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製造業者はリスクを最小限に抑え，ミッションクリティカルなレベルの利用可能性，安全性，セキュリティを

実現するため，従来から慎重かつ段階的なアプローチを採ってきた。そして，何十年もわたり，技術は人々が既

に実現してきたことを，さらに経済的かつ効率的にしてきた。

今日，デジタル革命は，産業，企業，部門，社会を根本的に再編成することを可能にしている。持続可能な収益性

を確保するために，オペレーションや製造の柔軟性と敏捷性を高めつつ，投資利益率（ROI）を最大化しなくてはな

らない。これらの目標を達成するために，デジタルトランスフォーメーション（DX）に目を向ける企業が増えつつある。

本論文では，プロセス産業がデジタルトランスフォーメーションについてどのように考え，それがどのように

ビジネスモデルや戦略と関係し，マクロ規模でのイネーブラーが何であるかを説明する。また，情報技術とオペ

レーショナルテクノロジーの収束と，産業オートメーション（IA）技術スタックの影響（IA をさらにスマートに

すること）についても述べる。どの部分でオペレーションや製造をデジタル化（バリューマップ）するのか，役

割やリーダーシップ，組織的な変革管理，DXへ向けた実践的なステップについて説明する。

トランスフォーメーションの成功は，構造化されたアプローチ，意欲的なリーダーシップ，そしてビジネスプ

ロセスや技術，組織としてのニーズを理解している専門家とのパートナーシップ形成とを組み合わせた構造的な

IT と OTの収束方法にかかっている。

Historically, manufacturers have taken a cautious and incremental approach to change in order 
to minimize risk and deliver mission-critical levels of availability, safety, and security. For decades, 
technology has made it possible to do what people already do, but more economically and efficiently.

Today, the digital revolution is making it possible to fundamentally rearrange industries, 
companies, departments, and societies. Operations and manufacturing must improve flexibility 
and agility while maximizing return on investment (ROI) in order to ensure sustainable 
profitability. Increasingly, companies look to digital transformation (DX) to accomplish these.

This paper explains how process industries are thinking about digital transformation, how 
it relates to business models and strategies, and what the macro enablers are. It also describes 
the convergence of information technology and operational technology and the impact on 
the industrial automation (IA) technology stack (making IA smarter). Where to digitalize 
operations and manufacturing (value map) is explained, along with the roles of leadership and 
organizational change management, and practical steps toward DX.

A successful transformation rests on IT and OT convergence combining a structured 
approach, willing leadership, and partnering with experts who understand the business process, 
technology, and organizational needs.

1. はじめに

プロセス産業は，変動するコモディティの価格，設
備投資額の減少，競争の激化，合併などによる圧力に晒
されている。これまで製造工程や工場のベテランが担当

してきた生産管理，オートメーション，整備などの役割
を，技術に精通していながらも比較的経験の浅い新しい
世代の作業員が担うようになりつつある。同時に，コン
シューマー向け技術やカスタマーエクスペリエンスがデ
ジタルの普及に対する期待を高めている。さらに，世代的・
世界的なエネルギー変革は，サステイナブルな経済的卓
越性のルールを書き換えつつある（図 1）。
変動性，不確実性，複雑性，曖昧性によって特徴付け

られる世界では，組織の弾力性と成長を推進させるため，
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デジタル能力の構築と増強が注目を集めている。我々は，
デジタルトランスフォーメーション（DX）を，「企業の
ビジネス戦略を加速化させるために，今までにないデジ
タル技術の使用」として定義している (1)。DXは，	デジタ
ル技術を適用して，人々に力を与え，プロセスを最適化し，
組織のシステムを自動化して，ビジネスパフォーマンス
を劇的に変えることが含まれる。
多くの組織にとって，DXは一連の新たな技術プログラ

ムであるだけでなく，企業の生存をかけた戦略でもある。

図 1 デジタルトランスフォーメーションのドライバー

2. 産業における自律化を目指す DX

すべて，またはほとんどのプロセス製造業者は自律化
の未来につながる道筋として DXを捉えている。自律型
ロボット，付加製造技術，人工知能，拡張現実，5Gなど
の新しい技術は，リモートオペレーションや無人オペレー
ションなど，今までになかったレベルの自動化を可能に
する。人間を危険から遠ざけ，施設がそのオペレーション，
整備，インシデント管理を完全に自動化できる可能性が
ある。
自律化の未来は，オペレーション全体を網羅しデータ

