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消費者課題
お客さまに満足していただける製品・サービスを提供し続けることは、企業の重要な使命です。
ヤマハグループは、製品・サービスの品質・安全管理はもとより、製品・サービスに関わる情報の適切な開示にも努めています。ま
た、お客さまからの多様な要求にお応えするため、ユニバーサルデザインの導入、社会課題解決に向けた製品・サービスの提案、こ
れらを通じたサステナビリティへの貢献を積極的に推進しています。

製品・サービス情報の開示
情報開示の仕組み

ヤマハグループは、お客さまへの製品・サービス・施設などの提供により、お客さまの生命、身体、財産などに損害を与えることのな
いよう万全を期しています。万一事故が発生した場合には、法令に基づく関係当局への報告、お客さまの安全に必要なリコールの
実施や積極的な情報開示を迅速かつ適正に行います。
お客さまへの告知は、その重大性や緊急性、またお客さまの製品使用などの実態に応じて、ウェブサイトへの掲載や記者発表、新
聞・専門誌などへの社告掲載、ダイレクトメール・お電話などによって情報伝達の徹底を図っています。

製品不具合などの発生状況

2017年度、ヤマハグループにおいて発生した製品の事故や不具合件数は33件でした。
2017年11月、マーチングキャリングホルダーにおけるバスドラム落下、肩掛け接合ボルト折損事故が発生、12月よりすべての
マーチングキャリングホルダーにおける製品不具合についての回収、改造を開始しました。当該製品においては、すべての納入先
を把握していたことから、個々のお客さまにダイレクトメールや電話で連絡し、情報伝達と対応をしています。

》製品・サービスの事故および安全に関する法令・規制違反などの状況

安全啓発の取り組み

ヤマハグループでは、製品を安全に使用していただくために、取扱説明書やカタログ、ウェブサイトなどお客さまの目に触れやすい
媒体で情報提供し、事故防止のための安全啓発を行っています。
楽器に関する安全啓発情報を学校用楽器・機器カタログに掲載しているほか、各製品情報をウェブサイト上で公開しています。

》製品を安全に正しく使用していただくために

製品の適正な表示・広告

ヤマハグループでは、お客さまに製品やサービスの内容を的確に伝える広告・宣伝を行うとともに、法令に従い製品・サービスに関
する正確な情報を表示することをコンプライアンス行動規準に規定しています。また、これらの表示については、品質マネジメント
システムに基づいて検証しています。

》1-3　的確な広告・宣伝と正確な表示

表示・広告に関する違反などの状況

2017年度に発生した製品の表示に関する法令違反は17件（規制未認証・期限切れ5件、表示不適合5件、基準値超過4件、その他3
件）で、いずれも適切に対応しました。また、これらに罰金をともなう法令違反はありませんでした。

http://www.yamaha.co.jp/service/?_ga=1.194136365.1683829533.145612378#inf
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct/#1-3
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製品・サービスの安全性確保
基本的な考え方

ヤマハグループは、製品・サービス・施設などにおける安全性を、当然備えるべき「基本品質」と考えています。コンプライアンス行
動規準において製品・サービスの安全性確保について定め、その実践のための体制を整備するとともに、本質的安全設計に向けた
設計プロセスを強化しています。

》1-2　製品・サービスの安全性確保

安全性確保のための体制と対応

ヤマハグループでは、安全に配慮した製品設計や安全性審査、関係する法令・規格への対応を通じて、製品の安全性確保、向上に取
り組んでいます。

 安全に配慮した製品設計
開発時のデザインレビューにリスクアセスメントを組み込むなど、ヤマハグループでは安全に配慮した製品設計に取り組んでいま
す。リスクアセスメントでは、設計段階において、それぞれの製品や使い方に関わる潜在的なリスクを抽出・想定し、これらリスク要
因の軽減、排除の検討を設計プロセスに組み入れます。
2017年度はリスクアセスメント手法であるR-Map※手法の定着を図り、リスクアセスメントの有効性向上の活動を進めています。
※ R-Map手法とは、日本科学技術連盟が提案した、リスクを6×5のマトリックス上で表現する手法。設計時のリスク低減、製品のリスク評価に用いられる。経

済産業省/NITE（独立行政法人 製品評価技術基盤機構）においても、R-Map手法によりリスクを評価している。

 主要製品の安全性審査
ヤマハ（株）の品質保証部門が、実際に販売されているヤマハグループの主要な製品（年間約50製品）の表示確認・安全性審査など
を実施し、その結果を担当部門へフィードバックして安全性向上に努めています。

