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SDGs が 2015 年の国連総会で採択されて以来，その実施主体のひとつである企業においては，SDGs 達成への

コミットメントの表明競争が一段落し，より具体的な行動と成果が問われる段階に達している。企業の SDGs 貢

献度は，ESG（Environmental, Social and Governance）投資に見られるように，その企業の社会的価値の計測指

標として用いられ始めている。企業がこの SDGs 貢献度を計測し向上させるためには，企業活動と SDGs との関

連性を具体的な形で可視化する必要がある。

IA システム＆サービス事業本部では，顧客価値とその構成要素を階層的に分解して整理するフレームワークの

検討を進めている。このフレームワークにより，個々の要素の顧客価値および SDGs への貢献が視覚化されると

同時に，事業戦略上の不足要素の導出や，新たな視点での SDGs 貢献可能性の導出にもつながる。本稿では，こ

の取り組みの概要を紹介し，YOKOGAWA のシステム事業が SDGs を具体的な事業戦略の道具として活用しよう

としている姿を説明する。

The SDGs were adopted by the U.N. in 2015, and are mainly being tackled by private 
companies, which have competed to make promises. Now that the “pledge race” has settled 
down, companies feel a pressing need to produce tangible actions and results. Similar to 
Environmental, Social and Governance (ESG) investment, how much a company contributes 
to the achievement of the SDGs is increasingly recognized as a measure of its social value. To 
assess and improve the degree of such contribution, it is useful to visualize the relation between 
business activities and the SDGs.

Yokogawa’s IA Systems and Service Business Headquarters has been developing a framework 
that stratifies and analyzes customer value and its components. This framework helps visualize 
how much each component contributes to customer value and the SDGs. In addition, it can 
identify inadequate factors for business strategies as well as promising ones for the SDGs. 
This paper outlines this initiative and explains how Yokogawa’s system business has been 
strengthening its business strategies from the perspective of achieving the SDGs.

1. はじめに

YOKOGAWA をはじめとする「営利企業」は，経済成
長を通じて人類に繁栄をもたらす存在である。しかしな
がらその経済活動には，人類生存の基盤となる自然環境
や，社会を支える人々への負荷なしに実現はできない，
という因果関係が存在する。従って，「経済」「環境」「社
会」という「トリプルボトムライン」の適切なバランス
を維持することは，人類社会の持続可能性にとって非常
に重要である。

この認識を，地球全体での実効性ある枠組みとし
て 実 行 す る た め に 生 ま れ た の が SDGs（Sustainable 
Development Goals）である。これにより，「経済成長」
と双璧をなす新たな価値基準としての「社会・環境価値」
が明確化され，企業の価値はこの２つの価値の合算とし
て測られる時代が到来した。この新たな価値基準で企業
が評価される場合，その評価指標として，SDGs の目標項
目およびその KPI（主要業績評価指標）群は大変有用で
あり，その活用が今後も進むものと考えられる。企業は
SDGs の達成への貢献度をわかりやすい表現で示し，それ
を具体的に計測していくことが必要となる。

企業の価値基準が変わってきていることを象徴する動き
が，昨今の ESG（Environmental，Social and Governance）
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投資の流れである。Environment と Society を満足させら
れない企業には，もはや資本は集まらなくなり，企業自身
の存続が危ぶまれるようになる。SDGs については多くの
企業がサポートを表明しているが，実際に実行が伴わない
企業は「SDGs ウォッシュ」として非難の対象となりつつ
ある。

本特集号では，まず本稿にて，SDGs の達成への貢献
度を具体的に表現する手段である Value Architecture の
考え方を提唱する。これにより，自社の現有ソリュー
ションの貢献度や，今後貢献すべき方向性などを可視化
することができる。さらに，本稿に続き，各論文にて，
YOKOGAWA のシステム事業における SDGs 達成への貢献
例を紹介していく。

なお，SDGs に対するこれまでの YOKOGAWA の考え方
や取り組みについては，横河技報 Vol. 62 No. 1 において，

「未来世代に向けた『持続可能な開発のアジェンダ』」(1)，
「『Three goals』を実現する YOKOGAWA の変革」(2)，お
よびそれに続く各論文においても紹介している。本稿と
併せて，ぜひご一読いただきたい。