を統合するセンシングとデジタルインフラ，エッジにお
けるスマートデバイス，求められるレベルの柔軟性，適
応性，弾力性を提供できる堅固なハードウェアとソフト
ウェアを要する。さらに，自律的なオペレーションは，
プロセス製造業者が「プロダクトプッシュ」から「デマ
ンドプル型」へと転換することを可能にする。技術以外
でも，この変化には，組織レベルでの変革管理，新たな
行動特性，そして大胆なリーダーシップの必要性が含ま
れるであろう。

3. オペレーションのあらゆる箇所をデジタル化

ビジネスに対するプロセス製造業者の観点は，サプラ
イチェーンとそれを囲むビジネス環境の文脈において，
存在する資産のポートフォリオのひとつになることが多
い。収益と利益率を最大化しつつコストとリスクを最小
化するためには，資産とサプライチェーンが一体となっ
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図 2 スマートマニュファクチャリングのバリューマップ

Integrated / Centralized Operations
Infrastructure Management

Asset Lifecycle Production/Manufacturing Value Chain

Integrated IT / OT Data Analytics & Simulation

Reduce Cost/Risk
Increase Revenue & Margin

ON SITE CLOUD

Safety & Human
Effectiveness

Asset & 
Maintenance

Production 
Optimization

Quality 
& Yield

Materials & 
Logistics

Planning &
Accounting

Energy & 
Sustainability

Process design Functional   
safety

Reliable control   
& safety Revenue  maximization Skilled  workforce Feedstock  sourcing Planning Emissions   

& waste

Engineering  & 
construction

Physical and   
cyber security

Instrumentation  & 
analyzer  maintenance

Capital expense 
 management

Rigorous  adherence   
to plans Inbound  logistics Scheduling Energy  transition

Upgrade /  revamp Regulatory  compliance Asset  management Operating cost 
 containment Outbound  logistics Accounting Social license  to 

operate

Decommission Data  aggregation   
& quality

Agile response  to 
market changes Delivery

Culture of  

Smart Manufacturing



プロセス産業におけるデジタルトランスフォーメーション

横河技報 Vol.64 No.1 (2021)

て，市場の兆候や外乱に可能な限り素早く継続的に対応
すべきである。
業務プロセスとベストプラクティスの理想的な組み合

わせは，バリューチェーンやサプライチェーンと持続可
能な業務プロセスの観点から，企業のライフサイクル，
生産，製造プロセスを通じて企業の資産を管理するもの
である（図 2）。オペレーションの DXは，技術を通じて
オペレーションにおけるこれらのベストプラクティスを
明確にし，それらを自動化させ，意思決定を支援するこ
とを模索するものである。

3.1 資産／施設のライフサイクル
プラントやその他の施設の製造を含む生産と製造は，

オペレーションにおいて最も多く資本や人的資源を要す
る部分である。ブラウンフィールドであろうがグリーン
フィールドであろうが，数年から数十年かけて資産の計
画立案，設計，エンジニアリング，運用，メンテナンス
が行われる。
資産のライフサイクルを通じて，エンジニアリング設

計，シミュレーション，教育，メンテナンスからインシ
デント対応，改廃管理，データ管理に至るまで，情報技
術（IT）とオペレーショナルテクノロジー（OT）の収束
や生産性の向上に関する多くの機会がある。オントロジー
またはデータ構造を用いて 3D の P&ID データや定常シ
ミュレーションをセマンティックモデルに変換し，ダイ
ナミックなシミュレーション，制御・安全システムの構
成とロジック，最終的には資産のナレッジグラフを作成
できる。

3.2 バリューチェーン
管理，自動化，バリューチェーン（資産とサプライチェー

ン）の最適化は，すべてのプロセス産業の中心にある。
原材料の供給から製品の出荷，消費に至るまで，プロセ
ス製造業者は市場の変化や需要の変化に素早く効率的に
対応しなければならない。
バリューチェーン全体でデジタル化とデータやアプリ

ケーションの統合を進めることで最適化が可能になる。
データやアプリケーションは組織の壁を越えて分散して
いるため，統合型のサプライチェーンのアプローチには，
一般的にコラボレーションや情報の共有を促すための企
業主導の取り組みが求められる。今日，バリューチェー
ンの最適化はその大半が手動で行われており，維持管理
が不十分である可能性がある単純な線形モデルを用いる
熟練の内容領域専門家に依存しきっている。企業全体で
の統合が現実のものとなるにつれて，企業はデータドリ
ブンな自動化したモデルや作業プロセスによって自動化
したバリューチェーンの最適化を達成し，クラウドや機
械学習によって事業環境変化への対応や事業価値を得る
ことができる。

