公正な事業慣行
ヤマハグループは市場経済社会の健全な発展のため、法令、社会規範の順守による公正な事業慣行を徹底しています。
「コンプライアンス行動規準」
に基づいて、独占禁止法の遵守、不当な比較広告等の禁止などによる公正な競争、取引先ほか関係機
関との不明朗な関係の排除による公正な関係の構築・維持、知的財産などの適正な管理を図っています。また、
これらの順守を従
業員に徹底するために、社内教育を実施しています。
さらに、
グループ内はもとより、原材料や部品のサプライチェーンを通じたサステナビリティ推進を図るため、サプライヤーに向け
て人権尊重、労働・安全衛生、公正取引などに関する方針をお伝えするとともに、順守の協力を要請するなど、取引先と連携したサ
ステナビリティ調達の取り組みを進めています。

汚職防止
汚職防止の方針
ヤマハグループは、国連グローバル・コンパクトに賛同し、その自主行動原則である
「腐敗防止」
について順守することを宣言してい
ます。また、取引先や政府・地方自治体・公的機関との不明朗な関係を排除し、公正な取引をすることをコンプライアンス行動規準
に定めています。
》
5-4 不明朗な関係の排除
（贈答・接待などのあり方）
》
7-1 政府・地方自治体・公的機関との取引
》
7-2 公務員等への贈答・接待の禁止
》
8-5 外国公務員への贈賄禁止

汚職防止を徹底するための取り組み
ヤマハグループは、
コンプライアンス行動規準に基づき、各部門で接待・贈答に関するルールを定め、運用しています。また、公務員
への贈賄禁止など汚職防止に関する国際規範や法規制について、法務部門からグループ内に周知・注意喚起を図っています。とり
わけ海外のグループ会社で、
自社による贈賄だけでなく取引先が贈賄を行った場合も問題となりうることを認識するなど、
リスク把
握が進んでいます。

事業活動における贈賄リスク
ヤマハグループでは教育機関や公的施設向け事業や、工場建設に関わる許認可を必要とする国では、行政機関との交渉が必須で
す。このような事業領域や国では贈賄リスクが高いと認識しており、
リスクに応じた対応を図っています。
地域別には、腐敗防止に取り組むNGOであるTransparency Internationalの腐敗認識指数の高いBRICs諸国や、
ヤマハが多く
のグループ会社を置くインドネシアをリスクの高い地域として重視しています。

国内外の公務員への贈賄防止
公務員への贈賄については、
とりわけ海外グループ会社がそのリスクを認識しています。ほぼ全ての海外グループ会社
（33社中
31社）
で贈収賄を行う者に処分を課す規程を整備しているか、処分が可能となっています。
一方、
自社だけでなく、取引先の贈賄リスクについて具体的な対策を講じている海外グループ会社は約30％にとどまっており、今
後取り組むべき課題と認識しています。

汚職防止のための仕組み・施策・研修
贈賄など不公正な取引を防止するために、主に海外グループ会社でさまざまな施策を実施しています。
併せて、国内外のグループ会社に対し、汚職防止を含むコンプライアンスの推進状況の自己点検を要請しています。

汚職に関する指摘等の状況
2017年度、取引先またはその従業員を名乗る方からの、
ヤマハにおける贈賄を指摘する通報はありませんでした。
》
コンプライアンス
（ヘルプラインの運用）
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責任ある政治的関与
政府・自治体・公的機関との関係
政治や政策への関与について、ヤマハグループでは、
ステークホルダーのみならず、社会全体の利益となる政策の策定・推進に向
けて、誠実に向き合っていきたいと考えています。
その認識のもと、
コンプライアンス行動規準の中で、行政や政治家等との関係について規定し、適切な関係を維持しています。
》
7-1 政府・地方自治体・公的機関との取引
》
7-2 公務員等への贈答・接待の禁止
》
7-3 政治献金
》
7-4 関係官庁への対応

