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Yokogawa’s Approach to Digital Transformation (DX)
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Yukihiro Funyu

横河電機が Digital Transformation（DX）を本格的にスタートしたのは 2018 年にさかのぼる。現在の中期計

画である Transformation 2020（TF2020，2018-2020）の重要事項として掲げられていることもあり，これま

での約３年間において DX を推進するための取り組みが活発に行われてきた。

当社における DX は，主に社員の生産性向上に焦点を当てた Internal DX と，顧客向けに付加価値のあるデジ

タルサービスを開発および提供する External DX に大別されるが，これらは，Internal DX で試行錯誤した結果を

External DX に繋げる Show Room アプローチを採ることにより有機的に統合される。DX のプラクティスや方法

論は未だに十分には確定しておらず，試行錯誤をしながら進めていかざるを得ない状況であることは周知の通り

である。

本稿では，当社の DX に関するこれまでのアプローチを概観し，DX プラクティスの一例としての情報を読者

に提供する。

Yokogawa Electric Corporation started tangible efforts to achieve digital transformation (DX) 
in 2018 as part of its three-year business plan “Transformation 2020 (TF2020),” which recently 
concluded at the end of fiscal 2020.

Yokogawa’s DX activities are divided into two areas: Internal DX, which focuses on improving 
employee productivity, and External DX, which develops and provides value-added digital 
services to customers. To transform the experimental results of Internal DX into reliable 
External DX in a coordinated manner, Yokogawa took a Show Room approach. Since the optimal 
practices and methodologies have not yet been established, charting the course for DX requires 
trial-and-error.

This paper outlines Yokogawa’s approach to DX over the past three years and its DX practices.

1. はじめに

横河電機は，1915 年に創立された老舗企業である。
計測ビジネスを祖業としていたが，現在は制御ビジネス
を主体とした Business to Business（B2B）の製造業とし
て位置付けられている。制御ビジネスが売上高の約 90%
を占めているが，そのうち約 70% が海外での売上となっ
ており，グローバル化がかなり進んでいることが分かる

（図 1）。
祖業である計測事業および現在の主力事業である制

御事業の主な対象は，オイル，ガス，化学，食品，飲料
等の，流体や気体を扱うプロセス製造業のプラントで
あることから，当社のビジネスの主要領域は Operation 
Technology(OT）領域と言うことができる。プラント関

連システムにも IT 化の波が押し寄せてきており，特に，
昨今のデジタル技術の浸透により，産業分野向けのモノ
のインターネット（Industrial Internet of Things: IIoT）
技術を活用したプラント管理のデジタル化，OT セキュリ
ティと IT セキュリティの統合管理，OT 関連データと IT
関連データの統合管理等のニーズが増えてきている。こ
れを受けて，当社も IIoT センサーのラインアップや Edge 
システムを強化するとともに，Edge システムと連携可能
なクラウドアプリケーション等の IT 領域の製品やサービ

図 1 当社の売上構成（2019 年度実績）
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スの拡充を急いでいる。つまり，これまで別々に運用・
管理されてきた OT と IT を統合する IT/OT Convergence
のトレンドを反映した製品およびサービスがより強化さ
れてきている（図 2）。

2. 中期計画 TF2020 の基本戦略

当社の中期計画 TF2020（2018 年度－ 2020 年度）(1)

には，「制御事業を中心とした既存事業の変革」，「新事
業とビジネスモデル変革の挑戦」および「グループ全体
を最適化することによる生産性向上」という３つの主要
施策があり，その中心に位置付けられているのが Digital 
Transformation（DX）である（図 3）。

図 3 TF2020 基本戦略

当社のビジネスの特徴として，プロセス製造業向けプ
ラントの建設時に計測・制御システムを開発し，それを
納入することが挙げられる。これを売り切り型，つまり，
Capital Expenditure（CAPEX）ビジネスと定義している。
一方，原油価格の低迷や脱炭素社会の実現等からエネル
ギー転換が進んでいるが，その影響を受けて新規プラン

トの建設が減少傾向にある。そこで，我々は，これまで
のインストールベースを生かし，計測・制御システムの
メンテナンスやデジタルサービス等のリカーリング型，
つまり，Operating Expense（OPEX）ビジネスへの転換
を進めている。これは，さまざまな会社で進められてい
るサービタイゼーション（モノからコト化）と同様のビ
ジネスモデルである（図 4）。

