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製造業種における Operational Technology（OT）領域の Digital Transformation（DX）化が加速する中，横

河電機のソリューションやノウハウは重要な役割を担っている。それらをユーザへ提案する際に，我々が自社工

場の OT 領域データを活用し，生産性の向上を実現している姿を示すことは，ユーザが参考にできる有用な先例

となる。我々は，OT 領域データの活用によるデータ駆動型マネジメントを目指し，次の３つを実現した工場を

Digital Factory と定義し，自社工場の DX 化を推進している。それらは，①横河グローバル工場の OT 領域データ

を１つに集約，グローバルに生産性向上を実現させるための基盤となる OT Data Lake の構築，② OT 領域データ

や画像を活用して最適化・自動化を実現する AI の導入，③ COVID-19 のように，人の自由な往来が制約される

環境下においても，事業や業務の継続を可能にするリモートオペレーションの実現，の３つである。この Digital 

Factory への取り組みは，自社向けの Internal DX の施策の一つであるが，ここから得られるソリューションやノ

ウハウなどの成果は External DX 活動に活かされ，既存ビジネスの DX 化，新規 DX ビジネスの創出を推進する

とともに，ユーザへ提供する価値を向上させ，DX における横河電機のプレゼンスを確立させる役割を持つ。本

稿では，Internal DX への取り組みと，External DX への展開について紹介する。

Yokogawa’s solutions and know-how play an important role in accelerating digital 
transformation (DX) of operational technology (OT) in the manufacturing industry. When 
proposing these solutions and know-how to customers, it is persuasive to be able to show that 
Yokogawa has actually improved productivity in its own factories using its OT operations data. 
This specific example will help customers to understand the effectiveness of the proposal. To 
achieve data-driven management with OT operation data, three requirements must be satisfied: 
(1) OT Data Lake, which is a framework for gathering operational data from Yokogawa’s 
factories worldwide into a single database and improving productivity on a global scale, (2) AI 
optimization and automation that use operational data and images, and (3) remote operation that 
ensures the continuity of business even when people’s access is restricted, for example, due to 
the COVID-19 pandemic. Yokogawa defines a factory that satisfies these three items as a Digital 
Factory and is working hard to make its own factories as such. Although this approach is one 
of Yokogawa’s Internal DX measures, the results can be used to develop know-how for External 
DX, which will increase value for customers, expedite DX in existing businesses, create new 
DX businesses, and strengthen Yokogawa’s presence in DX. This paper introduces Yokogawa’s 
approach to Internal DX, its roadmap, and progress toward external DX.

1. はじめに

2012 年にドイツで始まったインダストリー 4.0 の取

り組みは，製造業のデジタル化を促し，ビジネスモデル
に変革をもたらした。ものづくりは，従来の垂直統合型
から，標準化（デジュールスタンダード）とオープン化
による企業間の工程連携によるネットワーク型へと変化
している。ドイツにおける電機，通信，機械などの業界

（BITKOM，VDMA，ZVEI）によって運営される推進団体
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PI4.0（インダストリー 4.0 プラットフォーム）は，イン
ダストリー 4.0 を実現するためのリファレンスアーキテ
クチャモデル（Reference Architecture Model Industrie 
4.0: RAMI4.0）を公開している。（図 1）

図 1 RAMI4.0 の構造 (1)

RAMI4.0 は，実装モデルとして使える標準規格は，で
きるだけそのまま活用することが意図されている。ここ
で，OT（Operational Technology）領域に注目して見ると，
右辺（Hierarchy Levels IEC62264/IEC61512）がそれに
相当し，ISA-95（IEC62264）の考え方に基づいている。
この ISA-95 は，製造システムと経営システムを統合する
ための国際規格である（図 2）。ここでは，生産管理シス
テムを，計画層（Level ４，ERP），製造実行層（Level ３，
MES/MOM），制御層（Level ２，DCS, SCADA），装置（Level 
０- １，Sensors/Manipulator, PLC）に体系化して整理し
ている。各階層の連携インタフェースは ISO22400 など
の生産管理の標準化指標で示されており，生産性，品質，
能力，環境，在庫管理，保全の６つの領域で KPI が定義
されている。

図 2 ISA-95 functional hierarchy (2)

また，スマートマニュファクチャリングにおける各規
格の相関図は，次の通りである（図 3）。

図 3 Multiple Data Exchange Standards Cover  
the Smart Manufacturing Landscape (3)

