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昨今，DX（デジタルトランスフォーメーション）の話題が注目を浴びているが，主としてデジタルデータ自体

が産み出す（IT: Information Technology）インテリジェンスにフォーカスされることが多い。一方，製造分野に

おいては，このインテリジェンスを各専門分野の有識者が “ 腹落ち ” し，操業（OT: Operational Technology）に

適用することで，はじめて DX としての価値が産み出されている。

即ち，ものづくりの現場では，IT と OT を融合（コンバージェンス）させ，DX を最大化していくための取り

組みが必要であり，YOKOGAWA はお客様との数多くの共創プロジェクトから，この技術やノウハウを磨いてきた。

本特集号では，この IT/OT コンバージェンスにおける横河の取り組み，要素技術ならびにソリューション事例を

紹介する。

Although “digital transformation” (DX) has become a buzzword recently, the term is usually 
used to mean intelligence derived from digital data itself. In the manufacturing industry, 
however, the value of DX can be gained only when experts in each field fully understand and 
accept the intelligence and apply it to operations.

In other words, at manufacturing sites, efforts are needed to maximize the effects of DX 
through integrating and converging information technology (IT) and operational technology (OT). 
Thus, Yokogawa has refined related technology and know-how through many co-creation projects 
with customers. This special issue of Technical Report introduces Yokogawa’s efforts, elemental 
technologies and solution examples in the area where IT and OT converge.

1. はじめに

近年，製造業を取り巻く環境は著しく変化している。
企業は，DX（デジタルトランスフォーメーション）の活
用により，経営と現場の革新活動から産み出される新た
な価値づくりを目指している (1)。もともとは，IoT（Internet 
of Things）技術やクラウド，そして AI 等の技術革新と，
オープンイノベーションによるスピード化と，高付加価
値化への志向がトリガーとなった。DX は，デジタルデー
タ自体が持つ活用価値（複製・加工・通信・保存の利便性）
と，データの高度処理の連鎖によってイノベーションを
創造することであり，企業価値の向上に寄与すると考え
られている。

しかし，ここで忘れてはならないのはデジタルデータ
の発生源とそこから産み出される価値を活かす先は，デ

ジタルが躍動するサイバーワールドではなく，リアル
ワールド（現場・経営の最前線）であるということである。
サイバー（IT: Information Technology）ワールドはリア
ルワールドを再現するミラー，即ちデジタルツイン (2) で
あり，かつ時間を過去・現在・未来の間で自由に操作し，
シミュレートすることを可能とする。これによりリアル
ワールドの挙動を予測し，最適な意思決定を適時に下す。
そして，その決定した意思の実行先はリアルワールドで
あり，これが操業（OT: Operational Technology）そのも
のとなる。

このデジタルツイン環境による真の変革を起こすため
には，次の５つのポイントが重要と考えている。これら
のポイントが，まさに IT/OT コンバージェンス（融合）
による DX 実現のキーポイントに他ならない。
(1)  リアルワールドが，正確にサイバーワールドにデジタ

ル写像（センシングとモデリング）されているか。
(2)   サイバーワールドから新たなインテリジェンス（知識）

を見出せるか。
(3)   産み出されたインテリジェンスが，既知の理論やナ
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レッジ，経営と操業の経験則と照らし合わせた上で磨
かれる。さらに，現場や経営のドメイン有識者がその
インテリジェンスを “ 腹落ち ” し，新たな知恵にでき
るか（センスメイキング）(3)。

(4)   新たな知恵に基づく意思決定を，安全かつ自動・半自
動でリアルワールドに適用できるか。

(5)  操業の安全性・信頼性が維持された上で，それに関わ
るデータとシステム（IT）のセキュリティが担保され
ているか。

これらの５つのポイントは，2015 年より YOKOGAWA
が提唱している産業用 IoT リファレンスモデル（図 1）
を展開する上で重要な要素である。図 1 において，外
縁ループである Innovation System の要件と，内縁で示
される制御に代表される操業における Mission Critical 
System のループを相互に補完連携させることにより，操
業に革新と安全・安心をもたらす DX の実現を目指して
いる。

YOKOGAWA は，特に製造業の操業分野において数多
くのプロジェクトをお客様と経験すると同時に，安全・
安心な操業を実現してきた。また IT 分野においても，前
述の産業用 IoT リファレンスモデルに沿ったソリュー
ションのリリースならびに操業に適用するプロジェクト
をお客様と共に進め，お客様の DX 実現に寄与してきた。
本特集号では，この IT/OT コンバージェンスによる DX
実現のための要点とその実用事例について紹介する。

2. IT/OT コンバージェンスによる DX 実現のポイント

前 述 の 通 り，DX 実 現 に お い て は 次 の (1) ～ (5) の
５つのポイントが重要となる。ここでは，その内容と
YOKOGAWA の取り組みについて解説する。