 各国の製品法令・規格への対応

電磁波測定に使用する電波暗室

製品の品質や安全性、環境保護に関する世界各国の法令・規格を確実に遵守するた
め、各種規制情報の動向監視や社内方針の決定、運用の体制を整えています。
近年、電磁波に関する規制が国際的に強化されており、ヤマハ（株）では電磁波測定設
備をはじめ、各種の測定・分析・評価機器を設置しています。これらの設備により、主に
設計部門において、規制のあるすべての国に向けた製品や部品の試作品の評価など
を実施しています。また、世界各国で化学物質に対する規制が強化されており、製品に
含まれる化学物質の管理システムを構築、運用するとともに、「製品に係る化学物質の
含有基準」を制定。製品の設計・開発にあたって、この基準に沿って含有化学物質を管
理することで、遵法性の確保と環境負荷の低減に役立てています。また、基準は法規
制の拡大・改定への対応や自主基準の付加などにより、随時改定しています。
各国法規制の変化に迅速・適切に対応していくために、今後、現地法人との情報連携を
密にしていくとともに、法規制情報を管理する仕組みを強化していきます。

 製品事故時の速やかな対応
万一、市場で製品事故が発生した場合、事故を知った従業員が直ちに担当部門や品質保証部門に伝達し、お客さまの安全確保を最
優先するための体制を整えています。報告を受けた担当部門は速やかに経営トップに事故発生を報告するとともに、品質保証部門
の長は全社関係部門を招集し、被害に遭われたお客さまへの対応や行政報告、再発防止に向けての対策を推進します。

https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct/#1-2


81

Yamaha Sustainability Report 2018

製品安全のための教育

人事教育の中に2010年から製品安全教育コースを開設、2017年度からは製品安全リスクアセスメントコースを設けて、事故事例
の紹介や本質的安全設計の考え方、製品安全に関する法規制、製品開発段階から製品発売後に至るまでのリスクマネジメントなど
の教育を行っています。これらの教育には、2010年度から2017年度までの8年間で、技術・開発者を中心に延べ1,404時間の講
義を実施し、257人が受講しました。

製品・サービスの事故および安全に関する法令・規制違反などの状況

2017年度、ヤマハ製品における製品事故に係る市場対応が3件発生しました。
2017年11月、マーチングキャリングホルダーにおけるバスドラム落下、肩掛け接合ボルト折損が発生、12月よりすべてのマーチン
グキャリングホルダーにおける製品不具合についての回収、改造を開始しました。2018年4月末までに95％の対応が完了しました。
製品の安全に関する法令違反は1件（楽器ケースストラップの鉛含有量超過）で、適切に対応しました。これまでに、本件に起因する
お客さま被害は発生していません。

》製品不具合などの発生状況

品質保証
品質マネジメント体制

ヤマハグループでは、品質重視の製品づくり、サービスの提供を徹底するため、品質マネジメントシステムを運用し、品質向上に努
めています。
グループ全体の品質方針・目標や重要施策は、「品質委員会」での審議を経て、代表執行役社長からの指示として事業部門へ展開し
ます。各事業部門は、社長から示された品質方針・目標に沿って部門目標を設定します。ヤマハ（株）品質保証部は、各事業部門にお
ける目標達成状況の確認と品質監査（次項参照）によるモニタリングを担当します。
また、「グループ品質管理規程」で、各グループ会社の品質情報をヤマハ（株）品質保証部門長へ集約することを規定し、グループ全
体における品質管理のガバナンス強化を図っています。

 ISO 9001 およびISO/TS 16949認証取得拠点（2018年3月末時点）
ISO 9001：6事業領域で認証取得
ISO/TS 16949：1事業領域で認証取得
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品質監査

ヤマハ（株）品質保証部門の監査員が、各事業部門の品質保証体制や製品・サービス品質がヤマハグループの目指す水準にあるか
をチェックするための品質監査を実施します。必要に応じて改善を促すとともに、監査結果を踏まえ全社品質マネジメントシステム
の改善を推進しています。一方、各事業部門では、各自が所管する国内外の工場を指導・監査し、製品品質の向上に努めています。
品質監査の有効性をさらに高めていくために、監査結果のみならず、品質監査プロセスそのものにも目を向けた改善活動を行って
いきます。

品質管理に関する教育

ヤマハグループでは、人事教育体系に「品質技術」の専門教育と階層別教育を整備して、品質への意識向上と品質管理のスキル向
上を目指しています。2017年度は既存の品質工学コース、製品安全コースなどに加えて、製品安全リスクアセスメント（R-Map）
コースを新規に開催しました。今後は、技術系中堅人材に対する品質関連技術の習得強化を目的とした品質保証教育体系の再整
備や、マネジメント層の品質意識向上を目的とした品質マネジメント教育体系の見直しも進めていきます。