ドイツ政府は，こうした国際標準を整えるととも
に，インダストリー 4.0 プラットフォームを通じて，経
済エネルギー，教育研究といった政府機関に加えて，
BITKOM，VDMA，ZVEI などの業界団体，フラウンホー
ファー研究機構などの研究機関，BOSCH を始めとする
民間企業を含めた産官学連携体制が構築されており，グ
ローバルスタンダード化に向けて取り組んでいる。

これに対して米国においては，2014 年に民間企業が
主導する IIC（インダストリアル・インターネット・コン
ソーシアム）が設立された。IIC の特徴は，企業や教育機
関，政府関係者などが参加するオープンコンソーシアム
であり，インダストリー 4.0 を含む他の多くの組織と協
力している。その結果，インダストリー 4.0 よりも，多
種多様な業界が参加している。インダストリー 4.0 の場
合，製造業が中心であるが，IIC ではヘルスケア，エネル
ギー，スマートシティ，輸送など広範囲に亘っている。

新 た な 価 値 を 生 み 出 す IIoT（Industrial Internet of 
Things）や AI などデジタル技術を全面的に支援する日本
における取り組みは，2015 年に政府主導で開始された。
経済産業省は，中国（中国製造 2025）やインド（Make 
in India）の政策を受けて各国との産業連携を推進し，国
内外の産業界の異業種連携（Connected Industries）を主
導している。各業界・企業も，2015 年頃からこうした
取り組みを積極的に行っている。多くの企業が，製造現
場におけるデジタル化を進め，取得したデータを基に工
場オペレーションの見える化を図っている。さらに，そ
のデータを繋げることによって生産性の向上を実現する
スマートファクトリーに取り組み始めている。

横河電機も，１つの工場内のデータを繋げるだけでは
なく，複数のグローバル工場のデータを１つに集めて生
産性向上の基盤となる OT データを統合し，グローバル
工場におけるデータドリブンオペレーションを実現する
OT Data Lake の構築に取り組んでいる。この取り組みは，
独自データを背景とした他社との差別化と，データ駆動
型の新しいビジネスモデルの創出を指向するものである。
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Digital Factory の 実 現 に お い て は， 上 述 し た ① OT 
Data Lake の構築に加え，② OT Data Lake 内のオペレー
ションデータならびに画像を活用した自動化，品質管理
プロセスへの AI（人工知能）/ML（機械学習）技術の適用，
③ COVID-19 パンデミックに代表される，モノは動くが
人の移動が制限されるという環境下においても持続的な
ビジネス活動を可能とするため，工場を遠隔操作するリ
モートオペレーションの実現，という３つを柱とする取
り組みを行っている。以下に，その概要と各取り組みに
ついて紹介する。

2. Digital Factory 概要

最初に，工場の現在の姿（As-Is）とあるべき姿（To-Be）
を定義した。

As-Is は，工場内や工場間ではオペレーションデータが
連携されておらず，暗黙知や匠の技など今まで培ってきた
ラインオペレーションの経験によって維持・運用を行う
ヒューマンドリブンオペレーションとなっている。To-Be
は，グローバルに分散している工場のオペレーションデー
タを１か所に集約し，OT 統合環境を構築して，データに
基づいて判断し行動するデータドリブンオペレーション
を実現することである。技能・技術伝承，生産技術の蓄積・
展開，品質・人時生産性の向上，カイゼン / イノベーション，
SCM（サプライチェーンマネージメント）の５項目を論
点とし，それぞれの仮説を整理した（表 1）。

OT 統合環境はクラウド上で実現され，この統合基盤
が OT Data Lake として機能する。OT Data Lake の実現に
加えて，OT Data Lake 内のオペレーションデータ，IIoT
データを活用した品質管理プロセスへの AI/ML 技術の適
用，新しい働き方を推進するリモートオペレーションの実

現が工場の To-Be 像であり，Digital Factory となる（図 4）。

図 4 工場の To-Be 像 - Digital Factory

次に，Digital Factory から始まる Internal DX の展開に
ついて触れる（図 5）。

図 5 Internal DX, Digital Factory からの展開

Digital Factory は OT 統合を主な目的にしているが，
次のステップとしては，IT/OT 統合を視野に入れている。
ここで IT 領域との連携は ERP との連携になり，経営層
から生産現場までのデータ連携を実現する（図 6）。

