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世の中では AI 技術の目覚ましい発展により新たな価値の創造が行われている。IA（Industrial Automation）業

界に目を転じると，IIoT（Industrial Internet of Things）技術の発展による測定データの増大，操業対象範囲の拡大，

材料の品質のばらつき，熟練技術員の不足，といった様々な問題が生じており，AI 技術を活用してこれらの問題

を解決することが望まれている。そのような中，YOKOGAWA は，AI 技術を活用して測定データを分析するだけ

に留まらず，ドメイン知識を活用してお客様の目標を達成できる操業を実現することまでを目指している。この

特徴を，「今を知り，将来を予測し，操業を最適化する」としてまとめ，AI Vision として発信している。

本稿では，この AI Vision の下，YOKOGAWA が提供する AI 関連技術や製品と，それを用いて課題を解決した

実績を報告する。さらに，プラント操業を自動化するというような，将来を見据えた技術への取り組みについて

も紹介する。

Remarkably advancing AI technology is accelerating the creation of new value all over the 
world. Meanwhile, in the Industrial Automation (IA) industry, various problems are occurring 
such as a wider range of operation targets and a greater volume of measurement data obtained 
with the spread of Industrial Internet of Things (IIoT) technology, as well as fluctuation in 
material quality and shortage of skilled engineers. To solve these problems, there are increasing 
expectations for the use of AI technology. Under these circumstances, Yokogawa is working to 
help customers to improve their various operations not only by analyzing measurement data 
based on AI technology but also by using Yokogawa’s domain knowledge. Yokogawa established 
this concept as its AI Vision, with the key phrase of “knowing the present, predicting the future, 
and optimizing operations.”

This paper describes Yokogawa’s AI technologies and products, and achievements under this 
concept, as well as its commitment to future technologies including automated plant operations.

1. はじめに

近 年，AI 技 術（Artificial Intelligence Technology） と
コンピューティングパワーの目覚ましい発展により，金
融・流通・医療から製造業や農業までといった幅広い分
野において，それらの技術を活用することが期待されてい
る（図 1）。しかし，国内外ともに自社プロセスの一部を
AI 技術で自動化できた企業は全体の 10% 程度に留まって
おり，多くが未だパイロットプロジェクトの段階にあるの
が実情である (1)。その一方で，AI 技術によって 2020 年
には，180 万件の雇用が喪失されるものの，新たに 230
万件の雇用が創出され，実質的な雇用機会は増加すると
言われている。さらに 2021 年には，AI 技術による強化

で２兆 9,000 億ドルのビジネス価値が生み出され，2022
年までには，主として非定型業務に携わる従業員の５人に
１人は，業務の遂行において AI に依存するようになると
推測されている (2)。また，2025 年になると，現場実習の
67% が AI によって排除されるため，研修・能力開発予算
の 47% は不要になるとも言われている (3)。

図 1 AI 技術の主な活用分野
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AI 技術が大きな注目を浴びている理由は，『人の代わ
りにタスクを実行する』という新しい価値を創出できる
ツールだからである。特に，AI 技術は未知の事象につい
てではなく，人が既に経験した事象に対する問題点を浮
き彫りにすることに強みを有している。図 2 に示すよう
に，人は一部の限られた情報から問題点を類推できると
いう特徴を持っている。しかし，もし多眼で全ての情報
を見ることができれば，なかには類推せずに問題点を浮
き彫りにできる事象がある。これを AI が人の代わりに行
うことによって，新たな価値を創出することができる。

図 2 AI 技術の特徴

また，AI 技術は，特化型と汎用型に大別される。特化
型 AI は『弱い AI』とも呼ばれ，個別の領域に特化して能
力を発揮できる AI 技術である。また，汎用型 AI は『強い
AI』とも呼ばれ，異なる領域で多様かつ複雑な問題を解
決できる AI 技術である。現在は前者が主流であり，さら
に AI 技術だけでなく特定のドメインにおける人の知識を
融合することによって，優れた結果を出すことができる。

IA（Industrial Automation） 業 界 に お い て も，IIoT
（Industrial Internet of Things）技術の発展により，膨大
な量のデータが蓄積される様になってきている。例えば，
石油精製プラントにおいては１日当たり 1 TB ものデータ
が生成されている。しかし，生成されているデータの中
で実際に活用されているデータは，全体の５% 以下に留
まっているのが実情である (4)。そのような，現在はまだ
活用されていないデータを利用して，プラントの生産性
拡大，運用の安定化と効率化などの実現を目指して，AI
技術の活用が期待されている。特に，既設プラントにお
いて，予期せぬ機器の故障や異常の発生により引き起こ
されるダウンタイムや事故は，プラントの生産計画に甚
大な影響をもたらす。このような当初想定していない運
転中断を防止しつつ，効率的な運用によってプラントの
収益を向上することが求められている。

