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持続可能な開発目標
Sustainable Development Goals（SDGs）

2015 年 9 月、国連では今後 15 年かけて私たちの地球を守り、よりよき将来を実現するための
計画「アジェンダ 2030 」が採択されました。この計画は、全世界が「 持続可能な開発目標
（ SDGs ）」を掲げて取り組み、
『 誰も取り残されない 』社会を実現しようという壮大なチャレン
ジです。SDGs に盛り込まれている 17 の目標と169 のターゲットの中には、貧困、健康、教育、
気候変動、環境劣化など、企業にとって関連のある広範な課題が取りあげられています。

サステナビリティ目標 Three goals

YOKOGAWA は SDGs の方向性にあわせ、2050 年に向けて「 気候変動への対応（ Net-zero
Emissions）」
「 資源循環と効率化（ Circular Economy）」
「すべての人の豊かな生活（ Wellbeing）」というサステナビリティ目標（ Three goals）を策定しました。
この 3 つの目標の実現を
目指し、お客様とともに社会課題を解決していくことが持続的な社会に貢献できる私たちの役割
と考えています。
2050年に
向けた長期目標
（Three goals）

重要テーマと
YOKOGAWAの
貢献ストーリー

気候変動への対応

全ての人の豊かな生活
Well-being

Circular Economy

再生可能・低炭素
エネルギー

ライフイノベーション・
安全

省エネ・省資源

Net-zero Emissions

再生可能エネルギー発電向けの
ソリューション、LNGを中心とす
る低炭素エネルギーの供給支援
で、CO2排出抑制に貢献

医療・食品等ライフイノベーショ
ン分野のソリューションや、安全
で快適なワークプレースで人々
の健康と豊かな暮らしを実現

資源循環と効率化

お客様資産のライフサイクルを
通じ、安定稼働や効率化、資源
循環を推進するソリューション
で、省エネ・省資源と経済成長
に貢献

関連する
SDGs目標

2. ZERO HUNGER

飢餓を終わらせ、食料安全保障および栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

経済的な利益だけでなく、
社会的、
環境的な価値をもたらすようにバランスをとり、
各国が成長していくことを目指す
1

Well-being

3. Good health and Well-Being

あらゆる年齢のすべての人々の健康的で安心な生活を確保し、満足と幸福を感じさせる
※ Well-being：身体的、精神的、社会的に良好である状態

8. Decent Work & Economic Growth

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働き
がいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する
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基礎研究

開

応用研究

ライブセルイメージング

・ ライブセルイメージング分野で30年の実績

・ 3000台以上の販売実績があり、
世界中の先端的研究をサポート

共焦点スキャナユニット

画像提供：近
 畿大学 生物理工学部 
遺伝子工学科 山縣一夫先生

ライブセルハイコンテントアナリシス
・ 生きた細胞の様々な反応を高速
かつ詳細に測定
・ 新薬開発や化合物評価、
細胞機能
解明などの効率向上

・ 最先端のライフサイエンス研究の
ニーズに対応

・ 共焦点スキャナ技術を応用し、
撮影
した画像を解析

・ ガラス細管の先端位置を正確に
制御し、細胞や細胞内成分を自動
で吸引
・ 1細胞質量分析法や1細胞遺伝子
解析法などを用いて高感度に分析

画像提供：
産業技術総合研究所
バイオメディカル研究部門
加藤薫先生

従来の共焦点ユニットに光学限界を超えた約120nmのXY分解能
を実現する超解 像オプションを搭載。
低 退 色、低 光 毒 性、
使いやすさはそのまま、
共 焦 点 観 察と超 解 像
観察を切り替えながら
イメージングできます。

共焦点定量イメージサイトメーター

PAT(※)技術搭載によりバイオ医薬の収量・品質向上に貢献
します。
※PAT：ProcessAnalyticalTechnology

・ 細胞及び培養の状態をインラインでモニタリング

・ インラインモニタリングデータに基づき予測制御を行い、
栄養源濃度を一定レベルに自動で維持

開 発 中
YOKOGAWAは、武田薬品工業様の湘南
ヘルスイノベーションパーク内に
「湘南
ライフサイエンス コ・イノベーションセ
ンター」
を開設し、そこを拠点にシングル
セローム共同開発研究コンソーシアム
を立ち上げ、1細胞解析ソリューションの
普及と発展に取り組んでいます。

撮像

共焦点定量
イメージサイトメーター

データ管理

培養日数

・ 培養レス・スキルレスな遺伝子微生物検査で同定可能
・ 食品・医薬品などへの微生物混入を迅速に判定

ハイコンテントデータ
管理システム

開 発 中

ハイコンテント
解析ソフトウェア

再生医療向け統合品質管理システム

・ 細胞を出発原材料とする製造では明確な規格がとれないうえ、バラつき
が大きく、品質を担保することが難しい

・ 製造業のオペレーションコストやリードタイムを短縮
（在庫低減）

従来の検査システム

5 Days
短縮

・ インキュベータや恒温恒湿槽、冷蔵庫、圧縮空気の品質測定、温度マッピングなど約30種
の設備・装置に対応

開 発 中

・ 実施計画書の作成から実作業、結果記録までサポート

・ メーカを問わず、温度計や圧力計、流量計など、製造、検査、試験、開発といった様々な部署
で使用される約700機種の機器に対応

品質管理

■ 製薬業界向け品質情報管理パッケージ
CIMVisionLIMS

・製造工程での品質向上から検査・分析
業務の効率化まで、品質の改善と安定
を実現

■ アフターサービス基幹業務パッケージ
ServAir

■ 生産スケジューラー
ASTPLANNER

■ 品質情報管理支援パッケージ
Lab-Aid

■ GMP管理業務支援パッケージ
CIMVisionQA
■ 医薬品製造管理パッケージ
CIMVisionPharms
■ 食品製造管理パッケージ
CIMVisionLIBRA

