算して比較するため、従来製品のLCA結果には「機能係数」を乗
じています。また、今までに開発した製品のLCA評価結果から環
境負荷の特徴が明らかになっている場合は、環境負荷に著しく影
響する項目に限って評価を実施している場合があります。

LCA ラベル使用の条件
以下に示す条件をすべて満たした製品に、LCAラベルを掲示し

ます。
1. YOKOGAWAの技術規格に基づいてLCAを実施していること
2.  LCAの結果を、規定のルールに従いYOKOGAWAのwebサイトで

開示していること

管理物質1：REACH規則SVHC（高懸念物質）
管理物質2： 濃度による禁止や用途制限など何らかの制限の

ある物質
管理物質3：含有量を把握する物質

（5） リサイクル製品設計の基準
廃棄物発生抑制（リデュース）とともに、使用済み製品の再使
用（リユース）、再生使用（リサイクル）など3Rを促進する基準
です。

（6） 省エネルギー設計の基準
製品使用、製造段階において省エネルギー設計で配慮すべき
事項について規定しています。

環境適合設計基準と環境アセスメント基準

環境アセスメント基準 ●製品設計における環境アセスメント
●ライフサイクルアセスメント

海外環境規制対応基準 ●WEEE指令マーキング
●中国電器電子製品有害物質使用制限管理弁法

設計基準

●環境調和型製品設計
●製品含有化学物質管理
●リサイクル製品設計
●省エネルギー設計

初期設計審査

製品設計
基本設計 技術試作 製造試作 初回生産

中間設計審査 最終設計審査
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環境活動データ

環境負荷の全体像
YOKOGAWAでは、一連の事業活動(製造・販売・サービス)に

投入したエネルギー・原材料の「インプット量」、そして大気・水域
などに排出した物質と廃棄物の「アウトプット量」について、それ
ぞれエコバランス（年間収支）を把握しています。エコバランスを
分析することにより、資源の有効利用、エネルギー効率の向上、
循環資源化率の向上などに役立てています。

法令遵守
2019年度についても環境に係わる法律、規制、協定等の遵守の

徹底に取り組み、重大な法令違反やそれに伴う罰金およびその他
制裁措置はありませんでした。

土壌・水質の保全
土壌汚染対策法が施行される以前から、独自の管理基準に

基づいて工場跡地の土壌・水質の調査を行い、対策を実施してい
ます。

啓発活動
YOKOGAWAグループ全社員を対象に、環境に対する意識の

向上を目的として、品質・環境・安全に関するeラーニングの実施
に加え、環境映画の上映会や講演会を開催しています。

環境活動実績

エコバランス（年間収支）

負荷項目 2019年度

エネルギー

エネルギー合計 1,463TJ

電力 買電 124,688MWh
自家発電（太陽光） 120MWh

石油
軽油  506kL
ガソリン 2,859kL
灯油 12kL

ガス 都市ガス 2,058千Nm3

LPG 329t
熱 108GJ

水 水道水 338千m3

井戸水 175千m3

物質

紙 222t
ふっ化水素およびその水溶性塩 2t
塩化第二鉄 11t
キシレン 1t
ヒドラジン 3t

負荷項目 2019年度

大気

温室効果ガス 78,770t-CO2e

NOx 3.8t

SOx 0.2t

水域への
排出

工業排水 73千m3

生活排水 401千m3

廃棄物等

埋立廃棄物 613t

有害廃棄物 574t

焼却廃棄物 393t

再資源化 3,333t

IN
PUT�

投
入

O
UTPU

T�

排
出

環境会計

　環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」に準拠した環境会計で
環境活動に関わるコストとその経済効果を定量的に把握しています。

環境保全コスト（2019年度） （単位：百万円）

集計範囲：ISO14001認証取得サイト（うち生産拠点）

分類 項目 主な取り組み 投資額 費用額

工場内コスト
（事業エリア内コスト）

公害防止コスト 監視測定 13.2 68.7 
地球環境保全コスト 省エネルギー 266.7 680.3 
資源循環コスト 廃棄物等の発生抑制、節水 0.0 100.4 

調達・物流コスト（上・下流コスト） グリーン調達 0.0 26.7 
EMS維持管理コスト（管理活動コスト） EMS更新、教育 0.0 159.9 
社会活動コスト 環境イベント 0.0 42.7 
原状回復コスト（環境損傷対応コスト） 土壌修復 0.0 0.3 

計 279.9 1,079.0

環境保全効果

集計範囲：ISO14001認証取得サイト（うち生産拠点）

分類 効果の内容 2018年度 2019年度

投入
総エネルギー投入量（TJ） 1,064 1,021
水資源投入量（km3） 446 402

温暖化防止 CO2排出量（t） 54,598 51,493
排出 廃棄物総発生量（t） 3,764 3,812

環境保全に伴う経済効果（2019年度）

集計範囲：ISO14001認証取得サイト（うち生産拠点）

セグメント 金額
リサイクルによる収入額（有価物売却など） 59.5
省エネルギー・省資源による費用削減（電力、水、紙など） 131.3

計 190.8

データ収集範囲：国内および海外拠点

（単位：百万円）
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地球温暖化防止

長期的な視点で管理が求められている温室効果ガス排出量
の削減について、YOKOGAWAグループでは、パリ協定が目指す
2℃目標を踏まえた2030年度目標を設定しました。2030年度の
目標達成に向けて、生産ラインの運用改善、高効率冷暖房機器、
インバータ・LED照明の導入に取り組んでいます。従来から、
オフィスや工場では、エネルギーデータの見える化を図り、無駄
の発見・削減による、省エネルギーを実現しています。

また、グローバル物流最適化の取り組みとして、梱包箱の設
計変更による軽量化、ダウンサイジング化や、製品出荷時の輸
送方法、輸送経路の見直しを進め、輸送効率の向上に努めてい
ます。

温室効果ガス排出量削減目標と実績

YOKOGAWAグループの2030年目標達成に向けて、グループ
全体での温室効果ガス排出量を削減するため、省エネルギー施
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
でいます。

サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量

自 社 で の 燃 料 の 使 用 や 工 業 プ ロ セ ス に よ る 直 接 排 出
（Scope1）および自社が購入した電気・熱の使用に伴うエネル

ギー起源の間接排出（Scope2）の他、サプライチェーンからの排
出（Scope3）についても、把握・算定を行っています。

事業所での環境の取り組み

2020年度・2030年度 温室効果ガス排出量削減目標と実績

サプライチェーン温室効果ガス排出量（Scope3）

■ Scope１実績　■ Scope２実績　■ 目標

（単位：t-CO2e）

2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標 2030年度目標2013年度実績
(基準年）

82,745

68,871
82,432

20%削減
34%削減

68,230

20,666 15,015

64,770

103,411

83,886
78,770

14,000

（単位：t-CO2e）

資本財　
29,874

Scope１または２に
含まれない燃料および
エネルギー関連活動
7,178

輸送と配送
17,325

事業で発生する廃棄物
947

出張　17,750
従業員の通勤
7,385

2019年度
総排出量合計
903,747

販売した製品の廃棄
1,131

販売した製品の使用
617,473

購入した商品とサービス
204,683
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2019年度2017年度 2018年度2016年度2015年度

（単位：千㎥）

617 600 615 561 513

※ PRTR制度：Pollutant Release and Transfer Register（環境汚染物質排出・移動登録制度）。有害性
のある化学物質の環境への排出量などの情報を公開することにより社会全体で化学物質の管
理を行う制度

PRTRデータ（2019年度）

廃棄物総発生量

水資源投入量

廃棄物削減

YOKOGAWAグループは、生産工場やオフィスで、また製品の梱
包などの際に、リデュース・リユース・リサイクルに努め、廃棄物
削減に取り組んでいます。

水資源保全

水資源への取り組みとして、生産工程の改善による水使用量
の削減や、オフィスで使用する水道水の節水システムを導入する
など、水使用量削減に取り組んでいます。

PRTR対象物質

PRTR制度※の届出対象物質(取扱量1,000kg/年以上)は下記表
の取扱量となりました。

化学物質削減

YOKOGAWAグループは、地球環境や体に有害な化学物質を徹底
管理しているほか、代替プロセスを開発・導入し、化学物質の使用
量や廃棄量の削減に努めています。また、欧州の電気･電子製品に
含有する化学物質を規制したRoHS指令や化学物質の登録･評価･
認可･制限をするREACH規則に対応するため、これらの化学物質を
削減および適切に管理するための取り組みを進めています。

2019年度2017年度 2018年度2016年度2015年度

（単位：t）

4,204 4,507 4,805 5,190 4,913

リサイクルセンターでのごみ分別

工場名 発生物資 取扱量
（kg）

排出量（kg） 移動量（kg）

大気 公共
水域 土壌 埋立 下水道 事業

所外

横河マニュ
ファクチャリング
駒ケ根事業所

ふっ化水素および
その水溶性塩 1,597 3.4 110 0 0 0 0.1

ヒドラジン 2,620 0 0 0 0 0 0
キシレン 1,100 680 0 0 0 0 420
塩化第二鉄 6,288 0 0 0 0 0 0

横河マニュ
ファクチャリング
甲府事業所

塩化第二鉄 4,900 0 0 0 0 0 0

真空乾燥洗浄装置の導入による
有機溶剤の削減
日本

横河マニュファクチャリング駒ヶ根事業所では、液体、
気体、蒸気の流量や圧力を測定する伝送器の重要部品であ
るセンサを製造しています。センサの組み立て工程では、
純水による洗浄後に水分を取り除く必要があります。これ
まで、有機溶剤IPA（イソプロピルアルコール）で水分を溶
解させて取り除いていましたが、2019年に、装置内搬送を
すべてロボットで行い、真空中で低温加熱して水分を気化
させることのできる真空乾燥洗浄
装置を導入しました。引火性や毒性
があるIPAの使用をやめることによ
り、健康被害や火災のリスクを取り
除くことができます。製品の品質を
確保しながら、環境や労働安全衛生
の向上に取り組んでいきます。 自働真空乾燥洗浄装置
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生物多様性保全

YOKOGAWAはグループ環境方針で生物多様性の課題に取り組
むことを定め、また、愛知目標※を踏まえて生物多様性の保全活
動を推進しています。

生物多様性保全の取り組み方針
生物多様性は社会の持続可能性の基盤です。YOKOGAWAはス

テークホルダーの皆様とともに、地域の特性に配慮して生物多様
性保全の取り組みを推進します。あらゆる事業活動に伴う負の影
響を低減し、生物多様性の改善に取り組むとともに、地域社会の
よりよい環境づくりに貢献します。

生物多様性保全の行動指針
  地域と連携し、地域の価値を向上
行政やNPOと連携した取り組みを通じて、地域の価値を再認識
するとともに、地域の価値を向上させる。

  社員に教育機会を提供し、啓発を図る
生物多様性に関する社員向けのセミナーやイベントなどを通
じて、社員への啓発を図る。

  事業所における生物多様性保全に配慮
事業所内の緑地管理など生態系に配慮し事業所を運営する。

※ 2010年にCOP10（生物多様性条約第10回締約国会議）において策定された、2020年までに国際
社会が生物多様性の分野で達成すべき個別目標

フィリピンにおける
生物多様性保全のための植林活動
フィリピン

2019年、Yokogawa Philippinesは創立24周年を記念し、
人々だけでなく環境にも利益を還元するために、ラ・メサ
流域で400本以上のマラパパイヤの木の植林活動を行いま
した。

ラ・メサ流域は、マニラ首都圏上下水道公社（MWSS）によ
って管理されている2,700ヘクタールの土地です。このうち
2,000ヘクタールは森林や野生地となっており、様々な種の
動植物が生息しています。この土地の植物は多くの酸素を
生み出し、CO2を吸収して二酸化硫黄や一酸化炭素などの
有毒ガスを除去するのに役立っており、きれいな空気を提
供しています。また、ラ・メサ流域はマニラ首都圏に飲料水
を提供する唯一の水源です。

ラ・メサ流域での植林活動

水リスクへの対応

水資源の確保が深刻な課題になっている地域では、水使用量
のモニタリングや、代替水資源の確保などの施策により、水資源
に関する取り組みを強化しています。

Yokogawa Electric Asia（シンガポール）
シンガポール政府による飲用水資源の維持や代替水資源の活

用などの施策を支援するため、次のような対策を行っています。
  シンガポール公共事業庁（Public Utilities Board）のガイドライ
ンを遵守し、水の過剰な使用を予防。

  国家施策であるNEWater （リサイクル水）プロジェクトに参加し、
空調システムに使われる水を通常の水道水からNEWaterに転換。
  洗面台や水道設備に、節水装置を取り付け。
  水の漏出を早期発見するために、水消費量の定期点検を実施。