また，多くのプラントでは，定年退職などによる熟練
技術者不足にも直面している。熟練技術者だけが持つ運
転ノウハウは，長年の経験に基づいたものであり，次世
代の技術者に単純に伝達できるものではない。そこで，
技術の伝達をサポートする手段の一つとして，AI 技術が
期待されている。

本稿では，IA 業界からの要求に対する，YOKOGAWA
の AI 技術活用への思いと，お客様に提供しているサービ

スや製品について紹介する。また，それぞれのサービス
と製品と本特集号の各論文との関連も示す。

2. YOKOGAWA の AI 活用のポリシーと AI Vision

2.1 YOKOGAWA の AI 活用ポリシー
YOKOGAWA は， 創 業 以 来 DCS（Distributed Control 

System）と計測機器によって数多くのお客様プロセスの
制御と監視を行ってきている。そこでは，計測機器が測
定した圧力・温度・流量などの時系列データを取り扱っ
ており，時系列データに関する解析には豊富な経験と実
績を持っている。さらに，長年にわたり蓄積してきた多
種多様なプロセスに関する制御や設備などについて上質
なドメイン知識も有しており，このドメイン知識を，AI
技術を使ったデータ解析に適用している。そのことに
よって，YOKOGAWA はデータ解析によって得られた結
果から，対象とするプロセスを構成するどの設備のどの
特性が解決すべきポイント（勘所）なのかを特定するこ
とができる。さらに，特定したポイントに対してお客様
のプロセスの操業に合わせたソリューションを責任もっ
て導き出し，お客様の目標を達成することができる (5)。

図 3 は，YOKOGAWA に お け る AI 技 術 を 含 め た
データ解析への取り組み状況を整理したものである。
YOKOGAWA は，従来から圧力・温度・流量などの時系
列の定量データ，特に時系列データを対象に，モデリン
グやデータ活用技術などを使ってデータを解析していた。
その場合，単にデータを解析するだけではなく，プロセ
ス分野のドメイン知識を解析結果と組み合わせることで，
操業改善，品質安定化，予知保全などのサービスにつな
げていた。近年はデータ解析技術の１つとして AI 技術も
活用するようになり，データ解析の幅が広がっている。
今後，定量データに加えて，解析の対象となるデータを
画像，音声，テキストなどの定性データに広げることで，
新しいサービスにつなげることができると考えている (5)。

図 3 YOKOGAWA における AI 活用ポリシー
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た (4)。この Vision には，計測された個々のデータを集約
して解析することによって現在の状況を明らかにし，そ
のうえで対象としているプロセスに適した AI 技術を採
用して将来のプロセス操業の方向性を提示する。そこに
YOKOGAWA のプロセスに関する知見や知識を加えて解
釈や意味づけを行い，お客様の目標を達成できる最適な
操業を実現する，という思いが込められている。

そのため，この AI Vision では，YOKOGAWA の AI 技
術を支える４つのキーコンポーネントを，次のように定
義している (4)。

 ● スマートセンシング
過酷な環境でも，高信頼かつ持続的にデータを収集で
きるデバイスを提供する。

 ● アドバンスドアナリティクス
バラバラに独立して存在しているプロセスデータを集
約し，単体では意味が無かったデータにインテリジェ
ンスを持たせて解析する。

 ● ドメインナレッジ
創業以来，蓄積してきたプロセス産業の専門知識と経
験に基づき，プラントの特性に適した AI 技術を活用
および適用する。

 ● アチーブメント
豊富で良質なドメインナレッジに基づき，解析結果に
対する解釈や意味づけを行い，お客様のプロセス全体
の操業に反映して目標達成を強力に支援する。

こ の AI Vision に つ い て は，2019 年 に 開 催 さ れ た
IIFES2019 に お い て，YOKOGAWA の 共 通 メ ッ セ ー ジ
として発信しており，また，AI 技術に関する製品や
ケーススタディも含めて Web サイトで公開している

（図 4）(4)(6)(7)。

図 4 YOKOGAWA の AI Vision

2.3 AI CoE
YOKOGAWA は，IA 分野における AI イノベーションを

促進し，お客様の課題やニーズに焦点を当てたビジネス
や技術の開発を加速化するために，YOKOGAWA グルー
プ全体を横断した組織 AI CoE（Center of Excellence）を
設立し，活動を展開している（図 5）。