図 6 IT/OT 統合

表 1 工場の As-Is，To-Be
As-Is To-Be

技能・技術伝承
暗黙知や匠の技，経験
値による判断でライン
を維持。

ラインのオペレーション技
術をデジタルで継承。
暗黙知，匠の技，属人化し
た運用を形式化し，AI，ML
で判断。

生産技術蓄積・
展開

属人的。
高齢化により蓄積・展
開が困難。

ラインのオペレーション技
術をデジタルで展開。
移植性を活かし，ラインの
ノウハウを形式化し，別工
場に展開。

品質・
生産性向上

全体最適ではなく，部
分最適の傾向が強い。

AI，IIoT の利活用による全
体最適を目指した品質改善，
及び自働化・省人化による
生産性改善。

カイゼン・
イノベーション

個人知識や経験値によ
る部分的活動。

データとデータの組み合わ
せによるカイゼンの加速，
及び生産イノベーションの
創出。

SCM
経験値など属人的な予
測，在庫の個別判断や
個別最適。

部門を越え，環境の変化に
応 じ た オ ペ レ ー シ ョ ン マ
ネージメントによって全体
最適を実現。

IIoT

Operation Data

データモデルの標準化 AI

Mother-Factory Factory-A

Remote
Operation

･･･

Factory-N

OT Data Lake

Digital Factory 
- OT Data Lake
- AI
- リモートオペレーション

IT/OT convergence
- 経営～工場垂直統合

Digital Twin
- リソースなどアロケー

ション最適化
- 遠隔監視最適制御

Digital Twin
- リソースなどアロケー

ション最適化
- 遠隔監視最適制御

YGS(Yokogawa Global System)-IT Data Lake

OT Data Lake

CRM

Customer

Mother-Factory Factory-A

･･･

Factory-N
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2.1.2 項で後述するが，OT Data Lake 内のデータは
共通データモデルにより標準化される。この標準化さ
れたデータによる経営層から工場までの IT/OT 統合
は，意思決定の速度向上，CRM（Customer Relationship 
Management）などを介したビジネス機会の拡大を実現
する。また，仮想空間上におけるエンタープライズレベ
ルのシミュレーションや，工場設備などの遠隔制御の仕
組みである物理空間上の設備資産，プロセス，リソース
などを仮想空間上で表現した Digital Twin を実現し，リ
ソースアロケーションなどグローバル拠点のオペレー
ションの最適化に繋がる。Digital Twinについての詳細は，
3.1 項で述べる。

次に，Digital Factory に取り組む体制について触れる。
この活動は，横河電機デジタル戦略本部と横河マニュ
ファクチャリングとの協力の下，推進されている。工場
のオペレーションデータを OT Data Lake に取り込み，生
産性向上のシナリオを描き，必要なデータから工程の進
捗やエネルギー消費などの工場でのオペレーションを可
視化している。それにより，無駄の顕在化を行い，リー
ドタイム改善など生産性向上を実現している。

先に述べた３つの実現項目の中で，AI/ML 技術の適用
については Yokogawa IA Technology India（インド・ベ
ンガルール）に開発拠点を置き，Yokogawa Electric CIS 
Ltd.（ロシア・モスクワ）も加わり，工場と連携を取っ
てグローバルに活動を推進している。

工場におけるリモートオペレーションについては，各
拠点の IT 担当者，および工場メンバーと協力して推進
している。この活動は，COVID-19 の影響下だけでなく，
COVID-19 後も視野に入れているグローバル施策である。

以上が Digital Factory の概要である。以降，３つの取
り組みそれぞれについて詳述する。

2.1  工場におけるデータドリブンオペレーションを実現
する OT Data Lake

2.1.1 アーキテクチャ
OT Data Lake は，Microsoft 社 の ク ラ ウ ド ソ リ ュ ー

ションである Azure を基盤として構築している。インフ
ラストラクチャは，Gateway（G/W）層，Interface（IF）
層，Data Lake 層，Preparation 層，Data Warehouse/
Data Mart (DWH/DM) 層，Application 層から構成され
る。Azure を基盤とした OT Data Lake には種々の PaaS
サービスが実装されており，Data Source からのデータを
DWH/DM 層へ移送している。この OT Data Lake は工場
のデータや画像を扱うため，仮想ネットワークと各 PaaS
サービスをイントラネットの内部でセキュアに利用する
ことが必要とされる。各 PaaS サービスは，Azure が提供
している Service End Point, Private IP, Azure Private Link
を利用し，インターネットから直接アクセスできない環

