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製造業におけるトレンドおよびマーケット情報や顧客ニーズは，OT を主軸とした高度化のみならず，デジタ

ルトランスフォーメーションに代表される IT と OT を融合させた新たな価値の創出に焦点が置かれるようになっ

た。このような変化に合わせて，顧客が OT サプライヤに期待する役割も大きく変わろうとしている。一方で，

IT 業界を中心にビジネスを展開するシステムインテグレーターが行っているサービス内容と比べると，OT 業界

のサービスは IT 業界とのサービスについて大きなギャップがあることが分かる。本稿では，One Stop Shop とし

てサービスを提供する，製造業サービスという枠を超えた IT/OT コンバージェンスサービスプロバイダーとして

の YOKOGAWA のビジョンとその背景およびロードマップを示すことで，2030 年までに実現を目指す製造業サー

ビスの在り方を説明する。

In the manufacturing industry, customers’ needs in operations are shifting from a simple 
OT approach to the integration of IT and OT, which is expected to be achieved by digital 
transformation. In line with this trend, customers’ expectations for OT suppliers have been 
changing significantly. As the distinction between IT and OT disappears, OT service providers 
require more flexible functionality. Yokogawa envisages a one-stop service for the manufacturing 
industry and is working toward its full operation by 2030. This paper describes its vision, 
background, and roadmap.

1. はじめに

近年，製造業においては，人の介在が必要な作業の減
少が加速している。リモート接続などを活用した技術は
単なるツールにとどまらず，物理的な人の介入を必要と
しない非接触社会の実現を担う重要インフラの基幹技術
になりつつある。プラントの保全分野においても，人間
に代わってロボットやドローンなどが活用されるように
なり，特に人が立ち入ることが困難なエリアについては
無人化が加速している。このような無人化を可能にする
技術やデータは，人工知能（AI）などを取り入れてすで
に実用化段階まできている。これらの領域は，これまで
YOKOGAWA のコンペチターではない IT 企業などが大き
な投資をしてきた分野であり，現場依存の顧客ノウハウ
価値が重要な OT に関しても，導入要求が強くなり，OT
サプライヤに新規参入機会が大きくなってきている。

YOKOGAWA のサービス事業は，主力製品である生産
制御システムの保守やシステムアップグレードといった
YOKOGAWA 製品に対するサービスを，石油，ガス，化学，

電力，鉄鋼，紙パルプ，薬品，食品などの分野に対し提
供し成長してきた。しかし，IT と OT の境目が薄れてき
ている状況下において，リリースする製品やサービス事
業には，より柔軟性の高い機能が求められるように変化
してきている。

これらの状況を踏まえ，YOKOGAWA のライフサイク
ルサービスの分野においては，リモート接続技術や AI 技
術などの IT 技術を活用した状況分析などを当たり前の
ように導入しつつある。デジタル化されデータ化した情
報の分析を進め，予知メンテナンスの分野を中心に，IT/
OT コンバージェンスサービスとして提供していくことが
重要になっている。

2. YOKOGAWA のリモートソリューションの取り組み

プラントの保全分野におけるメンテナンスの考え方は，
1980 年 代 は 事 後 保 全（BM: Breakdown Maintenance）
や時間計画保全（TBM: Time Based Maintenance）が主
流であった。それが 1990 年代初頭頃から状態監視保全

（CBM: Condition Based Maintenance）を組み合わせ，最
適な方式を採用してコストダウンを実現するメンテナン
ス方式へと変化し，リモートソリューション活用のニー
ズが高まってきた。YOKOGAWA は，ISDN 回線などを
利用したリモートでの故障要因特定までの時間を短縮す
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ることを目的に，日本国内を中心にサービス展開を開始
した。当時の故障要因特定解析は，テキストログ解析で
はなくメモリダンプの解析といった専門性の高い作業が
必要であり，リモート接続技術開発は YOKOGAWA 製の
CPU やメモリなどのハードウェアの故障解析を主な対象
としていた。

2000 年代になり，それまで主流であった専用ハード
ウェアから，汎用のワークステーションやサーバー機器
が広く使われるようになったことで，単一のハードウェ
アに対する故障要因特定だけでなく，ソフトウェアのイ
ベントログなども併せたシステム全体の故障要因特定を
行うニーズが高まっていった。通信インフラに関わるコ
ストが下がってきたこともあり，サービスのインフラを
刷新することで稼働中のシステムを YOKOGAWA のコー
ルセンター（グローバルレスポンスセンター）に接続す
るリモートサービスソリューション VPSRemote を開発
し，販売を開始した。これにより，リモートデスクトッ
プ技術などで画面を共有し，不具合の早期修復を支援す
るサービスなどの提供が可能となった。