Yokogawa Middle East & Africa（バーレーン）
中東諸国では水不足が大きな問題になっており、次のような

取り組みにより、政府の水保全対策に協力しています。
  社員一人あたり年間水使用量削減の目標値を設定し、進捗を
管理。

  飲用以外は、一般の水道水を使用。
  水の保全や汚濁防止など、水に関する規制を遵守。
  水の保護に関する意識を社員間で共有。
  HSE（Health、 Safety、Environment）巡視の際に水漏れも全
ての施設で点検し、異常が発見された場合は迅速な是正措置
と再発防止措置を実施。
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バリューチェーンにおける責任
YOKOGAWAは、自社のビジネスだけでなく、
バリューチェーン全体を通じて、持続可能な社会の構築に貢献していきます。
本章では、人権やサプライチェーンに関するマネジメント、
情報セキュリティの取り組みなどについて紹介します。

CONTENTS
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人権尊重
YOKOGAWAグループは、「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」という企業理念を
掲げ、お客様の生産性向上とビジネス変革を支援するさまざまな
ソリューションを提供し、産業界、そして社会を支えてまいりまし
た。そしてこれからも、お客様、パートナーの皆様とともに、コーポ
レート・ブランド・スローガン「Co-innovating tomorrow」のもと、
明日をひらく新しい価値を創造してまいります。

これら価値共創のためのすべての事業活動は人権の尊重を前提
に成り立っており、私たちは、事業を展開する世界各国・地域での
さまざまな人権課題について理解を深め、その解決に積極的に関
与することで、人々の尊厳が守られ、敬意が払われるように力を尽
くさなくてはなりません。その責務を果たすための指針として、

「YOKOGAWAグループ人権方針」を次のとおり定めています。

YOKOGAWAグループ人権方針

1  人権に関連した法令の遵守と国際行動規範の尊重
適用範囲・体制

この方針は、横河電機株式会社およびそのグループ会社（以下
「当社グループ」という）に適用されます。そして、事業に関連する

サプライヤー、ビジネスパートナー、およびその他の関係者にも、
この方針に基づく人権尊重を期待し、働きかけを行います。また、
それを実現するため、代表取締役社長を当社グループの人権に
関わる最高責任者とした社内体制を整備し、継続的な取り組みを
実施します。
関連法令・国際行動規範

当社グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基
づき、世界人権宣言、国際人権規約（「市民的及び政治的権利に関す
る国際規約」および「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規
約」）、国際労働機関（ILO）「労働における基本的原則および権利に関
するILO宣言」などの国際規範で定義される人権を尊重します。 ま
た、当社グループが事業活動を行う国または地域における法と規制
を遵守するとともに、法令と国際規範に乖離がある国や地域におい
ては、可能な限り国際規範を尊重する取り組みを推進します。

2  人権デューディリジェンスの実施
人権リスクへの対応

当社グループは、事業活動に関わる人権リスクを特定し、関係
するステークホルダーと連携し、リスクを防止または軽減するた
めの仕組みを構築し、継続的に運用します。
是正

当社グループが、人権に対する負の影響を引き起こした、もし
くは、関与したことが明らかになった場合、関係するステークホ
ルダーと連携し、その解決に取り組みます。また、そのための苦情
処理手続きを構築、維持します。
教育

この方針が当社グループで働くすべての人々に理解され、実
践されるよう、人権尊重に関する教育・啓発を定期的に行います。
また、事業に関連するサプライヤー、ビジネスパートナーに対し
ても、当社グループの人権に関する方針の理解、実践を推進する
ために必要な取り組みを行います。

3  YOKOGAWAグループの人権の重点課題
当社グループのビジネスは、お客様、ビジネスパートナー、サ

プライヤー、従業員、市民社会など多様なステークホルダーに支
えられて成り立っています。当社グループに関わるすべての
人々の人権を尊重するため、重点課題として以下の項目に積極
的に取り組んでいきます。
差別・ハラスメントの禁止

当社グループに関わるすべての人々に対し、人種、皮膚の色、
年齢、性別、性自認および表現、性的指向、宗教、信条、政治的見
解、国籍、民族、出身地、障がいの有無、家族関係、その他の状況に
基づくあらゆる差別を禁止します。また、その尊厳を傷つけるい
かなるハラスメント行為も許容しません。
労働者の権利尊重とサプライチェーンへの働きかけ

当社グループで働くすべての労働者の人権を守るため、以下
の対応を行うと共に、当社グループの事業活動に関わるその他の
労働者の人権を守るため、サプライチェーンにおいて同様の対応
がなされるよう取り組み、より持続可能でレジリエントなサプラ
イチェーン構築を目指します。

  労働安全衛生の確保
    労働者の安全の確保、健康の保持増進を推し進め、働き甲斐があり

快適な職場を提供していきます。
  児童労働/強制労働の禁止

    児童労働、強制労働、奴隷労働、および人身売買による労働は禁止し

ます。また、若年労働者の危険作業への従事を禁止します。
  外国人/移民労働者の権利の尊重

   外国人労働者、移民労働者等の人権には十分な配慮を行います。
  結社の自由と団体交渉権の尊重

    労働者の基本的な権利である結社の自由および団体交渉権を尊重
します。従業員のより良い労働環境を確保するために、従業員と継
続的に対話をしていきます。
  低賃金労働・長時間労働の防止

    労働者の生活や健康を増進させるため、最低賃金・生活賃金を上回る
適切な賃金を支払うとともに、適正な労働時間の管理を行います。

脆弱な人々への権利尊重
当社グループの事業に影響を受ける地域住民や先住民族の

方々、子ども、障がい者、マイノリティ、性的差別や抑圧を受け
ている女性および高齢者等社会的に立場の弱い人々の人権を
尊重します。また、鉱物調達に関わる紛争や人権侵害への加担
を回避するため責任ある調達に取り組みます。
プライバシー・個人情報保護

当社グループに関わる人々のプライバシーと個人情報の保
護に十分配慮して事業活動を行います。

4  コミュニケーションとエンゲージメント
本方針は、当社グループの人権に対する姿勢および取り組み

を示すものとして、社外からの専門的な助言を踏まえて策定され
ました。

当社グループは、人権デューディリジェンスにより特定され
た人権課題の解決のため、積極的、継続的にステークホルダーと
対話と連携を行い、人権尊重への取り組みを進化させていきま
す。なお、これらの活動の進捗状況や人権課題解決に向けた取り
組みについて、定期的に公開をしていきます。