図 5 AI CoE

AI CoE は，図 5 に示すとおり，ⒶからⒺの５つの機能
を持つ。また，YOKOGAWA 全体に関わる案件については，
全社の各事業体から選出された代表者から構成される意
思決定機関『ステアリングコミッティ』において，最善
の方策を選択する。

AI CoE は，将来に目を向けた方針を立て，継続的な
ビジネスや技術開発を可能にすることを求められてい
る。そのため，営業・マーケティング・開発が一体と
なった継続的なビジネスを展開することを目的として，
YOKOGAWA の AI に関する統一見解をまとめた AI Vision
を発信するなど，７つの役割を担っている。

3. YOKOGAWA の AI 技術への取り組み

3.1 YOKOGAWA が提供するサービスと製品
YOKOGAWA は，対象をプラントに絞ったプラント特

化型 AI 技術として，設備の予知保全とプロセスの品質安
定化に貢献できる製品をリリースしている（図 6）。

図 6 YOKOGAWA の AI 関連製品
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な製品を生産できるようにプロセスデータを解析し，品
質に関わる要因を特定することができる。これらの製品
を活用した事例については，本特集号の「石油精製，石
油化学分野での AI 活用」，「製造環境（4M）の変化に強
い生産システムの実現 -YOKOGAWA AI 関連製品による
操業改善-」，「エッジコンピューティングによる設備異
常予兆検知ソリューション DUCSOnEX」の論文において
紹介している。

ま た， 既 存 の 製 品 群 で あ る レ コ ー ダ ー や PLC
（Programmable Logic Controller）に AI 技術（機械学習）
を組み込んだ新製品もリリースしている。例えば，レ
コーダーに収集されたデータに基づいて，少し先の未来
を予測してトレンド波形を描画する「未来ペン」などの
機能が搭載されている。この製品については，本特集号
の「簡易導入可能な AI 製品群（レコーダ，PLC）の開発」
の論文において紹介している。

3.2 新たな価値を生み出すための取り組み
YOKOGAWA では，さらに高度なソリューションを提供

するために，将来に向けて AI 技術を活用した PoC（Proof 
of Concept）や実証試験に加えて，IT ベンダーとの共同
プロジェクトを展開している。前者については，AI を活
用したコンサルティングビジネスの確立に向けたプラント
の安定操業に関わる異常の原因特定，設備に流れる流体
とその流速・温度によって生じるキャビテーションの検知，
自社製品である IIoT 向け小型無線ソリューション Sushi 
Sensor と 組 み 合 わ せ た 保 全 の CBM（Condition Based 
Maintenance）化，そして，PID 制御に代わるプラントの
自動運転を目指した AI 制御などが，代表的な取り組みと
して挙げられる。また，後者の例としては，NTT コミュ
ニケーションズ株式会社との NEDO 事業『プラント向け
デジタルツイン』の機構を取り入れた連携最適化ソリュー
ションが挙げられる。これらの技術やケーススタディにつ
いては，本特集号の「エチレンプラントへの AI の適用事
例」，「プラントデータにおける転移学習の可能性」，「Sushi 
Sensor による傾向監視への機械学習技術の応用」，「プラ
ント制御 AI の実現」，「制御技術と AI 技術の連携 さらな
るプラント操業改善へ」の論文において紹介している。

4. おわりに

本稿では，世の中の幅広い分野への AI 技術の適用が期
待されており，さらに IA 業界においては，状況の変化に
より生じた課題を解決するために AI 技術が求められてい

ることを述べた。
そのような状況の中，YOKOGAWA はデータ解析だけ

ではなく，お客様のプロセスに生じた課題解決やニーズ
を実現することを目的とした AI 技術の活用をポリシーと
して掲げている。さらに，このことを AI Vision という
メッセージとして発信している。また，これを体現した
プラント特化型 AI 関連製品群をリリースしていると共
に，新たな価値を創出するための取り組みも展開してい
ることを紹介した。

今後，IA 業界において AI 技術に対するお客様の信頼を
高めるためには，なぜこのような解が導き出されたのか
を説明できることが必要不可欠になると考えている。こ
のことが実現できなければ，たとえ AI がプロセスに対し
て推奨する操作を提示しても，安全・安定操業の観点から，
オペレーターは信頼して推奨された操作を採用すること
ができない。この問題を解決するため，YOKOGAWA で
は説明可能な AI（xAI: Explainable AI）に関する研究にも
着手している。YOKOGAWA は，さらにその先のプロセ
スの操業が自動化（Industrial Automation）から自律化

（Industrial Autonomy) に変革することを見据えて，AI 技
術活用への取り組みを進めていく。
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