(1) 正確なデジタル写像
現実の世界（リアルワールド）の課題を解決するため
には，俯瞰的かつ詳細に現実の世界をとらえる必要が
ある。リアルワールドにおいて絡み合った課題を，そ
のまま論理的に捉えることは極めて難しいため，サイ
バーワールドにリアルワールドを正確に写像する。そ
の上で，対象となる課題をサイバーワールドで再現
し，真の課題を見出していくことが一つのアプローチ
である。正確に写像を行うためには，現実の世界から
得られる大量のデータと，数学や自然科学，そして工
学等のナレッジを基にリアルワールドを数理モデル化
し，そのモデルの状態をデジタルデータとして表現す
ることが必要となる。その際，これら一連のプロセス
を，現実的なコスト制約範囲内で，かつ継続的に維持
できるかが重要となる。YOKOGAWA は，数理モデル
化においてはシミュレータの構築・運用技術とそのソ
リューションを有しており，特にプロセス産業向け
には数多くの実績がある（運転訓練シミュレータ，ミ
ラープラント，Petro-SIM，3D シミュレータ）。3D シ
ミュレータについては最新の適用事例も出ており，こ
ちらについては，本特集号の「仮想現実プラントを活
用した運転員・保全員の統合トレーニング環境」の論
文を参照されたい。
また，YOKOGAWA ではこの数理モデル化自体をデー
タ駆動型による半自動化に成功し，これによりデー
タサイエンティスト等の作業軽減と標準化に結び付
け，モデル構築の短期化と均一化を実現している

（DDMOnEX: Data Driven Modeling for Optimization）。
数理モデルの状態とリアルワールドを同期させるため
には，リアルワールドの状態をデジタルデータとして
捉える必要がある。ここでは，センシング技術が重要

図 1 YOKOGAWA が提唱する産業用 IoT リファレンスモデル（2015）
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な役割を果す。現実の世界で利用されるセンサには “ 正
確に測る ” という基本機能の他，防爆機能や耐環境性，
ならびに無線技術による利便性等，多岐にわたる技術
要件がある。YOKOGAWA は，操業に求められるセン
シング技術を磨き，これらの要件に対応してきた。ま
た，この技術を活用し，主として設備を対象とした産
業用 IoT センサも開発・発売し，リアルワールドの状
態を正しく写像させることを実現している。この産業
用 IoT センサ（Sushi Sensor）については，本特集号の「セ
ンスメイキングを実現する IIoT ソリューション “Sushi 
Sensor”」，「産業用 IoT 向け Sushi Sensor 温度センサ・
圧力センサ」の論文を参照されたい。

(2) 新たなインテリジェンスの発見
リアルワールドと同期しているサイバーワールドは，
過去から現在までのデータと既知のナレッジにより構
築されている。サイバーワールドの利点は，操業にお
ける操作変数を任意に変更し，モデル状態をシミュ
レーションすることが可能ということである。時間を
過去から現在，そして未来に操作することも可能であ
り，将来のモデルの状態もそのダイナミズム性も含め
て予測することが可能である。
しかしながら，このシミュレーションモデルとリアル
ワールドの間ではデータに差異が出る場合がある。こ
の差異自体に “再現性があり”，リアルワールドにおけ
る対象課題の KPI（例えば，プラントの収率，エネル
ギー消費量，製品品質等）に対する “ 数値的影響が大
きい ” 場合は，シミュレーションモデルとして不完全
性があるということになる。そして，この不完全性の
確認・解決こそがインテリジェンスの創出であり，こ
れが新たなイノベーションへとつながっていく。この
インテリジェンスの創出においては，リアルワールド
とサイバーワールドの両ドメインの知識をもった人材
の参画が必要である。複数のメンバが所属をこえて共
創（Co-innovation）を進めることが効率的であり，か
つ高い付加価値の創造につながる。
なお，イノベーション創出の際には次のことを確認す
ることが望まれる。

(a) データの正確性
センサから正確なデータを測定できているか ?

(b) データの不足
リアルワールドを “ 正確に写像 ” する上で，センシン
グ箇所とデータの時間軸において抜けがないか ?

(c) 論理の不足
センサから得られ，集められたデータに対して統計解
析ならびに AI 等の技術を施し，現在の数理モデルに追
加すべき再現性のある論理を見出せるか ?