当社グループは、未来世代のより豊かな人間社会のために、2050
年に向けたサステナビリティ目標を掲げ、Net-zero emissions（気候
変動への対応）、Well-being（すべての人の豊かな生活）、Circular 
economy（資源循環と効率化）の実現に取り組んでいます。これら
の目標、特にWell-beingの実現の基盤となるのは人権の尊重である
と深く信じています。当社グループは、気候変動や感染症など刻々
と変化する社会情勢を迅速に捉え、絶えず変化する人権課題に向
き合うとともに、世界中の従業員およびビジネスパートナー、サプ
ライヤーとともにこの取り組みを真摯に実行してまいります。
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2019年度の人権に関する主な取り組み

  「YOKOGAWAグループ行動規範」および「YOKOGAWAグループ
コンプライアンスガイドライン」の改訂
人権の尊重の内容についてより広い概念で捉え、国際的な行
動指針を尊重することを追加しました。

  お取引先様向け「YOKOGAWAグループサステナブル調達ガ
イドライン」の改訂
グローバル・コンパクトの支持を踏まえ、RBA行動規範V6.0を
参考に、人権についても拡充しました。

  YOKOGAWAグループにおける人権リスクの評価・特定
YOKOGAWAの事業活動とバリューチェーンにおける潜在的
な人権リスクの評価を行いました。

組みの優先度の高い人権課題を特定するものです。優先度は、
事業活動や取引関係を通じて悪影響を及ぼすリスクの重要度
と、リスクへの影響力の２つの観点から評価します。

リスク評価の結果、環境・社会への影響、強制労働・奴隷労働
（従業員）、労働安全衛生（従業員）、公平なビジネス慣行、製品・

サービスに関する品質と安全性、労働環境（従業員）の６項目が
取り組みの優先度の高い人権リスクと評価されました。

優先度の高い人権リスクについては、国や地域の特性も踏ま
えて更なるリスクの低減に取り組み、問題の可能性が発見され
た場合には適切な対応を図っていきます。

人権尊重のための体制

YOKOGAWAグループ人権方針は、取締役会の承認により定め
られています。代表取締役社長を当社グループの人権に関わる最
高責任者とした社内体制を整備し、継続的な取り組みを実施して
います。人権に関係する部門から担当者を選出した人権実務者会
議が具体的な人権に関する取り組みを進めています。

人権デューディリジェンス

YOKOGAWAは、事業活動、サプライチェーンおよびその他のビ
ジネス上、人権に負の影響を与える可能性を特定、防止、軽減し、
どのように対処するかについて説明責任を果たすための人権

デューディリジェンスを進めています。
労働安全衛生、労務管理、購買・販売管理についてはそれぞれ

グループ全体を対象とする内部統制システムを構築しており、リ
スクの低減や発見された問題の是正を行っています。

また、人権侵害を未然に防ぐ手段として、YOKOGAWAで働く人
すべてを対象とする、「相談・通報窓口」を設けています。

人権リスク評価
2019年度は、ビジネスとサステナビリティの領域でグローバ

ルに活動しているNGOのBSR （Business for Social Responsibility）と
ともに、YOKOGAWAの事業活動とバリューチェーンにおける
潜在的な人権リスクの評価を行いました。

この評価は、企業の方針、事業活動の内容、内部統制システム
の運用状況の確認に加え、関係者へのヒアリングにより、取り

YOKOGAWAグループの人権リスク

リスクへの影響力
（関連性、影響力、管理状況）
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内部統制の一環として管理体制を整備

YOKOGAWAは、お客様とお取引先様との関わりを含む業務プ
ロセス全般について、YOKOGAWAグループ内部統制の一環とし
て管理体制を整えています。サプライチェーンの一環である調達
プロセスに関しては、企業理念や「YOKOGAWAグループ行動規
範」に基づいた「グループ調達プロセス管理規程」に従い、公平で
公正な取引の実施に努めています。事業を行う国と地域の法令を
遵守した取引を行い、環境保全や人権への配慮をサプライチェー
ンに展開し、紛争鉱物問題にも取り組んでいます。また、サプライ
チェーンに関する取り組みを効率的・効果的に行うため、JEITA※

資材委員会などの業界団体の委員会に参加して他社との協働を
進めています。

社内向けには調達基本方針を公開するとともに、RBA行動規範
V6.0を参考とした「YOKOGAWAグループサステナブル調達ガイ
ドライン」を作成し、国内外のお取引先様に公開しています。ま
た、主要なお取引先様については、本ガイドラインについて説明
を行い、遵守をお願いしています。

その結果、サプライチェーンにおける当社グループの役割と
して、お取引先様とのサステナブル調達に関する連携を促進す
ることが優先順位の高い活動の一つであることが明らかにな
りました。なかでも、当社グループのビジネスの特徴から、サプ
ライチェーンにおける労働者の人権と安全に関するリスクの
把握が必要との知見を得ました。

サステナブル調達活動

お取引先様向け「YOKOGAWAグループサステナブル調達ガイ
ドライン」に従い、「人権・労働」「安全衛生」「環境」「倫理」の4つ
の項目の実情の把握を中心に、お取引先様とサステナブル調達を
阻害するリスクの特定を進めます。顕在化したリスクについて
は、お取引先様と協力し改善を行います。また、サステナブル調達
に関する教育を、社内外に展開していきます。これらの活動は、指
標（KPI）を定めて進捗を管理しています。

2019年活動実績報告
2019年は、サステナブル調達活動の準備の年と位置付け、活動

のKPIを定義するため以下の評価・調査を行いました。
1   人権課題における当社グループ全体のリスク評価
2   当社グループの主要な拠点におけるお取引先様へのサステ

ナブル調達に関する意識調査

人権リスク評価・意識調査
1   人権リスク評価

グループ全体を対象とした書面調査・データ分析と、本社部門
を中心としたヒアリングを行いました。専門家の知見も活用し、
当社グループの人権課題におけるリスクの重要度、事業への関連
性を評価し、活動の優先順位付けを行いました。

サプライチェーンマネジメント

※ JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association）:一般社団法人
電子情報技術産業協会

リスクの
重要度評価

事業への
関連性の評価 優先順位付け

書面調査・データ分析 ヒアリング
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サステナブル調達教育
当社グループでは、サステナブル調達に関するeラーニングを