2010 年初頭より，日本国外を中心にプラントにおけ
るサイバーセキュリティ対策のニーズが高まってきた。
YOKOGAWA はリモート接続を使用したサービスをさらに
整備し，定期的にリリースされるソフトウェア更新プロ
グラムやアンチウイルスの定義ファイルのアップデート
を遅滞なく適用するための手段も提供するようになった。

3. 今後プラントの現場で起きる変化

今後 15 年の間にユーザーを取り巻く状況は大きく変
わろうとしている。YOKOGAWA が行った未来予測のリ
サーチ結果によると，以下に示す３つの変化が起こる可
能性が高いことが結論付けられている。

3.1 リモート操業・保守の加速
現代の一般的なプラントを持つ製造業においては，全

従業員のうち約 70% が稼働中のプラント内で操業と保全
業務を行っていると試算されている。今後，従業員のニー
ズが多様化し，ワークライフバランスなどの新しい価値
観が浸透していくにつれ，50% の従業員はリモートで働
くことを選択すると予想される。社会がそれを受け入れ
ることにより，結果としてプラント内で働く従業員は少
数精鋭のみとなり，必然的に本社などの遠隔地からプラ
ントを支援するような仕組みが求められ，操業や保守の
領域のリモート化が大きく加速する。

3.2 センサーの増加や高度化に伴う監視対象の増加
全プラントアセットのうち，データ化がなされている

情報は５％以下であると試算されている。プラント運転
に対するデータ分析ニーズの高まりや，さらなる省人化・
自動化運転を実現するためには，プラント内のセンサー

数を増やし，さらに再利用可能な形態でのデータ化をし
ていくことが不可欠である。将来的には IoT 機器などを
導入することでデータ化される情報量は全プラントア
セット数の 40% を超えると予想され，それに伴い操業に
関わる分散制御システム（DCS）のオペレータの業務負
荷が増大する。

一方で，操業に関わる人員の増加はグローバルでの競
争力維持の観点から見込まれず，結果としてオペレータ
一人当たりが監視・制御する I/O 数は，現在の 3000 点
に対し約７倍の 20000 I/O 以上になると予想され，オペ
レータのスキルそのものの向上が求められる。

3.3 新技術導入サイクルの早期化
あらゆる領域で AI 技術などが当たり前のように使わ

れ，あらゆる業務でデジタルによるディスラプションが
発生すると予測される。技術の陳腐化のサイクルが著し
く速くなり，現状７年程度保たれている技術的優位性は
約半分の 3.5 年程度になることが予想される。汎用技術
に搭載されるソフトウェアの更新をはじめとする頻繁な
システム更新や，新技術を導入し続けるニーズの増加に
おいては，システム間の互換性確認，新たなセキュリティ
リスクなどへの迅速な対応が必要となる。

4.  One Stop Shop Service Provider として求められ
る機能

従来の多くのプラントでは，制御系工場ネットワー
クは情報系ネットワークから物理的に切り離されている
か，ファイヤーウォールなどの遮断ソリューションによ
りデータ交換が限られていた。今後プラントの現場で起
きる変化予測を踏まえると，これまで分断されていた制
御系工場ネットワークと情報系企業ネットワーク間での
データ交換は不可欠であり，図 1 に示すようなニーズと
ユースケースが増加すると考えられる。

図 1 今後増加するニーズとユースケース

複雑化する機能要件やシステムに対応するため，それ
らをシングルウィンドウのサービスとして提供するプロ

リスクアセスメントによる現状評価と対策を

制御システム向けリモート管理
モニタリングによるアップタイムの最大化を

つながるプラントのセキュリティ強化

最小限の現場作業員で最大限のパフォーマンスを

現場作業のリモート支援
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バイダー，すなわち One Stop Shop Service Provider が，
プラント稼働率の最大化や高効率保全作業，品質向上に
対するパートナーの要件として求められる。ユーザーと
ベンダーが一緒になってあらゆるリソースを共有し，最
大限活用することが必要な社会になると，製造業サービ
スは共同事業者としての役割も求められるはずである。