境を実現している。また，膨大なデータを処理する仕組
みとして，ラムダアーキテクチャを採用している。取得
されるデータは，バッチレイヤーと速度レイヤーの２つ
のパスのどちらかを流れる。バッチレイヤーに流れるパ
スはコールドパスと呼ばれ，定期的なバッチ処理で工場
のデータがそのまま未加工の状態で取得される。速度レ
イヤーに流れるパスはホットパスと呼ばれ，ストリーミ
ングデータを扱い，リアルタイムモニタリング，リアル
タイム分析を可能とする。

機 能 面 か ら 見 る と，OT Data Lake は Data Lake DB，
Common DB，Analysis DB の３つのデータベースから
構成されており，各データベースはそれぞれ次の役割を
持っている（図 7）。

図 7 ３つの DB の位置付け

Data Lake DB は，各工場のエッジサーバ上の DB（Oracle
など）から取得した生データを収集する役割を担う。そ
の生データは粒度・頻度がバラバラで，時間や位置など
のメタデータにずれやエラーが混じりやすいため，デー
タを一旦蓄積してから正規化する必要がある。随時変動
する環境データ，設備や性能の差異によって異なる数値
や値，画像や五感データなど，あらゆる生データをデジ
タル化して蓄積するためのデータベースである。

Common DB は，次に紹介する共通データモデルに
紐づいて，データのプロパティなどをメタデータとし
て付与した形で保存する DB であり，標準の言語・概
念で正規化，または共通データモデルで定義された関
係性を保持して保存するデータストアである。定義さ
れたクラスで正規化して収集され，関連性を保持した
Manufacturing Execution System(MES)/Manufacturing 
Operations Management(MOM)（Level ３）のデータは，
ISA-95（IEC62264）ベースで具体化・標準モデル化され
た実データを蓄積している。このことで，Level ４の企
業資源計画（ERP），および Level ０- ２の設備・機器の
計画／実績管理の精度を向上させ，クラス毎のデータ相
関も明らかになる。この DB は，Digital Factory 実現の中
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心的な役割を担い，本社はデータ分析用に，研究部門や
製品開発部門は製品開発用にそれぞれ必要となる，全社
の統合データを網羅する。

Analysis DB は，Common DB や Data Lake からアプリ
ケーションに必要なデータが既に演算済みの状態で格納
されている。これは，定型レポート / アドホックレポート，
見える化，進捗管理，最適化によるカイゼン等の業務遂
行の役割を担い，DB の利用者（本社，研究 / 製品開発，
管理者 / 現場担当者）がレポート作成などデータの活用
を行うためのデータベースである。また，データアナリ
ストの作業場ともなり得る。

2.1.2 共通データモデル
グローバルに分散する工場のオペレーションデータを

１つに集約し，グローバルに生産性を向上させる基盤と
するためには，標準化が欠かせない。そこで，IT/OT 統
合を見据えて，ERP 層と MES 層のインタフェースを持つ
ISA-95（IEC62264）に注目した。ISA-95 のスコープは
Level ３の MOM 領域と Level ４の ERP とのインタフェー
スであり，Level １- ２の DCS，センシング等の詳細は別
の規格で議論される。また，OT 業界で広範囲に亘り議
論されており，その結果，カバーする範囲が広くなって
いるので，抽象化された表現が多くなっている。そこで，
横河自社工場の実データを ISA-95 で示されているモデル
にマッピングして，フィットアンドギャップ分析を行い，
プロパティ（データの持つ属性）の具体化等に取り組ん
でいる。また，工場で発生する全てのデータを表現でき
るデータモデルにするため，Level １- ２についても議論
を進めている。この背景には，ISA-95 が議論され始めた
時は，対象とする領域として MES 領域（Level ３）を主
眼にしているように見受けられたことが挙げられる。

しかし，昨今の IIoT の普及により，Level １- ２の部
分についても議論すべきと判断している。本データモデ
ル構築は，OT データ統合，さらには IT/OT 統合の際に
重要な役割を果たすものと考えている。本データモデル
と前述の Common DB を紐づけ，経営層から生産現場ま
での垂直統合を狙っている。