提供しています。2019年度の国内調達責任者の受講率は85.7％
となりました。また、社員に直接説明し、コミュニケーションする
機会も設けています。

1   SAQ実施
SAQの対象は購買実績のあるお取引先様（約10,000社）のうち

取引金額の上位1,070社から、専門家の業種別評価により、約600
社を選定しました。当社グループは、この約600社から、毎年約
200社のお取引先様の事業所を選定し、SAQ実施とその後のフ
ィードバックを進めることを目標としています。

2   サステナブル調達への賛同の確認
お取引先様と連携し改善への道を歩むため、当社グループの

サプライチェーンにおけるサステナブル調達の取り組みへの賛
同を確認させていただきます。

3   お取引先様へのご説明
当社では、隔年で約70社の主要なお取引先様に対し、経営計

画、事業方針、調達戦略などをご説明させていただいています。こ
の際、サプライチェーンにおけるサステナブル調達の取り組みに
関してもご案内する予定です。

活動計画
当社グループでは、ISO20400（持続可能な調達―手引き）を参

考に、調達活動計画を策定しています。2020年度からは、専門家
に支援を受け、お取引先様の事業所のリスクをSAQの回答を評価
することで、高リスクな事業所を特定し、書面によるフィード
バックや現場のモニタリングを行うサイクルを開始します。

KPI 累計実施企業数 目標年度

SAQを実施いただく
お取引先様の事業所の数

200社 2020年度

400社 2021年度

600社 2022年度

KPI 累計実施企業数 目標年度

お取引先様からの
サステナブル調達への
賛同の受託数

70社 2020年度

140社 2021年度

210社 2022年度

2   意識調査
当社グループにおける地域別の主要なお取引先様（183社）に

意識調査をお願いしました。
意識調査のお願い先は、当社グループの購買システム上、お取

引のあった約10,000社から抽出した、各主要拠点における取引金
額の上位企業（計260社）のうち、お客様に提供する製品・ソリュー
ションに必要な資材を購入している183社のお取引先様です。

意識調査では、「YOKOGAWAグ
ループサステナブル調達ガイド
ライン」の項目を基本とし人権・
労働/安全衛生/環境/倫理/紛争鉱
物/ヘルプラインに関する方針あ
るいは実施状況などについてア
ンケートを行いました。

返却いただいたお取引先様の
回答をもとに項目ごとに方針の有
無・実施状況・関連性などを点数化し比較して、お取引先様の業種や
地域による違いなどを確認しました。この結果を踏まえ、サステナブ
ル調達活動への取り組みの計画を策定しました。2020年度からは、
お取引先様によるセルフ・アセスメント（SAQ）を開始します。

購入額
上位企業様を抽出 業種別評価 サステナブル

調達活動3か年計画

約10,000社　1,070社 約600社を選定

取引情報集約 拠点別
優先順位付け 購入内容選別

約10,000社 260社を抽出 183社を選定

調査先企業数 意識調査返却企業数 意識調査返却率

183社 150社 82％

人権・労働

倫理

0 5 10

ヘルプライン

紛争鉱物

安全衛生

環境

グローバルエンタープライズ企業様
主に生産財の購入先となる企業様
主にソリューション資材の購入となる企業様
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紛争鉱物問題に関する取り組み

コンゴ民主共和国またはその周辺諸国から産出される一部
の鉱物（錫・タンタル・タングステン・金）は、サプライチェーン
を経由して流通することで、人権侵害、暴力行為などの不正を
行う武装勢力の資金源となっている場合があり、紛争鉱物と呼
ばれています。

YOKOGAWAは、これら武装勢力の資金源を断つことをサプ
ライチェーン全体で取り組むべき課題と認識し、製品に紛争鉱
物を使用しないコンフリクトフリーを目指します。なお、上記
の国々から産出される鉱物であっても、その全ての調達を禁止
するものではなく、武装勢力とは無関係と第三者機関に認定さ
れた精錬所によって精錬され、取引されたと考えられる鉱物
や、それに由来する適正な製品の調達については、継続して実
施していきます。

この課題に対応するため、YOKOGAWAでは、以下の取り組み
を進めています。

  2011年以降、社内体制を整え、活動を継続しています。
  業界団体であるJEITAの「責任ある鉱物調達検討会」にメンバーと
して参加し、企業間の連携や最新情報の把握に努めています。
   お客様の要望などを踏まえ、サプライヤー各社の協力のもと、
紛争鉱物の使用に関する調査を進めています。

  調査の結果、武装勢力の資金源となっている事実が判明した
場合、ただちにその使用回避に向けた取り組みを進めます。
今後も、YOKOGAWAは継続して責任ある鉱物調達に向けて

最大限努力していきます。

グリーン調達の推進

YOKOGAWAでは、事業活動のあらゆる面で持続可能な社会
の 構 築 に 貢 献 す る と い う 環 境 経 営 の 考 え 方 の も と

「YOKOGAWAグループグリーン調達ガイドライン」を作成し、
グリーン調達活動を推進しています。製品含有化学物質管理推
進体制を構築し、資材・部品に含有される化学物質について調
査・管理しています。

また、新規のお取引先様には説明会を開催し、啓発活動に努
めています。

コンプライアンス調達の強化

グループ共通のマネジメントルールとして、調達におけるコ
ンプライアンス遵守のための基準を定め、グループ会社の責任
者とコミュニケーションを密にして、グループ全体でコンプラ
イアンス調達の強化に取り組んでいます。また、取引基本契約
にコンプライアンス条項を明記しています。コンプライアンス
に違反、または、その疑いがあるとお取引先様が気づいた場合
の通報窓口として「ヘルプライン」を設置しています。

下請法の遵守

下請法を遵守するため、社外講習会の受講や、購買関係者を
対象にした、eラーニングによる自社オリジナルテキストの学
習および受講者の理解度確認用の簡易試験を定期的に実施し、
意識向上に努めています。また、各部署に責任者を設置し、下請
法に関する情報の共有を図り、遵守体制を構築しています。

調達BCPの実行

お客様が必要とする製品の安定供給は重要な社会的責任で
あるとの認識のもと、調達BCPの取り組みを進めています。お
取引先様の協力のもと、製品で使用する部材の生産地情報を調
査・管理することで、有事の際に速やかな対応ができるように
しています。主要な製品の重要部品については、お取引先様の
BCP対応の確認や安全在庫の確保を行うことで、調達リスクの
低減に努めています。