4.1 現場作業のリモート支援
プラント操業の省人化や無人化は一朝一夕で成し遂げ

られるものではなく，段階的に進んでいく。これを実現
するためには少数精鋭で行う現場作業を「人・プロセス・
テクノロジー」の観点から支える仕組みが必要であり，
プラント内で働くことのできる貴重な人材の高効率化・
高度人材化を進めなければならない。一方で，依然とし
て人の暗黙知を前提とする業務が存在することで，いま
だに多くの情報がデジタル化されていない。限られたリ
ソースを最大限活用するためには，遠隔地からの支援な
どを受ける環境を整備して情報共有と作業管理を行う必
要がある。安全かつセキュアな双方向のコラボレーショ
ン環境が求められる。

4.1.1 現場作業のデジタル化
現場作業の効率化が進んでも，既に存在する人的リソー

スだけでは継続性が担保できず，新規採用などの人材の
新陳代謝は必ず必要となってくる。少数精鋭のプラント
オペレーションでは，経験の浅い人員に対する教育の機
会や時間は多くはなく，不足するスキルを補完するため
の武器としてデジタルデバイスを配備し，個々の力を補っ
ていくしかない。

YOKOGAWA ではタブレット端末などを活用し，現場
作業データのデジタル化とリアルタイムでの共有などを
行うことにより，これまで長い時間をかけ経験を通して
得られた知識をデジタル化する取り組みを開始している

（図 2）。

図 2 タブレットを活用した保全作業

手書き入力，テキスト入力，動画撮影，静止画撮影，
音声録音などが同一のシート上に容易に記録可能なため，
現場での入力作業負担が軽減されるのは勿論のこと，単
なる紙の電子化に留まらないデータ化が可能となる。デー
タ化することが暗黙知を形式知化することの第一歩であ
り，将来，人の作業をロボットやドローンに取って代わ
らせる際の最も重要なデータにもなる。また，機器管理
台帳などと関連付けたデータを蓄積し，データ解析する
ことで，予知保全も実現可能となる。

4.2 制御システム向けリモート管理
YOKOGAWA の調査では，ユーザー環境の 50% 以上で，

複数ベンダーかつ複数バージョンで構成された制御シス
テムの運用管理を余儀なくされており，システム保全視
点での効率化が進まない一つの要因となっていることが
明らかになった。IT システムにおいても同様の状況であ
るものの，コンピュータやネットワークといった共通技
術を使うだけでもある程度の運用保守業務は実行可能で
ある。一方，ハードウェアと密接な関係性のある OT シ
ステムのように，それぞれのシステムに対して専門のス
タッフを配置しなければ保守が不可能な状況となる。し
かし，単一事業所内での限られた人的リソース下で，保
全難易度が高いシステムの健全性，使用状況，ソフトウェ
ア更新プログラムなどをすべて把握し管理していくこと
は，事実として非常に困難な状況になっている。リモー
ト管理などを活用しリソースの最適配置を行うことが，
プラント全体の健全性を保つ上で重要な鍵となる。

4.2.1 マネージドサービス
現状プラントの現場では，ネットワーク機器，伝送機，

センサー，ワークステーションやサーバーなど，多岐に
わたる大量の機器のデータが別々のシステムで管理され
ている。データを管理するテクノロジーが統一されてい
ないだけでなく，プロセスや人の運用も統一できていな
い。DCS は計装部門，ネットワーク機器は IT 部門といっ
たシステムごとの縦割りでそれぞれの管理を強化したと
しても部分最適化にしかならず，最適解は得られない。

YOKOGAWA ではこれらの本質的課題を解決すべく，
データを統一プラットフォーム上のダッシュボートで一
括管理し，システムやプラントデータの監視，セキュリ
ティの監視などをまとめて行う統合的な運用管理サービ
スの提供を開始した（図 3）。このサービスでは安全性を
確保したリモート環境のもと，プラント保全業務の部分
的な運用代行を行うことを目的としている。ソフトウェ
ア更新プログラムの適用などを定期的に行うことでセ
キュリティレベルを一定に保つと同時に，ネットワーク
ログをモニタすることでプラントを外部脅威から守る，
IT 部門向けの運用代行サービスも提供している。
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図 3 Managed Service の概念図

プラントの保全業務と IT の運用代行を同時に実現する
ことで，One Stop Shop Service Provider としての価値を
提供する。

これら運用管理サービスを YOKOGAWA が請け負うこ
とで，本来ユーザーが注力すべき生産活動にリソースを
集中させ，現場作業の負担を大きく減らすことが可能と
なり，人・プロセス・テクノロジーへの投資バランスが
保たれることが期待される。