政治献金について
ヤマハグループは、政党や政治家に対して中立な立場をとり、公職選挙法、政治資金規正法、その他の政治関係の法令を遵守し、法
律によって禁じられている政治家個人への献金や、特定の政治団体・政党への法律で許容された範囲を超える金額の寄付などを
禁止しています。
また、
ヤマハ
（株）
内では、50万円以上の｢政治献金｣については社長決裁および総務・経営管理・法務部門への合議と内部監査担当
執行役の確認が義務付けられているほか、
グループ会社に対しても、政治献金に関わらず、政府関係者や公的機関に属す者に対す
る支払いに関しては、各国の政治資金規正法令の制限を守るとともに、
ヤマハ
（株）
と同様の内容を規定しています。
さらに、毎年4月には内部監査担当執行役による｢政治献金関係における監査｣を実施し、
グループ全体でこれらが適切に守られて
いるかどうか監査しています。
》
7-3 政治献金

公正な競争
基本的な考え方
ヤマハグループは、不当な競争制限行為や不公正な取引を行わず、市場経済社会の健全な発展の基本である
「公正な競争」
を徹底
します。
また、取引先をともに歩むパートナーであると考え、公正な取引の徹底による信頼関係の維持に努めています。コンプライアンス
行動規準において、市場競争における企業の行動に対する規定と、取引先との公正な関係に対する規定をそれぞれ明記し、周知徹
底を図っています。
》
5．
取引先との関係
》
6．
競争相手との関係

公正な競争・取引のための仕組み・施策
会計システム上で下請事業者との取引を把握し、
支払い遅延を未然に防止できる仕組みを運用しています。また、
購買部門担当者の
会議などを通じて、
下請法に関する行政からの通達や運用基準を社内に通知し、
遵守すべき事項の把握と周知徹底に努めています。

法令研修の実施
日本国内では、主に製造事業で下請事業者との取引が多く、公正な取引が重要なテーマです。ヤマハグループでは毎年、下請法・
独占禁止法・消費者関連法などについての法令研修を行っています。2017年度は、国内グループ会社から延べ約140人が独占禁
止法および下請法の研修プログラムに参加しました。このほか、
キャリアステップに応じた人事研修プログラムの中で、公正な競争
に関する遵守事項を周知しています。
海外では販売会社・事業会社でも競争法を取り上げた研修を順次進めています。例えば、欧州では小売店などとの間で、再販価格
の維持などの不公正な取引が起きないよう取引契約で規定する一方で、従業員への啓発・教育を行っています。

74
Yamaha Sustainability Report 2018

法令研修の実施状況（ヤマハ(株)および国内グループ会社）

法令研修受講者数※

2015年度

2016年度

2017年度

約180人

約220人

約140人

※延べ人数

法令研修

公正な競争に関する違反の状況
2017年度、ヤマハグループは国内において中小企業庁や公正取引委員会からの書面調査に協力しています。法令違反による命
令・勧告は受けていません。

バリューチェーンにおける社会的責任の推進
基本的な考え方
ヤマハグループは、製品・サービスの開発、原材料調達、製造、販売、
リサイクルなどバリューチェーン全体でのサステナビリティ推
進に努めています。
》
バリューチェーンとサステナビリティ課題

サプライチェーンにおけるサステナビリティ推進
ヤマハ製品は主に、
日本、中国、
インドネシア、
マレーシアに拠点を構えるヤマハのグループ会社で生産されています。各生産拠点
が原材料や部品を調達するにあたっては、調達に関するヤマハの各方針に従います。ヤマハグループ購買方針に定める基準に沿っ
てサプライヤーを選定し、取引開始の際には、
「ヤマハサプライヤーCSR行動基準 」
の順守と自己点検を要請します。点検の結果、
改善の必要が認められる場合は対応を求めます。

調達に関するヤマハの方針
》
ヤマハグループ購買方針
》
ヤマハグループ木材調達方針
》
グリーン調達基準書
》
紛争鉱物への対応

サプライヤーへのサステナビリティに関する要請
サプライヤーへの要請事項を明文化した
「ヤマハサプライヤーCSR行動基準」
の順守および自己点検を要請しています。
なお取引契約書には、
「ヤマハサプライヤーCSR行動基準」
の順守を明記しています。
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サプライヤーへのサステナビリティに関する要請事項※1
区分