お取引先様とのパートナーシップの強化

横河電機では、定期的に主要なお取引先様の経営層の皆様と
交流を行い、パートナーシップの強化に努めています。

定期的に「パートナーズデー」を開催し、サステナブル調達の
取り組みなどについて説明しています。また、調達部門の主催
でお取引先様別の「部品展示会」や「技術セミナー」を開催し、お
取引先様の取扱商品や、市場動向および部品動向などについ
て、グループの各製品開発部署へ紹介する場として活用してい
ます。

パートナーズデー
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情報セキュリティ推進体制

YOKOGAWA では、ISO27001 の考え方をベースに情報セキュ
リティ活動を展開し、方針や施策は情報セキュリティ統括管理責
任者から各事業部／本部および関係会社に通達されます。また、
運用がルール通りに行われているかについて事務局による実地
確認などで把握し、必要な改善を図っています。

また、情報セキュリティを推進するため、YOKOGAWA の各事業
部・本部・関係会社に情報セキュリティ体制を整備し、円滑な情報
セキュリティ推進活動の鍵としてPDCA サイクルを回しています。

併せて、サイバー攻撃への対応力を高め、お客様が安全に安心し
て事業活動を継続できるよう、情報セキュリティ委員会を運営し

ています。この委員会は、製品を含めた各分野のサイバーセキュリ
ティ担当者で構成されており、グループ内での情報共有や最新動
向の把握に努めています。

人：情報セキュリティ教育の実施

情報を守るためには、社員一人ひとりの意識が重要です。手にし
た情報をどのように取り扱うか、自ら考え対策を実践できるよう、
YOKOGAWA ではeラーニングを活用した全社教育を毎年実施し、情
報セキュリティに関する最新の知識を共有し、セキュリティインシ
デント発生時の対応や、事例を通じた再発防止策を掲載した社内ニ
ュースを都度発行して社員へ周知しています。また、より実践的な内
容として、識者を招いた情報セキュリティに関する講演、標的型攻撃
対応に関する教育・訓練や、ライン・マネージャー向けの教育を行い、
その成果が日頃の情報セキュリティ活動へ反映されているかにつ
いて情報セキュリティ監査で確認しています。

IT：見えないところで守っていく

うっかり漏洩、知らないから誤用といった人間の過ちをITの仕
組みで防ぐとともに、外部からのサイバー攻撃への備えも多層化
して実施しています。

顧客プライバシー保護

YOKOGAWA では、お客様からお預かりした個人情報を適切に管
理し活用するために、個人情報保護方針を掲げ、ルールを整備して
います。併せて、グローバルで多様に変化する個人情報保護への要
件に対し、リスク軽減に取り組んでいます。

2019 年度において、顧客プライバシーの侵害および顧客データの
紛失に関して、各グループ会社からの報告を集約しているシステムに
おいて不服申し立てはありませんでした。

物：わかりやすく、安心に（構内セキュリティ）

情報セキュリティは「わかりやすい」ことが大切です。社員、来
訪者ごとに立ち入ることのできるエリアを明確にし、来訪者がゲ
ストエリア以外へ立ち入る際は「構内立入カード」を着用します。
オフィスエリアでは24 時間施錠の入退館管理で、本社構内の財
産・情報資産の保護に努めています。

また、個人認証で必要な時に必要なものだけ印刷する仕組み
MPS（Managed Print Service）により、印刷物の置き忘れや混入
を防いでいます。

情報セキュリティ
YOKOGAWA は、お客様と一体となってソリューションを提供しています。ステークホルダーの皆様から信頼いただいてお預かりする大切な情報を守るため、人・物・IT の観点から情報セキュリティ対策
に取り組んでいます。

セキュリティ対策

情報セキュリティ委員会

［IT］ 入口対策

［IT］ 出口対策

［物］ 構内セキュリティ強化

24時間施錠の入退館管理

［物］ 個人認証プリントシステム

必要な時に必要なものだけ印刷

ゲスト/オフィスエリアの明確化

［IT］ 内部対策

［IT］ ログ管理

ファイアウォール・侵入対策など

外部からの攻撃

インターネット

IN

構内立入カード

OUT

セキュリティパッチ・アンチウイルス・
メール誤送信防止＆暗号化ツールなど

業務用PC

迷惑メールフィルタ・
ウイルスチェックなど

URLフィルタなどメール

Web

［人］ 教育

全社員教育・訓練・講演・
マネージャー教育など

YOKOGAWA

情報セキュリティ委員会
・セキュリティインシデントへの
   対応方針の決定

・全社セキュリティ体制の整備と
  管理力強化

ISMS

経営監査

情報セキュリティ 
マネジメントシステム

情報インフラに関する
セキュリティインシデント管理

製品に関する
セキュリティインシデント管理

内部統制展開システムの1つ

・情報資産に対する内部不正や
  人的セキュリティ対策の
  取り組み

CSIRT
・サイバー攻撃の状況把握、  

取り組み　
・グローバルセキュリティ活動

製品セキュリティ担当部署
・製品のセキュリティ管理
・製品マネジメント規程の策定と維持

マーケティング担当部署
・ITセキュリティの最新
  動向のリサーチ

セキュリティビジネス
担当部署

・セキュリティビジネスの
  市場動向

委員長：情報システム担当役員
事務局：情報システム担当部長
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製品・サービスに関するセキュリティマネジメント

YOKOGAWAは、サイバー脅威への継続的な対策がお客様およ
び社会における重要な課題と認識し、製品およびサービスの提供
を通して、お客様とともに取り組んでいきます。Stuxnetマルウ
ェア以降、重要インフラを標的としたサイバー攻撃は当たり前の
出来事となってきました。こうしたサイバー攻撃は、重要インフ
ラを基盤とする現代社会において、私たちの生活や社会経済活動
への甚大な影響を引き起こしかねません。さらには、社会的な混
乱、環境や人命への影響まで想定されます。加えてTRITONマルウ
ェアの例が示すように、攻撃の技術進歩は止まることを知りませ
ん。こうした状況を受けて、YOKOGAWAはこれらサイバー空間に
起因する重要インフラのリスクを軽減するため、さまざまな活動
に取り組んでいます。

  当社制御システムの製品開発部門が、ISASecure SDLA認証
（Security Development Lifecycle Assurance)を取得しまし

た。この認証は、制御システム製品の開発プロセスがセキュア
な製品の開発に必要な要件を満たすことを第三者が評価する
認証で、国際標準規格IEC62443-4-1に準拠した開発が行われ
ていることを審査するものです。当社は、国内でこの認証を取
得した初めての制御システム製品サプライヤーとなります。