4.3 つながるプラントのセキュリティ強化
YOKOGAWA の調査において，OT と IT の融合や IoT

技術の活用により生じうる新たなセキュリティリスクへ
対応する準備ができていると答えたユーザーは，全体の
半数にすぎず，まったくできていない，あるいは部分的
にしか対応できていないと答えたユーザーも少なくはな
かった。セキュリティリスクへの対応が進まない理由と
して，主に以下の３点が挙げられた。

 • 経営層に正しく理解されておらず，IT 分野への投資金
額の妥当性が正しく理解されていない

 • 企業内で IT と OT の狭間におかれたシステムの責任範
囲が不明確で，どの部門が積極投資すべきかがあいま
いである

 • 現状の問題がどこにあるか把握されていない
組織外からのセキュリティリスクアセスメントなどを

活用し現状の評価を正しく把握したうえで，費用対効果
の高い対応策から順にすぐにでも対応を開始しなければ，
いつサイバーセキュリティに起因する事故が発生しても
おかしくない。

4.3.1 サイバーセキュリティ対策プログラム
YOKOGAWA は，包括的なサイバーセキュリティ対策

の手法を，サイバーセキュリティ対策プログラム（Security 
Program） と い う 形 で モ ジ ュ ー ル 化 し 提 供 し て い る

（図 4）。 

図 4 サイバーセキュリティ対策プログラム

 � 脅威の認識（Awareness & Training）：
プラントにおけるセキュリティリスクを理解するため
に，チェックシートなどに基づくワークショップやト
レーニングなどを開催する。

 � リスクアセスメント（Risk Assessment）：
脆弱性アセスメントとリスクアセスメントを通して制
御システムに対するリスクレベルを特定し，現在のセ
キュリティレベルを認識する。

 � ポリシー・手順書の策定（Policies & Procedures）：
セキュリティポリシーを定義し，運用手順を明確化する
ことで，戦略的なセキュリティ対策の計画を策定する。

 � ビジネスケース（Business Cases）：
直ちに対応が必要なリスクと許容可能なリスクを明確
にし，投資計画を考慮したセキュリティ対策のロード
マップを作成する。

 � 設計・実装（Design & Implementation）：
策定されたポリシー，ビジネスケースを基に，実際に
セキュリティ対策の構築を行う。

 � 運用管理（Managed Services）：
構築されたセキュリティソリューションを運用する。
これらのセキュリティプログラムモジュールを継続的

に運用することで，高度化するサイバー攻撃や複雑化す
るプラントに潜むセキュリティリスクへの対策検討を，
プラントのライフサイクルに亘り行うことができる。

5.  2030 年までに実現を目指すライフサイクルサー
ビス

ここまで述べてきた，製造業サービスで求められてい
る現場作業のリモート支援，制御システム向けリモート
管理，つながるプラントのセキュリティ管理を進めてい
くためには，YOKOGAWA のライフサイクルサービスと
しての体制強化が必要となってくる。

YOKOGAWA が 2030 年までの実現を目指すライフサ
イクルサービスとその体制を，図 5 に示す。

図 5 YOKOGAWA が目指す 2030 年のサービスビジネスとその体制
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エンジニアはデジタルデバイス
を身に着け，どこからでもあら
ゆるデータにアクセス可能

情報管理の近代化による
ビジネスパフォーマンス

の最大化 プラントアセットおよびすべての
Yokogawa ソリューションを包括する

マネージドサービス

二次対応

三次対応

人・ドローン・ロボットの
連携による遠隔監視・保守

サービス

一次対応

ユーザーエクスペリ
エンスの向上

統合されたプラットフォーム上にお客さまの
単一窓口を構築することによる不満・不安の
解消およびユーザーエクスペリエンスの向上
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図 4 サイバーセキュリティ対策プログラム

 � 脅威の認識（Awareness & Training）：
プラントにおけるセキュリティリスクを理解するため
に，チェックシートなどに基づくワークショップやト
レーニングなどを開催する。

 � リスクアセスメント（Risk Assessment）：
脆弱性アセスメントとリスクアセスメントを通して制
御システムに対するリスクレベルを特定し，現在のセ
キュリティレベルを認識する。

 � ポリシー・手順書の策定（Policies & Procedures）：
セキュリティポリシーを定義し，運用手順を明確化する
ことで，戦略的なセキュリティ対策の計画を策定する。

 � ビジネスケース（Business Cases）：
直ちに対応が必要なリスクと許容可能なリスクを明確
にし，投資計画を考慮したセキュリティ対策のロード
マップを作成する。