2. Value Architecture

2.1 基本的な考え方
Value Architecture（以下，VA という）は，事業活動

と提供価値との関係性を階層的に分解整理するためのフ
レームワークである。VA のイメージを , 図 1 の左側部分
に示す。

これは，ヒュウゴ・チルキーとティム・ザオバーが提
唱する「イノベーション・アーキテクチャ」（図 1 の右
側部分）での階層的可視化手法 (3) の変形である。VA で
は，イノベーション・アーキテクチャでの階層構造を基
本としつつ，YOKOGAWA の事業特性に合わせるための

階層の追加を施し，イノベーション・アーキテクチャで
の最上位層に位置する「イノベーション・トレンド」を
YOKOGAWA のシステム事業および SDGs との連結を図る
目的で置き換えている。トップに SDGs の目標項目およ
びその KPI を置き，それをまず顧客の経済価値（Customer 
Economic Value，以下，CEV という）に結びつける。

CEV は，産業財としての YOKOGAWA のシステム製品
の特長を考慮し，Sales（顧客の売上向上），Cost（顧客
のコストの低減），Opportunity（事故やトラブル等によ
る顧客の機会損失の防止）の３つのカテゴリに区分して
いる。さらに，建設から廃棄まで超長期にわたるプラン
トの特性に対応して，CEV がプラントのライフサイクル
ステージのどの段階で発生しているかを示している。

プラントライフサイクルより下層の部分は，価値を
その提供要素で階層的に分解するものであり，イノベー
ション・アーキテクチャの手法をそのまま利用している。
ただし，YOKOGAWA のシステム事業に適用する場合に
は，システム構成要素の複雑性から，一部階層が重層化し，
あるいは再帰的に表現されることがしばしば発生する。

イノベーション・アーキテクチャの考え方を VA の
ベースとして用いたのは，階層間の「翻訳」を期待して
のことである。つまり，上位に示した市場ニーズ（Market）
と下位に示した技術シーズ（Technology）の要素を接続
する際には，直結させるのではなく，間に Function（効
用）という翻訳層を介することでお互いの視点を結び付
ける。これは，経営戦略コンサルティング会社アーサー・
D・リトルが提唱する MFT フレームと同様の考え方であ
る。このような考え方は，YOKOGAWA のシステム事業
のような，多数の構成要素が複雑に絡み合って価値を構
成するような事業を表現する際には，大変有用である。

図 1 Value Architecture（左）と基になった Innovation Architecture（右）のイメージ
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2.2 活用方法
VA の活用方法を，図 2を例に説明する。

2.2.1 ニーズ・シーズのマッチング
VA は，「上から」「下から」の２つの視点で検討するこ

とで，ニーズとシーズのマッチングに活用できる。
シーズ視点では，図 2の左側部分で示すように，シー

ズの横展開をまずリソースレベル，または開発項目や個
別機能・製品・役務のレベルで検討する。そのうえで，
これらの内容をニーズ側の検討と対応させやすいように，
「顧客目線」に近づけるための表現の抽象化を行っていく。
これに対し，図 2の右側部分で示すようなニーズベース
の検討では，上位レベルのニーズを下位レベルの表現に
要素分解していく。そこで，下からの抽象化と上からの
要素分解を組み合わせることで，シーズとニーズのマッ
チングを行うことができる。

2.2.2 リソース調達戦略への入力としての活用
VA のもう一つの使い方は，ニーズベースでの検討に

よるリソース調達候補の検討である（図 2の右側部分）。
ニーズ・シーズのマッチングと同様の手法により要素分
解を行った結果，現時点で自社が保有していないリソー
スに行き当たることがある。これが，技術調達戦略への
入力となり，さらに，M&A，パートナーシップ，産学官
連携，ライセンス，人財獲得戦略などへの入力となる。