2.2 工場品質管理プロセスへの AI/ML 技術適用
工場における AI 導入は，自動化により省人化を進める

ことや，人のスキル，知識，経験に頼る属人性の排除を
目的としている。工場に多く存在する検査工程において
は，欠陥のある部品や製品を正確に識別するために，複
数回の目視検査が行われている。検査員による目視検査
は高度なスキルを必要とする。そこで，目視検査の効率
を上げるために，AI/ML などの技術を活用して目視検査
プロセスの一部をデジタル化する試みを行っている。

AI/ML 技術を適用したソリューションを実装するた
めに最も重要な点は，データの可用性である。データパ

ターンのすべての可能な組み合わせ（教師データ）は，
ML アルゴリズムに供給される。ここで，目視検査の場
合は，通常，検査員は過去の経験と知識に基づいて欠陥
を分類する。このような欠陥パターンをアルゴリズムに
学習させるためには，各パターンを表す多数のサンプル
が必要となる。しかし，工場では常に改善が行われるた
め不良発生率は非常に低く，分類モデルを作成するため
に，全パターンを画像から得るのは実質的に不可能であ
る。そのため，次の取り組みを行った。

 • 良品のセンサチップの画像のみを良品パターンとして
使用する。

 • 既に定義されている不良を含むパターンを分析し，不
良パターンを含む画像を生成する。これらの画像を入
力として，ニューラルネットワークを用いて分類モデ
ルを構築する。
本手法により，多数のバリエーションが存在する部品

や製品の良品・不良品のパターンをモデル化し，工場へ
の AI 技術の展開を図っている。これらの AI/ML 技術の
適用は，省人化のみならず属人化の解消にも効果があり，
安定・継続した判定の実現に繋がる。

また，画像系の AI/ML のみならず，生産ライン工程の
上流から下流までの幅広い範囲でデータを取得し，最終
検査での歩留まり低下要因を分析するような品質の全体
最適化に関しては，後述の External DX への展開で紹介
する研究開発部署と事業部製品開発部署との協業による
開発が進んでいる。

2.3 工場オペレーションのリモート化
COVID-19 の影響を受けた環境では，従業員の安全を

確保する対策や移動制限により，エッセンシャルワー
カーを含むあらゆる従業員が，従来とは異なる新しい働
き方を求められている。新しい働き方を推進するために，
ウェアラブルなどの新しいテクノロジーを採用して，リ
モートオペレーションの環境を構築している（図 8）。

図 8 リモートオペレーションの相関

音声操作に対応したデバイスを使って，リモートオペ
レーションを可能にする活用事例が提案され，実用化に
向けて検証されている。その中から，いくつかの活用事
例を次に示す。

Yokogawa 
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 • リモートのお客様と一緒に，工場受け入れテストを実
施している。

 • 自社工場内のオペレーションや実際の現場で稼働中の
横河製品を，リモートのお客様へ紹介している。

 • 製品およびソリューション開発において，リモートに
分散している開発者が効率的に共同開発している。
リモートオペレーションを活用することにより，より

スマートかつ迅速で，さらに持続可能な DX スタイルの
働き方を実現できるだけでなく，作業時間の短縮，コス
トの削減，リソース管理の改善にも繋がる。

現在，AR（拡張現実），VR（仮想現実），MR（複合現実）
等のテクノロジーを活用して，リモートオペレーション
をさらに推進している。この取り組みにより，作業者が
計器などを読み取る時の負担や記憶に頼った判断で発生
するヒューマンエラーを削減するための製造作業支援，
リモートメンテナンス，作業者へのリモートトレーニン
グなどを提供できる。また，製作図面化が難しい複雑な
配管や配線の作業に関して，経験者の作業ノウハウをデ
ジタル化して標準化することで，上流の製品開発部署へ
のフィードバックが可能になり，その結果コスト低減に
繋がる。それに加えて，Original Design Manufacturing

（ODM）などの可能性が広がるなど，今後さらに幅広い
分野への応用が期待される。

3. 今後に向けて

ここまでは，Internal DX と呼ばれる社内の生産性向
上に向けた取り組みを紹介してきた。ここからは，その
Internal DX で培った知識やノウハウをお客様への提案に
繋げていく External DX への展開について，Digital Twin
を踏まえて紹介する。