(d) 感度解析
不足していたデータおよび論理が，対象課題の KPI に

対する数値的影響度（感度解析）を捉えているか ?
(e) モデルとの不一致

リアルワールドにおける対象（プラント，ユニット等）
が時間経過（経年劣化等）とともに，数理モデルとズ
レていないか ?
上記作業を繰り返しながら，対象課題を解決するイン
テリリジェンスを創出していく。

(3) センスメイキング
(2) の過程で得られたインテリジェンスは，データと数
値モデルという抽象化によって創出されたデジタルイ
ンテリジェンスである。ここで得られたインテリジェ
ンスをリアルワールドにて実行するためには，越えな
ければならない一つの壁がある。
それが , ドメインナレッジを持つ知見者によるインテ
リジェンスの腹落ち（センスメイキング）である。複
雑に絡まった現実の課題に対する解（インテリジェン
ス）の腹落ちであるため，(2) の作業と同様に組織・部
門を超えた共創型の活動として進める必要がある。こ
の活動こそが，IT/OT コンバージェンスであるともい
える。ここでセンスメイキングされたインテリジェン
スは知恵に昇華され，活用がさらに広がることとなる。
YOKOGAWA では，“(2) 新たなインテリジェンスを見出
す ”，“(3) センスメイキング ” の過程を，お客様やパー
トナとともに数多くの先進的なプロジェクトにて進め
ている。本特集号においても，「お客様との “ 価値共創 ”
によるデータの “ インテリジェンス化 ” への挑戦」の
論文にてその事例を紹介するので，参照されたい。

(4) 意思決定の実行
センスメイキングされた知恵は，リアルワールドで実
行されてこそ価値創出，即ち DX の体現となる。この
知恵はいわゆる “What” である。リアルワールドにおい
てどのように “What” を実現するかにおいて “How” が
必要になるが，これは操業そのものである。この How
の要素が確立していなければ，その DX の価値を享受
できない。
一例として，安定性を欠く制御系に対して，(1) ～ (3)
の手順を踏み，制御の設定値を現行より５％変更する
ことが望ましいという知恵が，デジタルツインから得
られたとする。操業の安定性を維持しながら，この設
定値を現在の値から目的値まで１％毎に変更・制御性
追随確認をするか，あるいは別の手法をとるか，まさ
しく操業のノウハウである。
YOKOGAWA は IT/OT の知見・技術・経験を持って，
お客様と共にこの知恵を操業可能なレベルまで磨き上
げ，お客様の DX 実現を支援することに日々取り組ん
でいる。本特集号においても，操業の中のフィールド
ワーク作業について取り組んでいる内容を「デジタル
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トランスフォーメーション時代におけるフィールド
ワークサポート」の論文にて紹介するので参考にされ
たい。

(5) セキュリティ
リアルワールドとサイバーワールドが “ つながる ” こ
とによる効用がある反面，“ つながる ” ことから生じる
新たな課題がある。その一つがサイバーセキュリティ
である。いわゆる操業の安定性・信頼性を維持した上で，
IT 技術の導入を進めていくためには，IT/OT の双方の
知識を持って取り組む必要がある。現実に製造業を対
象としてサイバー攻撃が行われている中，現場の IT 基
盤を運用する担当者と情報システム部門，そして各ベ
ンダーとの連携によって，サイバー攻撃のリスクを低
減させる必要がある。さらに，インシデントが発生し
た際には，予め用意された対策を迅速にとる必要があ
る。YOKOGAWA では，長きにわたり実現してきた 24
時間 /365 日の操業系の仕組みと IT との連携について，
お客様と共に構築し，対応をとってきた。この現場の
運用に則した対応については，本特集号の「現場の実
情調査から導き出した最適解 つながる，つなげる時代
の工場・プラントのサイバーセキュリティ対策」の論
文にて，事例をベースに紹介する。

3. おわりに

本稿では，産業界における DX の効用，ならびにそこ
で考慮すべき５つのポイントを論じてきた。

DX の過程で産まれるインテリジェンスはサイバー
ワールドではなく，リアルワールドで実行されて初めて
価値がでる。それゆえ，インテリジェンスは操業の視点
でセンスメイキングされ，実行されるべきである。また，
それを支える IT/OT の基盤は，セキュリティが担保され，

操業上の安定性・信頼性を維持した上で高度化されてい
く必要がある。

今後，IT/OT のコンバージェンスが進むに従い，操業
レベルの高度化，安定化がより進むであろう。一方，操
業を取り巻く環境は，グローバルサプライチェーンの拡
大や，エネルギー資源の多様化，SDGs への追従など，時
代に応じて日々変化していく。即ち，恒常的に有効な
最適操業などは存在しない。常に変わりゆく制約条件
の下，最適な操業を探索・実行する OODA ループをア
ジャイルに廻し，操業に落とし込んでいくことが肝要と
なる。これは，前述の産業用 IoT リファレンスモデルの
Innovation System を操業の Mission Critical System と相
互に補完連携させた上で，OODA ループにて廻し，DX を
実現するということである。

YOKOGAWA は，Co-innovating tomorrow の コ ー ポ
レートスローガンの下，お客様，パートナ様と共に，こ
の DX の実現に向けて今後も取り組んでいく。
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