要請事項

区分

労働・人権

強制労働の禁止
児童労働の禁止
適切な労働時間
適切な賃金と給付
非人道的な扱いの禁止
差別の禁止
結社の自由の確保
紛争鉱物への対応

労働安全

職場の安全確保
事故の未然防止と緊急時への備え
労働災害と疾病の予防
身体的不可、疾病への配慮
機械装置の安全対策
施設の安全衛生の確保

環境保全

倫理

要請事項
環境許可証などの順守
省資源と省エネルギー
排水の管理
大気への排出の管理
廃棄物の適正処分
化学物質の管理
製品含有物質の管理
生物多様性の保全
汚職・賄賂などの禁止
反競争的行為の禁止
情報の開示
製品情報の適切な提供
不正行為の予防と早期発見
知的財産権の保護
個人情報の保護

※1 上記に加え、木材サプライヤーに向けては、持続可能な木材資源の調達を要請

ヤマハサプライヤーCSR行動基準

ヤマハサプライヤーCSR自己点検表

サプライヤーのCSR自己点検実施状況
2015年度から2016年度にかけて、
ヤマハグループの1次サプライヤー延べ4,044社※2に自己点検を要請しました。
うち3,981社
から回答があり、
自己点検の結果、特に改善が必要な4社について、書面による是正要請と確認を行いました。
2017年度は、
新規に取引を開始した79社にて自己点検を実施いただきました。なお次回の一斉調査は2019年度に予定しています。
※2 同一サプライヤーに対し、複数生産現地法人から実施している可能性があるため、延べ数としています。

調達担当者への教育
グループ内の調達担当者に対し、下請法や契約に関する法律、貿易や調達物品に関する諸規制など公正な取引のための教育を
行っています。また
「ヤマハサプライヤーCSR行動基準」
および自己点検の導入にあたっては、
サプライヤーへの要請を担当する実
務者に向けた説明会を実施しました。2017年度には、
ヤマハ㈱本社にて持続可能な木材調達についての勉強会を実施、26名が参
加し、理解を深めました。

CSR調達説明会
（マレーシア）

CSR調達説明会
（インドネシア）
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持続可能な木材調達の勉強会
（日本）

責任ある原材料調達
天然資源など各種原材料の調達においては、環境や社会に与える影響に配慮し、責任ある調達を行うことが大切です。ヤマハグ
ループでは、楽器をはじめとする製品の原材料として重要な
「木材」
の持続可能な調達や、
グリーン調達などのテーマに取り組んで
います。
》
持続可能な木材調達
》
グリーン調達活動

紛争鉱物への対応
コンゴ民主共和国および隣接諸国で採掘されるスズ、
タンタル、
タングステン、金などの鉱物資源が、暴力行為や略奪などの非人
道的行為による人権侵害を引き起こしている武装勢力の資金源となっている可能性が懸念されており、
これらの鉱物資源は
「紛争
鉱物」
と呼ばれています。ヤマハグループは、人権侵害や環境破壊に加担しない鉱物調達を目指し、紛争鉱物の不使用に向けた取
り組みを進めています。顧客らの調査要請に応えるとともに、
「ヤマハサプライヤーCSR行動基準」
において、サプライヤーに対し
て、紛争鉱物の不使用に向けた取り組みを求めています。

取引先とのコミュニケーション
ヤマハグループでは、取引先や委託先とのコミュニケーションを推進しています。日本国内では、原材料・部品・設備などの調達先、
工事などの委託先、経営や生産・販売動向に関する情報共有、労働安全や環境保全などの協力を行うほか、懇親活動を通じて意見
交換などしやすい雰囲気の醸成に努めています。また、
日本国内生産拠点の廃棄物処理委託先を訪問し、現地確認を通じたコミュ
ニケーションを図っています。