図 4 リカーリングビジネス強化の方向性

3. DX 戦略概要

前述のように，DX の推進は中期計画 TF2020 の重要事
項であるが，DX の取り組みには，社員向けの DX である
Internal DX と顧客向け DX である External DX の２種類
がある。Internal DX はデジタル戦略本部が担当している
が，External DX は顧客にデジタルサービスを提供するた
め，デジタルソリューション本部 DX-Platform センター
が担当している。我々は，DX が自社向けであっても顧客
向けであっても，その本質は同じであると考え，Internal 
DX と External DX の密な連携を重視している（図 5）。
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それでは DX の本質とは何であろうか。数ある DX の
定義の中でも私が気に入っているのは，経済産業省が発
行した DX ガイドライン (2) にある「企業がビジネス環
境の激しい変化に対応し，データとデジタル技術を活用
して，顧客や社会のニーズを基に，製品やサービス，ビ
ジネスモデルを変革するとともに，業務そのものや，組
織，プロセス，企業文化・風土を変革し，競争上の優位
性を確立すること」というものである。この定義の前半
を External DX，後半を Internal DX と捉え，お客様の
Internal DX を支援し，競争上の優位性を実現するところ
までを目標にしてお客様と共に取り組む必要があると考
えている。

この定義にもあるように，変革（Transformation）は
DX の本質として強調されている。ここでの変革は，企業
のビジネスモデル，組織，プロセス，文化等の変革，す
なわち，企業変革に他ならない。それではこの企業変革
とはどのようなものなのだろうか。私のこれまでの経験
に当てはめると，企業変革とは，ライン組織中心で行っ
てきたものを，顧客，社員およびパートナーの視点から
統合する過程である。企業は社会を構成するエコシステ
ムの一部であり，顧客やパートナーとデジタルな連携を
築いていくことにより，プロセスやオペレーションにお
いてより良い効率を生み出していくという考え方である

（図 6）。

図 6 DX の本質
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4. DX に対するアプローチ

このような変革を実現していくためには，企業内のプ
ロセスやシステムを，顧客，パートナーおよび社員の視
点で再統合していく必要がある。しかしながら，当社を
含むさまざまな企業のプロセスやシステムは，現場主体
でボトムアップされることにより確立してきており，こ
れを整理していくのは非常に大きな変革となる。

当社では，DX の最終イメージを「Digital Enterprise」
と定義し，「いつでも，どこでも，どの様にでも，すべて
の企業活動が手の上で操作可能」という Future State（将
来のあるべき状態）をイメージして変革に取り組んでい
る（図 7）。

図 7 DX の最終ゴールイメージ

このような Future State を実現していくのは並大抵で
はなく，我々は次の３つのステップを踏んで進めていく
必要があると捉えている（図 8）。
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STEP ２:  顧 客， パ ー ト ナ ー， 社 員 に お け る DX 活 用
に よ る 付 加 価 値 の 最 大 化（Supply Chain と
Engineering Chain の有機的統合）

STEP ３:  顧客，社員，パートナーの視点での End to End
（E2E）でのプロセス再統合

図 8 DX のステップ

5. DX に対する当社の具体的アプローチ

当社では，前述の３つのステップを効率的に実行する
ため，Internal DX と External DX の２つの DX を並行し
て改革する施策を進めている。以下，それぞれの施策の
概要を紹介する。

5.1 Internal DX に対するアプローチ
デジタル戦略本部は，生産性向上を目的とした社員向け

の Internal DX を進めるため，明確なミッションを定義し
た上で活動を展開している。デジタル戦略本部は，３年前
までは情報システム本部という位置付けであったこともあ
り，社内のサービタイゼーションを進める企業変革に直接
貢献する集団へとトランスフォームするために，デジタル
戦略本部のミッションを図 9 に示すように定義した。

図 9 デジタル戦略本部のミッション
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いる。特に，アプリケーションはビジネスプロセスと密
接に関わるため，各地域の拠点と連携しながらビジネス
プロセスの標準化やアプリケーション数の削減に取り組
んでいる。それにより，シームレスなビジネスプロセス
の実現と，アプリケーション数削減によるコスト削減を
狙っている。これは，経済産業省の DX レポートでも懸
念されている「2025 年の崖」を克服する対策でもある。

方針２は，社員の生産性向上に資するさまざまな DX
施策の推進である。当社では，現在，10 以上の DX 施
策が進行中であるが，それらの施策の中から，データ
ドリブンマネジメント推進施策 (4)，顧客接点改革であ
る Digital CX の施策 (5)，当社内ファクトリーのオペレー
ション改革である Digital Factory 事例 (6) を本特集号にお
いて紹介している。