持続可能な消費
製品の環境配慮に関する情報提供

環境や社会に配慮した製品・サービスの普及に向けて、また、環境に対するお客さまの関心にも積極的に応えていくために、ヤマハ
グループでは、ウェブサイトにて、製品における環境配慮の取り組み事例を開示しています。
また、環境に配慮した製品づくりを促進するために、2015年に「ヤマハエコプロダクツ制度」をスタートしました。認定された製品に
ヤマハエコラベルを表示して販売することで、お客さまに分かりやすい環境配慮情報を提供し、製品選びの一助となることを目指
しています。

》ヤマハエコプロダクツ制度

》製品・サービスの環境配慮

ヤマハエコラベル

「ヤマハエコプロダクツ制度」の状況（2018年3月末時点）
2017年度は新たに16モデルを認定し、2018年3月末時点で、従来製品も含め累計320モデルにエコラ
ベルを表示しています。

製品の長寿命化への取り組み

良質な楽器は、適切なメンテナンス、部品の修復、取り替えなどで、長期にわたっての使用が可能です。ヤマハでは、楽器メンテナン
ス・リペア技術やサービス体制の整備、ピアノリニューアル事業、部品交換によるグレードアップで長期使用が可能なエレクトーン
など、製品の長寿命化に取り組んでいます。

 楽器メンテナンス技術とサービス体制の整備
ピアノや管楽器などアコースティック楽器について、メンテナンス・修理サービス体制の整備に取り組んでいます。

●技術者養成
》ピアノテクニカルアカデミー　

》管楽器テクニカルアカデミー　

●楽器ユーザーに向けたメンテナンス支援
楽器が常に良い状態に維持されるよう、メンテナンスガイドブックの整備や、メンテナンスワークショップの開催などを通じて、楽器
に関する知識や技術を提供しています。

https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_eco_products/
https://jp.yamaha.com/services/pta/index.html
https://jp.yamaha.com/services/academy/index.html
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 ピアノリニューアル事業
ヤマハピアノサービス（株）では、ご家庭などで使用されなくなったヤマハ製ピアノを補修・再塗装・調律し、また消音機能を付加す
るなどして、リニューアルピアノとして再び市場へ送り出しています。新製品と同等の性能を発揮し、製品が再び使用されることで、
貴重な資源を節約しています。

》ヤマハリニューアルピアノ

 エレクトーンのバイタライズ・グレードアップユニット化
ヤマハではエレクトーンについて、愛着のある一台を長く弾き続ける設計思想に基づき、ユニット交換による上位・最新モデル化を
可能としています。

》バイタライズ・グレードアップユニット

お客さま満足の向上
基本的な考え方

ヤマハグループは理念体系「ヤマハフィロソフィー」の中で、常にお客さまの視点に立ち、お客さまの期待を超える製品とサービス
を生み出し続け、新たな感動を創り続けることを宣⾔しています。特に、お客さまに約束し届けたいことを「顧客体験」として具体的
に提示しています。ヤマハグループで働く全ての従業員が、日々の業務が「顧客体験」の実現に繋がっていることを常に意識してい
ます。

ヤマハフィロソフィー体系図

》１-1　顧客満足の実現

http://www.yamahapianoservice.co.jp/hanbai/yamaha-renewal-piano.html
https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/keyboards/electone/index.html
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct/#1-1
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 お客さま視点に立った業務の徹底
楽器・音響機器製品に関係する部門を中心に、お客さまから寄せられたさまざまな声を、社内のメール配信やイントラネット・広報
誌・ポスターなどを通してグローバルで共有しています。
また、楽器・音響製品の開発部門を中心に、お客さまの真意を捉えるための思考の習慣を育むトレーニングに取り組んでいます。
これらにより、各従業員がお客さま一人一人に真摯に向き合い、お客さまの視点に立って考え、行動する組織風土の醸成を図って
います。

「お客さまの声メール」サンプル
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お客さま満足向上のための仕組み

お客さまの評価や要望を広く把握するために、事業部門ごとにさまざまな方法で顧客満足度調査などを実施しています。
特に楽器・音響部門では、相談窓口はもとより、日々のあらゆるコミュニケーションを通じて届く「お客さまの声」をグローバルに収
集・活用しています。主要市場である日本・アメリカ・ヨーロッパでは、お客さまとのつながりを一層強化するために、新たなウェブ会
員システムへ切り替え、よりお客さまの視点に立った商品の企画・開発に反映できるように製品登録アンケートの見直しを実施しま
した。