3.1 Digital Twin
Digital Twin に関して，我々は３つのステージを想定

している（図 9）。

図 9 Digital Twin 成長ステージのトレンド

まず，現在は第１ステージであり，IIoT の推進やデー
タの見える化の活動に主眼が置かれている。また，その
データの活用においてはいくつかのシナリオが存在する。
このことは，第２ステージへ向けて着実に進んでいるこ
とを意味する。Digital Twin において見える化の次のス
テージである第１ステージを確実に登り切り，少なくと
も監視する側と生産設備が１対１の遠隔制御に向けて検
証を行い，その技術を獲得しなければならない。この第
１ステージにおける Digital Twin を実現する技術の獲得
が，新しいビジネスの開発に繋がると考えている。

複数の生産設備を 1 か所から監視してシステムレベ
ルで全体最適を目指す，１対 N の制御の実現を目指す
第２ステージでは，制御範囲をシステムレベルというよ
り広い範囲と捉える。これを実現するためには，リモー
トからの制御を可能とする高速通信技術である５G の活
用，流体解析や伝熱解析等のシミュレーション技術，経
験則や属人性に頼らない AI の適用，工場を３D モデリン
グする AR/VR/MR 技術の適用などが必要となってくる
だろう。工場のファシリティエリアを，物理空間上に存
在する設備資産，プロセス，リソースなどを仮想空間上
で表現した Digital Twin で実現しようとした時，ファシ
リティエリアの３D モデルが必要になる（図 10）。それ
については，カメラで撮影した画像を３D モデル変換す
るソリューションが既に入手可能であり，IIoT データと
組み合わせることで，バーチャル空間に工場ユーティリ
ティを作ることができる。

図 10 3D モデリング事例（社内オフィス）

第３ステージでは，標準化がキーとなる可能性もある
が，他社製品を含めた統合制御環境の構築を想定してい
る。

3.2 External DX への展開
これまで，自社工場を中心に Digital Factory の紹介を

してきた。筆者自身がデータ活用による生産性向上のシ
ナリオを描き，IIoT センサを選定して実装し，その成果
をフィードバックする取り組みを行ってきた。さらに，
その取り組みで培った経験，知識，ノウハウをユーザに

データが見えるだけの世界

見える化の次のステージ
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Digital Twin= 差別化

第 2 ステージ
202X+5 年

第 3 ステージ
202X+10 年

第 1 ステージ
202X 年

差別化

検証期
機能レベル ,　1 対 1 制御

黎明期
製品レベル ,　1 対 N 制御

普及期
他社製品互換レベル，統合制御

本格化
集団レベル群制御/自律分散制御

5G/AI/高精度シミュレーションによる
製品レベルの精密制御技術を確立

Digital Twin時代の幕開け

他社製品との互換性を獲得
複数製品の統合制御が可能

Digital Twinが一般化
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提案することが，我々の強みであると考えている。この
ことは，世の中に多数存在するアプリケーションを販売
するだけの取り組みとは，質が大きく異なると考えてい
る。また，今までは自社工場にフォーカスを当てていた
が，その活動の中で見つけられた OT Data Lake の活用
の１つとして，工場と研究開発部門や製品開発部門との
連携がある。製品開発においても，自社工場のデータは
貴重であり，OT Data Lake を活用して，工場のデータ
をすぐに利用できる環境は，製品開発における開発工数
の削減，開発期間の短縮，初期投資の削減，開発の品質
向上等を実現する。現在，いくつかの研究部門，開発部
門と協業して工場のデータの活用を推進しており，その
活動の成果として得られる製品やソリューションが，お
客様にとっての横河製品のプレゼンスを高める一翼を担
うと考えている。この様な場合，工場はお客様を迎える
ショールームとして機能する。Internal DX 活動で培った
経験，知識，ノウハウがお客様への提案に繋がる機会が
実現するのは，すぐ目前にあると考えている。

4. おわりに

本稿では，データ統合とそれに関する標準化のグロー
バルの流れ，工場におけるデータドリブンオペレーショ
ンを実現する OT Data Lake の役割，工場での品質管理プ
ロセスへの AI/ML 技術の適用とリモートオペレーション
の意義，そしてお客様への提案に繋げるためのいくつか
の取り組みを紹介した。これらの取り組みが，横河電機
における生産性向上と新しいビジネスモデルの開発を実
現し，その経験，知識，ノウハウがお客様への提案に繋
がることを期待している。
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