投資計画，生産計画，サプライチェーンのスケジュー
リング，生産会計，プロセス制御などの意思決定サイク
ルも，デジタル化や IT と OT の統合によって加速でき，
確実性と影響力が高まる。バリューチェーンの最適化へ
の道は，計画立案，スケジューリング，オペレーション，
自律化の閉じたループの最適化にある。

3.3 生産と製造
さらなる成長と改善に向けた DXの道のりには，生産

と製造の領域におけるスマートマニュファクチャリング
の導入が含まれていることが多い。
DXはポイントソリューションではなく，ビジネスプ

ロセスに向け優先付けされたデジタル・イニシアチブの
プログラムとして見なされることが多いのに対し，スマー
トマニュファクチャリングは自己学習的・自己適応的な
自律型オペレーションを促進させるために，それを実現
するデジタル技術を生産や製造に適用する。
スマートマニュファクチャリングの重要な要素は，意

思決定や問題解決のために，製造工程から原材料の入手
可能性や仕掛品の在庫状況などのデータをリアルタイム
で引き出すことである。そのためには，（スマート）セン
サー，制御と自動化，自動化ネットワークなどのデバイ
スやソリューションを使用し，個別の製造段階からのプ
ロセスデータや資産データを取得する必要がある。
生産と製造の領域における DXは業務プロセスの改善

につながり，自動化のレベルを継続的に高めるための新
たな技術の導入を促す。

（a）人的信頼性
人間信頼性は，健康・安全・危機管理・環境（HSSE），
効率，利用可能性に影響する。航空業界では，全事故
の 90% から 95% がヒューマンファクターによって発
生している。研究からは，プロセス産業にも同様の特
徴があり，未計画のダウンタイムや事故の主な原因
がヒューマンエラーによるものであることが明らかに
なっている。
オペレーターの訓練用のシミュレーションや高度な意
思決定サポートなどの新たなデジタル技術は，人間信
頼性を向上させている。手順に従い，より良い意思決
定を行えるよう従業員を訓練し支援するために，拡張
現実や仮想現実が用いられている。

（b）ドメイン知識
IT と OT が収束するにつれて，ドメイン知識の大半
もそれに続く。モノのインターネット（IoT）技術や
IT ／ OT の収束も，ドメイン知識の管理の大幅な改善
を可能にしている。様々な形式でドメイン知識をデジ
タル化することにより，企業は個人が退職することに
よる多大な専門性の喪失というリスクを低減できる。
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例えば，プロセスプレッシャーの専門家が，無線ネッ
トワーキングやデータ転送技術を迅速に習得すること
が可能になる。

（c）健康，安全，危機管理，環境
安全と人間信頼性は共に，エネルギー・化学産業にお
けるオペレーションの礎石となっている。新しく，進
化し続ける規制要件，生産目標，業務目標を満たすた
めに，リグ，プラント，船舶，パイプライン，ターミ
ナル，資産は常に変化している。これらの変化を安全
に管理することは，リスク評価，承認，変革管理，文
書化を要する非常に困難な作業である。HSSE を確保
するためには，多くの保護層が必要である。一般的に，
これらには設計のインテグリティ，資産のインテグリ
ティ，業務のインテグリティが含まれる。
DXによって新たなセキュリティ関連のリスクがもたら
される可能性があるため，プログラムの実装チームは
エッジ，データダイオード，サイバーセキュリティなど
を採用し，同等のセキュリティや弾力性を有する企業の
接続性を確保しなければならない。リスクを緩和し，イ
ンシデントによる事業への影響を最小化するために，安
全管理やセキュリティ管理を連携させる必要がある。

4. 新しい IT ／ OT アーキテクチャ

伝統的に，プロセス製造のオペレーションは，独立し
た技術スタックとして稼働する幅広い範囲のミッション
クリティカルな機器，制御システム，人間／機械のイン
タフェースが関わるように構築・開発されており，安全
性とセキュリティを担保するためにアプリケーションは
エンタープライズシステムから隔離されている。
デジタル化と DXの重要な柱は，IT を企業のオペレー