事 例

お客さまの声（VOC）見える化（国内）

日本国内では、お客さま相談窓口へお問い合わせいただいたご意見やご要望をデータベースに集積すると
ともに、カスタマーサポート部門で集計・分析し、その結果について、各事業部門の商品開発や品質保証の担
当者が毎月開催する会議で議論しています。また、お客さまから頂戴したご意見やご要望の情報をリアルタ
イムに社内で共有する「VOC見える化」を整備し、営業活動や商品開発にお客さまの声を迅速に反映してい
ます。

「VOC見える化」の仕組み
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ユーザビリティ（使いやすさ）の向上

ヤマハグループは、製品の使いやすさや取扱説明書のわかりやすさ向上を目的に、ユーザビリティテスト※や、実際のユーザーにご
協力いただく製品評価を実施し、その結果を製品仕様や取扱説明書に反映しています。 ユーザビリティテストや、ユーザーによる
製品評価にあたっては、開発部門をはじめ製品・サービスに関わる部門が連携し、問題点をいち早く共有することで、スピーディー
に現行製品の改善や新製品開発における操作性の問題点抽出などにつなげることを目指しています。
※ ユーザビリティテスト：想定ユーザーが実際に製品を操作し、その使いやすさ（ユーザビリティ）を評価するテスト。ヤマハグループでは2004年から想定

ユーザーを社内公募して実施しています。

製品開発事例

商品ジャンル モデル名 ユーザビリティ面の特長 発売時期

デジタル・ミキシング・
システム

『Rivage PM10』
シリーズ

・各種入出力機器を配置する際の自由度と利便性を向上
・音づくりの自由度向上
・作業時間の短縮

2015年12月

アルトサクソフォン 『YAS-875』
・手の大きさを問わず違和感なく操作できるキイ機構・キ

イ配置
・演奏中のストレスを低減する操作性の向上

2015年7月

シンセサイザー 『reface DX』
・静電センサーの操作性をユーザビリティテストで検証
・タッチの感度向上
・誤動作の軽減

2015年9月

電子キーボード 『NP-32』
『NP-12』 ・ユーザーの年代や性別を問わず押し心地を改善 2016年2月

デジタルミキサー 『TF RACK』

・『TFシリーズ』をコンパクトサイズにすることで可搬性・
設置性を向上。

・マルチタッチディスプレイ・専用GUIで、本体のみでフル
コントロールが可能

・ユーザビリティ―テストで操作性を検証

2016年12月

ユニファイドコミュニケー
ションスピーカーフォン 『YVC-300』 ・初期設定が簡単な音声ガイド搭載 2015年10月

シンセサイザー 『MONTAGE』

・UIのバージョンアップ対応による継続的なユーザビリ
ティ改善

・ユーザビリティテストに基づいたライブ用機能や音色編
集の操作性向上

2016年5月

設備用プロセッサー
『MTX/MRX series』用
iPadアプリケーション

『ProVisionaire 
Touch V1.2』

・コントロール用パネルをユーザーがカスタマイズしやす
いよう表示を改善

・接続機器とのネットワーク設定における誤設定の低減
2016年11月

電子ピアノ 『CLP-600シリーズ』
・音色変更がしやすくなるように画面表示を改善
・視認性をユーザー視点で検証し、仕様を改善

2017年5～7月

社外からの評価実績

 「JCSI（日本版顧客満足度指数）調査」教育サービス業の２年連続第１位に選出
2017年度JCSI（日本版顧客満足度指数）第4回調査において、ヤマハ（音楽教室・英語教室）が教育サービス業の2年連続第1位に
選出されました。

 「日経コンピュータ顧客満足度調査」ネットワーク機器部門２年連続第１位に選出
「日経コンピュータ顧客満足度調査 2017-2018」において、ヤマハ(株)がネットワーク機器部門 2年連続第1位に選出されました。

》関連ページ

https://network.yamaha.com/news/news_nw_20160928_01
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お客さまへの応対・サポートの向上
お客さま応対・サポート体制

ヤマハグループは、お客さまへのアフターサービス体制を整え、お問い合わせやご要望に誠実に応対するよう努めています。ヤマハ（株）
は、アフターサービス管理部門を設け、ヤマハグループ全体に関するアフターサービスの方針と計画を、販売会社・製造会社と共有
します。製造会社は、サービスパーツを供給する部門を設け、サービスパーツの在庫、供給を行っています。販売会社は、お客さま
サポート部門を設けるなど体制整備し、アフターサービスを提供しています。例えば、日本国内の楽器・音響部門では、販売会社の