2017年度実施状況
年次総会

調達先／物流／設備・工事など委託先

生産・販売動向報告会

調達先

安全衛生点検パトロール
廃棄物処理委託業者

各1回

計3回

年1回

構内工事

現地確認訪問

2工場
24社

財産権の尊重
（知的財産の保護）
基本的な考え方・体制
ヤマハグループは、創業以来培ってきた知的資本について、特許などの知的財産権を積極的に取得し、知的財産による事業貢献を
最大化するためのさまざまな施策を実施しています。同時に、第三者の知的財産権の尊重を
「コンプライアンス行動規準」
に明確に
定め、順守しています。
ヤマハグループ全社の知的財産はヤマハ
（株）
が統率するとともに、知的財産部門と関係各部門とが連携して事業戦略、研究開発
戦略と知的財産戦略を一体化させた活動を推進しています。また、職務上発生した創作に関する権利
（特許や意匠等）
についての
取扱規定および報奨制度も整備しています。
》
6-3 知的財産権の尊重

知的財産の保護への取り組み
事業活動の中で生まれる新しい知的財産について積極的に権利を取得するとともに、第三者の知的財産権を尊重することを基本
として知的財産の保護を図っています。知的財産権取得における事前調査にあたっては、AIを活用したツールなどを導入し、精度
向上による権利侵害の回避に努めています。
また、
自社および他社の保有する知的財産を適正に利用するための従業員教育を行っています。入社時教育に加え、2017年度に
は管理職や中堅社員に向けに知的財産の管理全般に関する研修を実施するなど、階層別教育を強化しています。
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特許
事業の特性に合わせた特許戦略を策定し、強い特許網構築を目指しています。各事業においては、他社との差別化、事業の優位性
の獲得・確保を主眼に特許を活用するとともに、事業分野によっては第三者へのライセンス活動も推進しています。
さらに、内外の保有権利全件について、毎年、現在の活用状況、将来の活用可能性などを含めた評価を行い、ヤマハならではの製
品の開発や競争優位性の構築に資する知的財産を峻別、整理しています。こうした保有権利の件数や内容の適正化を進めること
で、知的財産の合理的な活用を図っています。
ヤマハグループの2018年3月末における特許および実用新案の合計保有件数は、国内で約4,000件、海外では、米国、欧州、中国
を中心に約4,000件です。

意匠
ヤマハグループでは、
デザインを製品差別化の重要な要素の一つと捉え、適切な保護・活用に努めています。その一環として、模倣
品被害の多発する国・地域での意匠権取得を強化しています。
ヤマハグループの2018年3月末における意匠保有件数は、国内で約400、海外で約770件の合計約1,170件です。

著作権
ヤマハグループは、特許・意匠・商標の産業財産権に加え、音・音楽の分野を中心に多数の著作物を創造しています。特に、音楽関係
の著作権などは重要な知的財産権であり、法的措置の実施を含めて適正な管理・活用に努めています。また、適法な著作物利用を
図るための社内教育にも取り組んでおり、毎年、社内の知的財産担当者が社内向け著作権セミナーを開催するほか、著作権にかか
わるさまざまな業界のエキスパートを招聘して毎年1回講演会を開催しています。2017年度は骨董通り法律事務所の橋本阿友子
弁護士を招いて講演会を開催しました。
また、著作権に関する社内教育ツール
「著作権ガイド」
を、最新の法規制や社会情勢に対応して随時改訂しています。次回の改訂は
日本における著作権法改正にあわせ2018年度を予定しています。

著作権に関する社内教育ツール

著作権講演会

ブランド
ブランドは、創業より築き上げてきた大切な資産です。
ヤマハグループは、ヤマハブランドに関する管理規程や全社的な管理組織
（ブランド委員会）
のもと、表示ルールなどの整備を進
め、適正な使用によるブランド価値の維持・向上を図っています。
また、
ヤマハブランドについてほぼ全世界で商標権を取得しているほか、商品・サービス、技術などのサブブランドについても、適正
に事前調査および権利取得を図っています。

模倣品対策
ヤマハグループは、世界各地で拡大基調にある模倣品、不正使用への対策を継続することで、消費者の経済的不利益排除と安全
確保を図り、
ひいてはヤマハブランドへの信頼を維持することを目指しています。特に中国において、訴訟提起や行政処分の申立
てをはじめ、近年はインターネットやソーシャルメディアによる模倣品販売への対策にも特に力を入れています。さらに、
アフリカを
はじめとする他の地域における対策についても強化を図っています。
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