2.3 VA 作成方法と「コツ」
VA の作成にはある程度の「慣れ」が必要である。図 3

を用いて，VAの作成方法とそのコツをいくつか述べる。
VAの各階層は，自分にとってなじみのある階層もあれ

ば，なじみのない階層もある。そこで，自分にとって最
も具体的でイメージしやすい階層の要素を起点とし，そ
こから上下に広げてボトムからトップに至る１本のつな
がりを描き，それを「幹」として「枝葉」を広げるとよ
い（図 3の（1））。起点となる階層の例としては，技術者
であれば要素技術や個別機能，商品企画担当であれば顧
客価値（CEV）やシステム価値などが挙げられる。
「枝葉」として必要な要素をひととおり並べたのち
に，各階層内での粒度を揃えていく。このとき，階層内
での項目をMECE（漏れなく，ダブりなく）となるよう
に揃えることが重要である（図 3の（2））。上位層の要
素がうまく見つからない場合には，要素をグルーピング
することで上位層と成り得る共通項を見いだすのがよい
（図 3の（3））。要素の粒度にばらつきがある場合には，
要素の統合・分離によって揃える（図 3の（4））。これは，
VAを利用者の目線に整合させる際にも有効である。例え
ば，経営者向けには抽象化，技術者向けには詳細化する
場合がある。
コツとして特に１つ挙げておきたいのは，最初から完

璧な VAの作成を目指さないことである。一見完璧に見
える VAは，周囲からのフィードバックを得にくく，そ
のため自分では気づいていないような新しい要素やつな
がりを指摘してもらうことが難しい。VA による検討に
おいては，コミュニケーションツールとしての観点から，
「ツッコミどころ」を残しておくことも有用である。

図 2 Value Architecture の活用方法
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図 3 VA の描き方とコツ

3. システム事業の活動と SDGs の関係

3.1 本特集の各論文と SDGs との関連性
本特集に収録している各論文と SDGs との関連性につ

いて，VA の考え方で整理し概略化したものを次の図 4 に
示す。

YOKOGAWA のシステム事業に共通の提供価値として
挙げられるのが，産業インフラの構築・維持に関わるも
のである。SDGs9「産業と技術革新の基盤をつくろう」
について，「セマンティックデータモデルベースのプラッ
トフォームによるプラントライフサイクルにわたる設計
データの活用」では，様々な関係者が異なる形式で管理
しているプラント設計情報の複雑さに伴う困難を取り除
く取り組みを紹介する。また，「リモートでのエンジニア
リングおよび FAT を利用したプロジェクト遂行の有用性
と社会への貢献」では，クラウド技術を活用したリモー

トエンジニアリングにより，実機・現場での立ち会いと
いう制約を取り除いた高効率な作業について紹介する。
これらの取り組みにより，真に人間が行うべき作業にエ
ンジニアを振り向けることで，SDGs8「働きがいも 経済
成長も」にも貢献する。

一方，構築されたインフラは，エネルギー（SDGs7），
水（SDGs6），食料（SDGs2）などといった社会の必須リ
ソースを供給するものである。これらを扱うインフラの
強靭性は，リソースの安定供給に欠かせない要素である。

「YOKOGAWA DCS 製品のハードウェアにおける SDGs 達
成に向けた取り組み」では，生産制御システム CENTUM 
VP の高性能・高信頼性を支える取り組みを紹介する。

「Contribution of Asset Excellence to Sustainable Plant 
Operations」では，プラント内に多数配置されるフィー
ルド機器群を一括して集中管理し，それらの異常予知を
実現することで，プラント運転の安定化と保全作業員の
負荷軽減を両立させる取り組みを紹介する。また，「統合
ダイナミックシミュレーション環境 OmegaLand による
SDGs への貢献」では，インフラを正しく運転するための
トレーニングについて紹介する。昨今，強靭性の観点か
ら特に注目が高まっているのがサイバーセキュリティで
ある。「SDGs に貢献するセキュアな製品の開発のための
YOKOGAWA の取り組み」では，システムに脆弱性を作
らない仕組みと，発見された場合の正しい対処について
紹介する。