ションや OTに浸透させる能力と，ビジネス環境と生産
環境の統合である（図 3）。

図 3  IT ／ OT の収束
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IT イネーブラーがない場合，オンプレミスのOTシス
テムは，需要に対する生産効率や，投下した資本に対す
るリターンなど，意思決定のための高い視座でのビジネ
スの洞察を引き出すために使用されないダークデータを
生成している場合がある。さらに，OTシステムが独立し
ていると，ユーザー管理，レポート作成，ダッシュボー
ドの開発などの共通の活動における手動プロセスやメン
テナンスが増える。エッジを介してセキュアにOTと IT
データを統合するクラウドベースのプラットフォームを
導入することで，プロセス産業はクラウド・コンピュー
ティング（ストレージ，スケール，接続性），他のクラウ
ドアプリケーションやソリューションとの統合，人工知
能を含む高度な分析，ユーザー中心型のアジャイル設計
などの IT イネーブラーを活用できる。
スマートマニュファクチャリングを実現するためには，

顧客はプラントデータのアクセス性能と使用可能性を改
善し，企業レベルで統合できるよう設計された新たなア
プリケーションやソリューションを開発・実装すること
で手動プロセスをさらに自動化することを目指す。スマー
トマニュファクチャリングのパートナーは，ピア・ベン
チマーキング，成熟度評価，ユースケース，ロードマッ
プの優先順位付けで顧客を支援する必要がある。インダ
ストリアル IoT（IIoT）やクラウドのレベルでプラントや
企業を超えた接続性を達成することで，事業，生産，サ

プライチェーンのデータをシームレスに統合できる。
OTを IT システムと統合し，将来のアプリケーション

を開発するためには，OTシステムとネットワークをを超
えた拡張アーキテクチャが必要である。このアーキテク
チャの中心にあるのは，Yokogawa が DXプラットフォー
ムと呼んでいるクラウドプラットフォームであり（図 4），
IIoT デバイスやその他のクラウドベースのシステムと接
続するためにも活用できる。
エッジシステムは，OTと IT の収束にとって重要な出

発点であると見なされている。理想的なデジタルソリュー
ションは，エッジと，オンプレミスまたはクラウドベース
のエンジニアリング及びソリューションアプリケーション
によってホストされたデータの統合によって実現される。
データを生成するプラントの中心技術には，分散型制

御システム，安全計装システム，タンクゲージシステム，
プログラマブル・ロジックコントローラ，およびその他の
自動化コンポーネントが含まれる。これらのコンポーネン
トは計測器，アナライザ，その他のフィールド機器から入
力値を受け取る。ソフトウェアロジックがこれら入力値に
適用され，弁やモーター，その他の機器に出力値を送る。
この新たな DXプラットフォームはプラントフロアレ

ベルで高度な相互運用性を実現し，企業の IT システム全
体に新しいデータを提供する。そのため，プラント環境
では，製造やオペレーションの領域に関する専門家とと
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図 5 プロセス産業のための DX 成熟モデル
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もに，エンタープライズ・アーキテクチャによるアプロー
チが必要となる。

5. 文化，リーダーシップ，変革管理

DX は従来の仕事のやり方を破壊するものであるため，
変化に対してかなりの抵抗が生じる可能性がある。抵抗
は，情報の共有やコラボレーションを望まない部門によ
るもの，DXが自分の仕事にどのような影響を与えるかを
理解していない従業員によるものなどがある。
DXでは，企業の包括的なビジネス戦略を可能にする

と同時に，変化を支援する人と文化戦略の導入が求めら
れる（図 5）。それに際し，OT を深く理解しているプラ
ントの従業員と IT を深く理解している従業員の間に，「デ
ジタルデバイド」が存在することをよく認識しているリー
ダーが必要である。DXに対しては，スキルセットとコラ
ボレーションの必要性の両方が，有効なアプローチとし
て認識されている。
DXは声を揃えて話すことができるリーダーシップチー

ムに団結させる枠組みを提供し，企業の戦略を強化し，
新たな働き方を推進する。変化に対する不安や恐怖を和
らげるために，デジタルリーダーには従業員による開発
や実験が奨励される環境を作る責任がある。