 システム導入
  シンガポールの拠点にセキュリティ技術の調査・研究を目的
と し たSecurity Competence Laboratory (SCL)を 設 置 し て
います。SCLではYOKOGAWAのセキュリティ対策の有効性
の実証や、お客様のセキュリティ対策導入サポートを行って
います。また、各国拠点でエンジニアへのセキュリティ教育を
提供しています。これらの取り組みにより、セキュリティの均
質な実装と、より安全なシステムインテグレーションを実現
していきます。

システム運用
  IEC62443など業界のセキュリティスタンダードに基づき、セキュリ
ティライフサイクルアプローチを構築し、制御システムのセキュリ
ティ状況監視サービス、制御システムに特化したSOCサービス、
バックアップサービスなど、お客様のサイバー空間におけるリスク
を軽減するためのセキュリティソリューションを提供しています。

PSIRT（Product Security Incident Response Team）
  製品に関わる脆弱性情報を広く情報収集し、入手した情報を
グループに展開し、製品への影響を調査します。製品への影響
が確認された脆弱性については、影響と対策情報をお客様に開
示し、お客様のセキュリティ活動を支援しています。

主な取り組み

製品開発からシステム導入、システム運用までをシステムの
ライフサイクルと捉え、ライフサイクルを通してお客様のセキュ
リティ活動を支援することで、サイバー空間に起因する重要イン
フラのリスク軽減に取り組んでいます。

 製品開発
  セキュリティ対策の基本方針と対策基準を設け、それらを開
発プロセスに組み込み、製品からの脆弱性排除とセキュリテ
ィ向上に取り組んでいます。

  セ キ ュ リ テ ィ 品 質 確 保 の た め、主 要 製 品 のCENTUM VPと
ProSafe-RSでは国際的なセキュリティ認証推進組織ISCIの
ISASecure EDSA認証を取得しています。

ISASecure SDLA認証 合格証

Security Competence Laboratory (SCL)

セキュリティライフサイクル

セキュリティリスクアセスメント
ネットワーク調査解析

プラントセキュリティ
ライフサイクル
サービス

セキュア設計・実装

運用支援・見守りサービス 維持管理サポート
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品質保証の基本方針

1   創業の精神である「品質第一主義」に基づくお客様重視、お
よび経営品質向上による「健全で利益ある経営」の実現を
目的とする品質マネジメントを実行する。

2   法令・規制要求事項およびお客様要求事項を満たす製品を
提供する。

3   国際規格ISO9001の要求事項に適合する適正水準の品質マネ
ジメントを確立・実行し、その有効性を継続的に改善する。

4   すべての組織および要員の成果によってお客様満足を向
上する。そのために、一人ひとりが「品質第一の心」をもっ
て良質な仕事を行う。

5   組織の長は、担当業務品質に直接的責任を負う。これには
資源が使用できることを確実にすることを含む。

確 保しています。流 量 校 正 装置に関しては、Japan Calibration 
Service System（JCSS：計量法校正事業者登録制度）の認定を国内
で初めて取得しています。

YOKOGAWA品質月間
日本では、1960年に日本科学技術連盟、日本規

格協会、日本生産性本部、日本能率協会が、毎年
11月を品質月間に定めました。YOKOGAWAでも
継続して活動を行ってきましたが、さらに6月を
加え、毎年6月と11月を「YOKOGAWA品質月間」
に定めて、グループで活動を展開しています。「品
質第一の心」を浸透させるために「品質第一の
心」をイメージしたポスターを掲示し、品質の重要性を伝えるメッ
セージを標語にして配信しています。生産拠点ではこの標語を毎
日唱和するなど、「品質第一の心」を確認しています。

YOKOGAWA QA手帳
品質を維持向上するため、日々の作業に関する心構えをわかりや

すく解説する「QA手帳」を作成しました。グループで運用できるよう
に５ヶ国語に展開しています。作業者は常に持ち歩き、「品質第一の
心」を確認しています。

品質保証の活動

YOKOGAWAは創業以来、お客様に満足いただける製品・ソ
リューションをお届けするため、開発・企画・設計・製造から販売・
サービスまでの各プロセスで、品質マネジメントシステムを構築
してきました。1992年にはISO9001の認証を取得し、国内および
海外の主要グループ会社でも、ISO9001の認証を取得していま
す。製品のサポートについては、お客様のさまざまな問題やトラ
ブルに、24時間365日迅速にスペシャリストが対応しています。
グローバルレスポンスセンターにより、お客様設備の安全を絶え
ず見守るサービス体制を、グローバルに展開しています。また、
YOKOGAWAの品質保証体制の中で計測器のトレーサビリティを

この3つの要素すべてが調和することで、初めてお客様の満足
と 永 続 的 な 信 頼 を 得 る こ と が で き る と 考 え て い ま す。特 に
YOKOGAWAの高い品質を守るためには、「品質第一の心」が重要
と考えています。「品質第一の心」をもつことの重要性をグループ
全社員が認識し、グループ共通のルールや考え方のもと各業務の
中で、品質をつくりこんでいます。

世界同一品質を目指して

YOKOGAWAは、高品質な製品とソリューションを世界同一品
質で提供することで、お客様に満足していただいています。これ
を支えるのは、100年以上守り続けてきた創業の精神である

「品質第一主義」です。品質マネジメントの基本的な考え方は、
QA、QI、Qmの3つの輪で構成されています。

品質保証
品質保証(QA)の輪

「品質がすべてに優先する」と
いう考えのもと、お客様により
良いものを永続的に提供して
います。

品質改善(QI)の輪
「世界同一品質」の製品とサー

ビスを提供する体制づくりに取り組んでいます。

品質第一の心(Qm)の輪
社員一人ひとりが創業の精神である「品質第一の心」を持っています。

品質マネジメント３つの輪

Quality Assurance
品質保証

QA

Qm

QI

Quality mind
品質第一の心

Quality Improvement
品質改善

品質月間ポスター

製造作業者向け「 QA 手帳」
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データ・企業概要

サステナビリティデータ　　第三者保証　　企業概要

本章では、社会・環境データ、第三者保証、編集方針などを掲載しています。
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 サステナビリティデータ　　第三者保証　　企業概要