 � 設計・実装（Design & Implementation）：
策定されたポリシー，ビジネスケースを基に，実際に
セキュリティ対策の構築を行う。

 � 運用管理（Managed Services）：
構築されたセキュリティソリューションを運用する。
これらのセキュリティプログラムモジュールを継続的

に運用することで，高度化するサイバー攻撃や複雑化す
るプラントに潜むセキュリティリスクへの対策検討を，
プラントのライフサイクルに亘り行うことができる。

5.  2030 年までに実現を目指すライフサイクルサー
ビス

ここまで述べてきた，製造業サービスで求められてい
る現場作業のリモート支援，制御システム向けリモート
管理，つながるプラントのセキュリティ管理を進めてい
くためには，YOKOGAWA のライフサイクルサービスと
しての体制強化が必要となってくる。

YOKOGAWA が 2030 年までの実現を目指すライフサ
イクルサービスとその体制を，図 5 に示す。

図 5 YOKOGAWA が目指す 2030 年のサービスビジネスとその体制
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センターからの指示により効率的に活動
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解消およびユーザーエクスペリエンスの向上

 � 幅広い知識を有する現場作業（一次対応）
現 場 で は， プ ラ ン ト ア セ ッ ト お よ び す べ て の
YOKOGAWA ソリューションを包括するマネージド
サービスを行っていく。

 � 現場を支えるYOKOGAWAコマンドセンター（二次対応）
リモートで様々な指示を出すコマンドセンターによ
り，複雑化する現場作業を支えていく。

 � 専門性の高いプラントデータ解析（三次対応）
高度化・複雑化する現場に対して，情報を解析するこ
とで現場の状況をより適切に監視し，迅速なメンテナ
ンス指示を出していく。

 � ベンダーサービスとのコラボレーション
現場ソリューションはYOKOGAWA製品のみではなく，
様々なベンダーのソリューションで構成されている。
したがって，各ベンダーサービスを協業していくこと
で現場ソリューションを成立させる。

 � クラウドマネージメント SOC/NOC
SaaS（Software as a Service）ビジネスなどが多くなり，
クラウドの活用が加速されていく。このインフラ自身
の管理運用の重要性が増していく。

 � ユーザーエクスペリエンスの向上
お客様の単一窓口を構築することで，お客様の満足度
を高めていく。

図 6 2030 年のサービスビジネス実現に向けたロードマップ

次世代のカスタマーサービス

2025

・ お客様からの問い合わせや要望をタイムリーに解決するための
窓口単一化の実現

・ 煩雑な業務から解放，お客様がよりコアビジネスへの集中を
手助けするクラウドマネジメントサービスの提供

・ シームレスなプラントデータへアクセス，リアルタイムコミュニ
ケーションの実現

2030

・  顧客・Yokogawa・サプライヤが一体となり人・プロセス・技術を
融合させることで保守管理業務のアウトソーシングを実現

・  データ分析エンジンにより，ビジネスパフォーマンスを最大化
多面的なインサイトを提供

・  ベンダーにとらわれないサービスを加速し，業界を超えた
サプライチェーン全体のサポート

Yokogawa コマンドセンター

マネージドサービス

保守を超えたサービスへの変革

課題 :
・ OT 領域の特に DCS を中心としたサービス事業の展開
・ プロダクト志向からソリューション志向への意識改革
・ Yokogawa 製品以外への対応力不足

2021

・ Yokogawa 製品以外も含む包括
した “ マネージド ” サービスの
提供開始

・ リモートインフラ実現のキーとなる
サイバーセキュリティの強化

・ プラント制御機器の
パフォーマンス監視
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この 2030 年のサービスビジネスを実現するための
ロードマップを図 6 に示す。2021 年現在，マネージド
サービスを OpreX Managed Service としてソリューショ
ン化した。今後，YOKOGAWA コマンドセンターの設立
や次世代のカスタマサービスの実現などを通して，2030
年までに保守を超えたサービスへの変革を達成する。

6. おわりに

「製造業サービスの変革と期待」と題して，Yokogawa
の取り組みとして，リモートソリューションの活用や

One Stop Shop Service Provider（マネージドサービス）
の提供などについて，技術基盤（Technology）ならびに
プロセスと人（Process ＆ People）の面からみてきた。
今後この分野への要求はますます高まり，急速に変化し
続けることになると考える。

*  OpreX は，横河電機株式会社の登録商標です。
*  その他，本文中で使用されている会社名，団体名，商品名および

ロゴ等は，各社または各団体の登録商標または商標です。
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