保全管理

■ 設備保全管理システム
eServ

プロセス制御

■ 生産制御システム
CENTUM VP

フィールド機器

■ 差圧・圧力伝送器
■ Sushi Sensor（IIoTセンサ）
■ コリオリ・電磁・渦流量計

・ コストを最小化しながら効果的な
保全業務を早期に実現

YOKOGAWAのシステム

・ 統合監視制御によりライフサイクル
コストを最小化

・ 高い信頼性でお客様の操業と環境の
向上に貢献

・ YOKOGAWAは製造3要素
（製造工程・品質試験・製造環境）
に関わる情
報を集約してリンクする、統合品質管理システムの構築を目指しています

校 正

■ 製薬業界向け生産管理パッケージ
CIMVisionPMS

・ 業種固有の製造プロセスにきめ細かく
対応して様々な課題を解決

・ 再生医療分野では、品質の安定化、製造コストの低減、自動化や最適化
への取り組みが期待されており、ITシステムを導入してデータを統合的に
管理する必要がある

適格性評価（バリデーション）

生産管理

製造管理

食品・医薬品などへの微生物混入を迅速に判定することを
目指しています。製造業のオペレーションコストやリード
タイム短縮（在庫低減）への貢献が期待されています。

大量の画像データも
ネットワーク経由で保存、
アクセス可能
解析時もデータ移動不要

■ 基幹業務システム
Microsoft Dynamics 365

・ 生産計画、生産進捗管理はもちろん、
QCDSの維持・向上を実現

微生物コンタミ検査システム

解析

基幹業務

・ ものづくりに立脚したリアルタイム
経営を実現

微生物コンタミ管理ソリューション

NAS

ハイスループット
細胞機能探索システム

物流・サービス

細胞生存率を向上

・ 培養に必要な装置を搭載したオールインワンパッケージ

細胞を用いた様々な評価実験の 搬 送
時系列３D画像を自動的に撮像し、
信頼あるロボット
AI技術を活用した画像解析ソフト
メーカと協業で
プレートの自動搬送を
であるCellPathfinderで画 像
実現
解析を行うことにより、特微量の
抽出・チャート表示までを自動
で行うことができます。細胞画像
の撮像から解析、データ管理ま
でのトータルソリューションをご
提供します。

産

開 発 中

アドバンスドコントロール細胞培養システム

NEW

画像提供：CochinhospitalFrance

１細胞解析ソリューション

バイオ抗体薬生産ソリューション

超解像共焦点スキャナユニット

ハイスループット細胞機能探索システム

量

生細胞数

・ 独自のスキャン方式で生細胞、
生体へのダメージを最小限に抑え、
微かで速い生命現象も逃さず捉えることが可能

発

■ 装置状態自動分析パッケージ
DUCSOnEX

■ バッチ管理制御パッケージ
VizBatch

※上記商品やソリューションは、当社制御事業の包括的ブランド
「OpreX™（オプレックス）」のラインナップです

環境モニタリング

・ GｘP遵守の規制要件となる温度、湿度、室
間差圧などの環境データを一元管理。デー
タインテグリティに対応したペーパレス化
を提供

Monitoring System

データの一元管理
モニタリング

D I 対応

ペーパレス化

※2018年12月に適格性評価・校正業務の専門企業であるエヌケイエス株式会社をグループ会社化しました
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ライフイノベーションの事業拠点
本社

金沢事業所

湘南ライフサイエンス コ・イノベーションセンター

グローバル体制

Yokogawa Europe
（オランダ）

Yokogawa Middle East
& Africa（バーレーン）

Yokogawa Electric CIS
（ロシア）

Yokogawa China
（中国）

Yokogawa India
（インド）

最新情報を定期的に配信しています。
ぜひフォローをお願いします。

Yokogawa Electric Korea
（韓国）

Yokogawa Electric International
Yokogawa Engineering Asia
（シンガポール）

Yokogawa Corporation of
America（米国）

横河電機株式会社
東京 武蔵野

Yokogawa America
do Sul（ブラジル）

（２０１9年３月末 現在）

＞＞
@Yokogawa_LS

Yokogawa Life Science

@yokogawa.life.science

Life Science Yokogawa

ライフイノベーション事業本部

https://www.yokogawa.co.jp/solutions/solutions/life-innovation/
本

社：〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32（0422）52-5581

金沢事業所：〒920-0177 石川県金沢市北陽台2-3（076）258-7028

本文中に使用されている会社名、団体名、商品名、
サービス名およびロゴ等は、横河電機株式会社、各社または各団体の登録商標または商標です。
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