6. どこから始めるべきか？

戦略は外部環境を基に策定する必要があるが，DXの
実践的な遂行は，企業が自社の行動や結果に対して完全
に責任を持てる内部から開始する（図 6）。

図 6 DX の道のりにおける実践的なステップ

（a）企業の目標や戦略との整合
企業の事業目標や戦略は DX のアプローチを決める。
一部のデジタル化の取り組みは，技術的議論の長期化
や限られた効果しか得られない可能性がある。経営幹
部レベルの取り組みにつながるビジネスケースや ROI
がないと，最小のコストで最大の生産性を提供するコ
ストセンターにとって，生産・製造へのデジタル投資
を持続させることは難しくなる。重要な最初のステッ
プは，経営幹部レベルの DXイニシアチブの一環とし
て認識・支持されるビジネスケースを確立させること
である。

（b）準備の評価
DXの準備は，ビジネス戦略，人，プロセス，技術統合
されたセットと見なす必要がある。現状（as-is）の能
力または成熟度の公平な評価は，ベースラインを設定
し，今後の変化に向けた支援向上に役立つ。

（c）サイロを壊してコラボレーションを実現
どの組織においても，日々のチーム構成，役割，プロジェ
クトの中で仲間意識やコミュニケーションが形成され
るため，自然に組織のサイロ化が進む。これらの問題
の一部は組織再編によって解決することができるもの
の，長く複雑な過程になる場合もある。十分な準備を
せずに組織再編を行うと，意図せざる結果や新たなサ
イロを作ることにもなりかねない。	
より実践的なアプローチとしては，疑問が生じた際に
他の人が頼りにする，信頼できるスタッフを特定する
ことである。組織の要所にいる影響力のある人が明確
になれば，彼らを DXタスクフォースに参加してもら
うように招き，変革目標に基づいて組織された新しい
機能横断型チームを作り，メッセージを強化し，現場
に変革をもたらすことができる。

（d）外部からプロセスを整理
DXには，技術を通じた業務プロセスの評価と改善が伴
う。これらのビジネスプロセスは，顧客またはユーザー
の体験に根ざしているべきである。

（e）クイックwin の明確化
顧客志向のビジネスプロセスを明確に捉えることで，顧
客，ひいては企業ビジネスにもたらされる価値との明確
な繋がりを持つことができる。
労力の度合いに対して，ビジネスへの投資対効果を推定
することで，ユースケースを考え優先順位をつける。

（f）アーキテクチャとデータの基盤を構築
大手企業は，組織を超えた統合と加速へ進む前に，安
定した技術基盤ができていることを確認する。
ケーススタディからは，デジタル化の初期段階におい
て，デジタル化に向けた取り組みのうち最大 80% が
データ整理やハウスキーピング作業に費やされている
ことが示されている。これらは面倒な作業であるもの
の，きれいになり安定したデータ基盤は，アプリケー
ションを通じた効果的な分析，意思決定，自動化の支
援において欠かせない。

（g）データを中心に技術を整理
デジタル的な楽園の追求は技術によって可能になり，
データの集約と正規化に対する体系的なアプローチに
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基づいて構築される。プロセス産業において，これは，
すべてのOTデータを同じデータレイクへと統合しデー
タの忠実性と品質を保証するために，企業によるすべ
てのプロセスデータや資産データへの接続やアクセス
を監査することを意味している。	
すべての現行および必要な入力データのソースを定義
することで，技術を適用できる自動化する領域，手動
で対応する領域，存在しない領域を明らかにすること
ができる。
技術に対してデータ中心型のアプローチを採ることで，
アナリティクス，アプリケーションのロジック，相互
互換性を適用できる信頼性の高い基盤を確保できる。

7. おわりに

DXが世界のビジネスを破壊・変革・再形成し続けてい
く中で，プロセス産業における変化の必要性は明確に存在
している。このような変化を起こすために，企業は事後対
応型のオペレーションから事前に予測し利益を最適化す
るようなオペレーションへと焦点を移す必要がある。
企業はDXの道のりを単独で進むことはできない。企業

は，OTと IT 両方に精通した専門家とパートナーシップを

組むことで，イノベーションを飛躍させる必要がある。
これらのパートナーは，企業の既存の業務，技術，

データを理解していなくてはならない。複雑さは企業ご
とに異なるため，彼らのニーズ，要件，予算に収まるソ
リューションを共創することが必要である。しかし，多
くのソリューションプロバイダーは，コンサルティング
と IT ／ OT 技術を含む断片的な提案をしている。そのた
め益々最適な DXのアプローチは，この道のりを通じて
企業を支援し，すべての可能性に目を向け，計画立案か
ら実績ベースの結果に至るまでのプロセスの全ての側面
について責任を持つパートナーを求めるようになってき
ている。
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