方針３は，方針２でデジタル化がより進むと共に不
可欠となるセキュリティの強化である。当社におけるグ
ローバルなセキュリティ強化についての詳細な事例 (7) も，
本特集号において紹介している。

最後の方針は IT 部門自体の変革であり，これは方針
１から方針３を円滑に進めるために必須である。具体的
には，方針１および３に資するための IT 部門のグローバ
ル化，方針２に資するための DX ケーパビリティの強化，
および IT 部門のカルチャー変革である。これらに関して
は紙面の都合により詳細は割愛するが，興味のある読者
は個別にお問い合わせいただきたい。

5.2 External DX に対するアプローチ
ここでは，付加価値の高い顧客向けデジタルサービス

の提供を強化することを目的とした External DX 活動の
概要を紹介する。この活動を担当するデジタルソリュー
シ ョ ン 本 部 DX-Platform セ ン タ ー は， 顧 客 の Digital 
Enterprise 化に貢献すべくさまざまなデジタルサービス
の開発や提供を進めている。

また，External DX 活動を通じて，当社のビジネスモデ
ルの変革も進めている。具体的には，社内にはこれまで
に OT 領域で培ったノウハウを生かしたアプリケーショ
ンが多数存在する。これまでのプラント関連システムは
オンプレミス環境が前提だったこともあり，これらのア
プリケーションはパッケージベースでの売り切りモデル
が主体であった。これは過去にマイクロソフト等の IT 企
業がライセンスモデルでビジネスをしていた状況と同じ
である。

しかしながら，近年，IT 領域ではクラウドサービスに
よるサブスクリプション型のサービスが標準となりつつ
ある。オンプレミス環境が主体である当社が扱う制御シ
ステム等においても，急速に IT 技術が入ってきており，
将来的にはクラウド化も考えていく必要がある。

そ こ で， 我 々 は，OT 領 域 で 浸 透 し て い る Purdue 
Model（図 10）をベースに，Level ０から Level ３を OT

領域，Level ４を IT 領域と考えている。その中で，特に
Level ３から Level ４のアプリケーションをクラウドアプ
リケーションとして開発し，デジタルサービスとして提
供を始めている。主要なアプリケーションとして，当社
標準の IIoT プラットフォーム（Yokogawa Cloud）上で
動作する分析アプリケーションや AI アプリケーション等
がある。これらについては，具体的なアプローチや事例
と共に本特集号において紹介している (8)-(11)。

図 10 Purdue Enterprise Reference Architecture (PERA)(12)

最後に，External DX に関する当社のビジネスモデル変
革のアプローチの概要を説明する。

デジタルソリューション本部 DX-Platform センターは，
デジタルソリューション本部という１事業本部に所属し
ているが，他の事業本部のデジタルサービス化も支援し
ており，会社横断的な組織体制となっている。つまり，
デジタルソリューション本部は，各事業本部がこれまで
に構築してきたプロダクトのデジタルサービス化を担う
というのが主なミッションであり，その達成のために組
織横断的な活動を展開している。その活動の中で，図 11
のような External DX のマネジメントスキームを構築し
てクラウドプラットフォームの標準化を行い，開発・運
用コストの最適化を図っている。それと共に，各事業本
部のビジネスモデル企画力を強化し，すべての事業にお
いて高い ROI（Return On Investment）を実現する体制
としている。

図 11 External DX マネジメントスキーム
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また，最新のデジタル技術を扱うためにリソースを
グローバルに配置している。シンガポール現地法人を
External DX のグローバル推進拠点と位置付け，インド・
中国でサービスを開発し，日本・シンガポール・ヨー
ロッパ・米国・中東等でサービスを展開するなど，グ
ローバルオペレーションを指向している。加えて，日本
においては，インド工科大学等の優秀な DX エンジニア
を新卒で採用し，DX ケーパビリティを強化しつつある

（図 12）。

図 12 DX 推進体制

6. おわりに

本稿では横河電機の DX アプローチの概要を説明した。
本特集号で報告される具体的な DX 施策の内容紹介も含
め，読者が所属されている会社の DX 推進に少しでも参
考にしていただければ幸いである。

DX の進め方については，まだベストプラクティスが
確立されておらず，我々も試行錯誤をしながら進めてい
る状態である。お客様と積極的に情報を交換し，共に課
題解決のための新しい価値を創り発展させること (Co-
innovating tomorrow）が大切であると考えている。
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