3.2 「横河設計標準」に染み込んでいる SDGs
前節では YOKOGAWA が顧客へ提供する製品機能や役

務と SDGs との関連を述べたが，YOKOGAWA 自身もまた
製造業を生業とする企業として，かねてから自社製品の
地球環境に対する負荷の軽減に努めている。
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図 4 本特集号の内容と SDGs との関係
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YOKOGAWA の シ ス テ ム 事 業 の 基 幹 製 品 で あ る 統
合 生 産 制 御 シ ス テ ム CENTUM VP を は じ め と し て，
YOKOGAWA の全製品は，「横河設計標準」に従って開発
されている。設計標準は，ビジネスのごく初期の企画段
階から，製品の設計，生産，販売，利用，修理・交換，撤去，
廃棄，およびビジネスの終了に至るまでのライフサイク
ル全体にわたって，遵守すべき点やノウハウを体系的に
定めた YOKOGAWA の最も重要な知的財産の１つである。
「横河設計標準」は，1980 年代には既に全体の体系を

確立しており，その後の時代の変化や技術革新に対応し
て内容を充実させてきた。昨今では情報セキュリティに
関する脅威への対応などが進められている。

一方で，例えば SDGs7「エネルギーをみんなに そして
クリーンに」や SDGs12「つくる責任 つかう責任」に相
当する省エネルギーや環境負荷低減を実現することにつ
いては，産業財ベンダとしての YOKOGAWA の責任とし
て古くから認識している。これらの項目についてはいず
れも，1990 年代後半までに設計標準内に定められている。

図 5 は，その内容と SDGs（SDGs7，SDGs12）の関係
を VA によって例示したものである。そして，これらの
実効性を支えているのが「ルールを正しく守る」という
社員の文化である。YOKOGAWA の創業者である横河民
輔が社員に説いた「品質第一のこころ」は，製品の機能・
性能だけではなく，製品が環境に対して迷惑をかけない，
という点に対する意識にもつながっている。

4. 課題と今後に向けて

4.1 組織能力としての定着
VA の作成には，個々の情報を俯瞰・整理し，等しい粒

度や抽象度に揃えるという能力が必要となる。具体的に
は，バリューチェーン全体にわたる視点によって抜け漏
れを防ぎ全体のバランスをとる能力や，異なる立場の視
点，例えば技術者視点と商品企画視点などの間をうまく
翻訳する能力などが求められる。しかしながら，これら
を一度に身に着けられるような「一気通貫」的な経験を
得る業務はそう多くはない。異なる視点を複数人で見る
ことによって担保し，相互に議論しながらそれらの間を
接続させる経験を，各々が積んでいくことが現実的と考
える。

4.2 事業戦略立案の共通言語としての活用
VA は，事業戦略上の不足要素をあぶり出す効果があ

るので，リソース調達戦略の検討に用いることができる。
VA によって日ごろから調達が必要なリソースを意識して
おくことは，M&A や協業の機会に対して，偶然の出会い
としてではなく，事前の構えをもって的確に対応するた
めの準備となる。

4.3 社員エンゲージメント強化への応用
VA は，個々の活動と，顧客価値や SDGs のような社会

的価値との関係性を表現できる。これを，技術者個人の
活動の価値表現に応用することで，社員エンゲージメン
ト強化への応用が期待できる。

YOKOGAWA のシステム事業のような「組み合わせに
よる価値」を特色とする事業においては，単体の技術や
機能および各社員の役務と，顧客が認識する商品価値と
は比較的遠い関係にある。そのため，特に技術者が自身
の顧客価値への貢献を認識しづらいという問題が生じる。

図 5 「横河設計標準」と SDGs7 および 12
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これに対して，個人の活動を VA の形式で表現し，それ
を周囲と議論しながら組織としての VA に昇華させるこ
とは，自身がどのように顧客価値に貢献しているかを認
識できる機会となる。成果物は，自身の社会的価値を説
明するツールとなると同時に，会社組織の中での自分の
貢献が明示化されるため，社員エンゲージメントの強化
につながることが期待できる。

5. おわりに

本稿では，SDGs を起点とした価値構造を視覚化する手
法としての VA について述べた。VA は，SDGs から個々
の活動までの間の関係性を表現することで，企業の経済
活動がどのように SDGs に貢献しているかを表現するこ
とができる。

YOKOGAWA は，顧客への製品・役務の提供を通し

て SDGs に貢献すると同時に，事業を通した社員個人の
SDGs への貢献も明確化していく。これはまた，SDGs8「働
きがいも 経済成長も」への YOKOGAWA の貢献の一つで
もある。
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