サステナビリティデータ
社会データ

データ項目 2015 2016 2017 2018 2019

従業員数（人） 連結 18,646 18,329 18,290 17,848 18,107 
単体 2,502 2,537 2,590 2,574 2,496

マネージャーに占める女性比率（％） 連結 ― ― 9.9 9.4 10.2
単体 3.2 3.5 4.3 5.4 6.3 

従業員に占める女性比率（％） 連結 ― ― 21.2 21.9 21.7 
単体 13.9 14.3 14.7 15.5 16.5 

障害者雇用率（％）
国内 2.03

（2016/6）
2.10

（2017/6）
2.31

（2018/6）
2.27

（2019/6）
2.27

（2020/6）
労働組合組織率（％） 単体 74.2 74.7 74.8 73.7 73.1

データ項目 2015 2016 2017 2018 2019
休業災害発生率
（休業災害件数÷延べ実労働時間数×100万）

連結 0.38 0.46 0.33 0.28 0.34
派遣・請負 0.35 0.17 0.34 0.46 0.28

死亡災害発生件数（件）
連結 0 0 0 0 0
派遣・請負 0 0 0 0 0 

寄付・コミュニティ投資（百万円）

金銭寄付 97.4 127.8 127.1 194.3 184.4
社員の参加・派遣 3.4 5.6 1.4 1.7 1.0 
現物寄付・施設開放 5.7 12.2 14.3 7.4 45.9
管理費用 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 
国内 86.6 110.7 106.4 178.9 175.6
海外 38.0 52.9 54.4 42.5 73.7
合計 124.5 163.6 160.8 221.4 249.3

データ項目 2015 2016 2017 2018 2019

エネルギー使用量（GJ）

国内 734,828 684,692 676,375 684,085 632,217
海外 818,109 810,126 829,572 854,898 831,180
合計 1,552,937 1,494,818 1,505,947 1,538,983 1,463,397
売上高原単位（GJ/億円） 375 382 370 381 362

再生可能エネルギー使用量（kWh） 太陽光発電 68,817 55,726 83,288 130,915 111,948

温室効果ガス排出量（t-CO2e）

国内 38,695 36,119 35,185 34,447 30,745
海外 50,784 48,251 49,697 49,439 48,025
合計 89,479 84,370 84,882 83,886 78,770
売上高原単位（t-CO2e/億円） 21.63 21.56 20.88 20.78 19.48
Scope 1 12,153 12,580 15,412 15,015 14,000
Scope 2 77,326 71,790 69,470 68,871 64,770

データ項目 2015 2016 2017 2018 2019

水資源投入量（千㎥）

国内 342 314 319 316 247
海外 275 285 296 245 266
合計 617 600 615 561 513
売上高原単位（千㎥/億円） 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13

排水量（千㎥）
国内 256 235 236 267 246
海外 268 277 282 232 228
合計 525 512 518 499 474

廃棄物発生量（t）

国内 1,926 2,321 2,350 2,566 2,414
海外 2,278 2,186 2,455 2,624 2,499
合計 4,204 4,507 4,805 5,190 4,913
売上高原単位（t/億円） 1.02 1.15 1.18 1.29 1.22

非有害廃棄物（t）

リサイクル 2,603 2,937 3,224 3,528 3,333
焼却 113 129 138 126 393
埋立 920 888 720 784 613
合計 3,636 3,954 4,082 4,438 4,339

有害廃棄物（t） 568 553 723 752 574

環境データ

データ項目 区分 カテゴリー 2018 2019

サプライチェーン温室効果ガス排出量
Scope３（t-CO2e）

（―）は対象外

上流

1 購入した商品とサービス 192,606 204,683
2 資本財 23,749 29,874
3 Scope１または２に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 7,631 7,178
4 輸送と配送 18,594 17,325
5 事業で発生する廃棄物 1,000 947
6 出張 19,301 17,750
7 従業員の通勤 7,950 7,385
8 リース資産 ― ―

下流

9 輸送と配送 ― ―
10 販売した製品の処理 ― ―
11 販売した製品の使用 533,414 617,473
12 販売した製品の廃棄 1,007 1,131
13 リース資産 ― ―
14 フランチャイズ ― ―
15 投資 ― ―

合計 805,252 903,747
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第三者保証
YOKOGAWA は、社会・環境データの信頼性向上のため、外部の第三者（ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド）による保証を受けています。
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企業概要
● 商号 横河電機株式会社

● 英文社名 Yokogawa Electric Corporation

● 代表取締役社長 奈良　寿

● 本社所在地 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32

● 創立 1915年9月1日

● 設立 1920年12月1日

● 資本金 434億105万円

● 従業員数 18,107名（連結）
  2,496名（単体）

● 関係会社数 海外104社
国内  10社

（2020年3月31日現在）

編集方針
本レポートでは、YOKOGAWAグループのサステナビリティ情報について開示しています。掲載内容について

は、サステナビリティ情報開示の国際的ガイドラインであるGRIスタンダードの中核オプションに準拠するとと
もに、ステークホルダーの意見を取り入れ、YOKOGAWAの重点課題について開示しています。また、情報の信頼性
を高めるために第三者保証を取得しています。

今年度は、YOKOGAWAのサステナビリティ目標に関する考え方の説明を拡充するとともに、COVID-19への対
応など、世界の課題に対してYOKOGAWAが事業を通じてどのように取り組んでいるのかについて、具体的な事例
も織り交ぜて紹介しています。特に、デジタル技術による新たな取り組みをハイライトしました。また、人権やサ
プライチェーンマネジメントの取り組みなどを「バリューチェーンにおける責任」として開示を拡充しました。

サステナビリティの取り組みをコンパクトにご覧になりたい方は「YOKOGAWAサステナビリティブック」を、
財務情報や経営戦略と関連性の高いESG情報については「YOKOGAWAレポート（アニュアルレポート）」をご参照
ください。GRIスタンダード対照表はwebサイトに掲載しています。

● 対象期間
　 2019年度（2019年4月1日〜 2020年3月31日）
　 過去の主要な活動や、2020年度の最新情報も一部含みます。
● 対象範囲
　 横河電機株式会社および国内、海外の連結対象会社
　 対象範囲の異なるデータについては、各記載箇所に明記します。
● 発行時期
　 2020年10月（年1回発行）
● 想定している読者
　 お客様、株主・投資家、お取引先様、社員、地域社会、NPO・NGO、行政など幅広いステークホルダー（利害関係者）
● 社名標記について
　 「YOKOGAWA」／「YOKOGAWAグループ」／「連結」は、横河電機株式会社および国内・海外の連結対象会社を指します。
　 「横河電機」／「単体」は、横河電機株式会社を指します。
● 参照ガイドライン
　 ・「GRI スタンダード」（Global Reporting Initiative）
　 ・「環境報告ガイドライン（2018 年版）」（環境省）
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