（株）ヤマハミュージックジャパン内に「カスタマーサポート部」を設け、製品別の相談窓口を整備しています。海外では、グループ各
社のサービスセンター、ヤマハ認定サービス店、販売店、契約技術者を窓口としたアフターサービスネットワークを地域ごとに構築
しています。
これらのお客さまサポート部門では、お問い合わせに円滑に応対するため、電話やウェブサイト、SNSなどによる顧客サポートシス
テムを整備し、一部ではクラウドコンピューティングによる顧客管理システムを導入しています。

》1-6 アフターサービス及びお問合せ等への対応

お客さまサポート（アフターサービス）体制

サービスセンター
ヤマハ認定サービス店

アフターサービス体制・整備 サポートサービスパーツ

お 客 さ ま

販 売 店 電 話 ウェブサイト S N Sなど

サービスパーツ 方針・計画

販 売 会 社

お客さまサポート部門

製 造 会 社

サービスパーツ部門

ヤマハ株式会社

アフターサービス管理部門

（株）ヤマハミュージックジャパン ヤマハ・ミュージック＆エレクトロニ
クス・チャイナ

ヤマハ・ミュージック・ヨーロッパヤマハ・コーポレーション・オブ・アメ
リカ

https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct/#1-6
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ヤマハグループアフターサービスマネジメントシステム

ヤマハグループでは、アフターサービスマネジメントシステムを構築し、「ONE YAMAHA」をスローガンにお客さまへの応対・サ
ポートの継続的な品質向上に取り組んでいます。
毎年開催する「サービスマネジメント会議」でグループ方針を共有し、国内外の各販売現地法人やパーツセンターを持つ各製造子
会社がアフターサービスに関する目標と計画を立てます。各社は計画に沿って活動し、その進捗をヤマハ（株）の品質保証部門がモ
ニタリングしていくことで、お客さま応対・サポートの継続的なレベル向上を図っています。
2017年度のサービスマネジメント会議には国内外の25社からアフターサービス責任者らが参加し、アフターサービスに関するマ
ネジメントプログラムについて討議しました。
また、全世界のお客さまへ高品質で均質なアフターサービスを提供するために、グループ内で共有すべき考え方の基本を定めた

「アフターサービス管理規程」に沿った業務運用を徹底するための「運用マニュアル」を制定。チェックシートによる運用状況のモニ
タリングを開始しました。

サービスマネジメント会議

ヤマハグループアフターサービスマネジメントシステム

取り組み事例

お客さま目線でのお客さま応対窓口評価

（株）ヤマハミュージックジャパンでは、2013年の発足以来、応対窓口に対するお客さまの評価を示す窓口評価指標の再選
定にとりかかり、2014年に「ありがとう率」を、2015年に「ネット・プロモーター・スコア(NPS)」を採用しました。
ありがとう率は全応対数の内、お客さまから応対に対する「ありがとう」のお⾔葉をいただいた件数をカウントするもので
す。お客さまから、心の底からの感謝の⾔葉やスタッフに対するお褒めをいただいた際は、その度合いに応じて加点します。
このありがとう率の採用により、お客さまの応対に対する満足度をしっかりと数値化できただけでなく、窓口スタッフ自身
も、どれだけお客さまと心を通わせられたかを自覚することにつながります。より喜びをもってお客さまに応対し、さらにお
客さまの満足度を向上させるという好循環に結びついています。
ネット・プロモーター・スコア(NPS)はお客さまに企業・製品・サービスなどのご家族・友人・知人への推奨度をお尋ねし、それ
らに対するロイヤルティを測る指標です。推奨度合いと同時にお尋ねする評価理由から高い評価に結びつく好事例を導き
出し、業務改善に努めています。これにより2016年度13ptだったNPSを2017年度は20ptまで改善しました。なお、お客
さまにご協力いただいたアンケート分析からサポートに対する推奨度とヤマハブランドに対するロイヤルティーとの間に
強い相関性があることも確認できています。お客さま応対窓口の品質向上により、より皆さまに親しまれるヤマハとなれる
よう、日々改善に努めています。
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アフターサービスに関する教育・研修

ヤマハ(株)は、お客さまに安心して製品を使い続けていただくために、アフターサービス網の整備・充実を進めています。国内外販
売現地法人の従業員を対象とした「アフターサービス技術研修」を定期的に開催し、同研修の参加者が、管下の修理技術者に向け
て技術を伝達しています。また、海外現地法人のないエリアにも、現地の販売代理店を訪問し、アフターサービス技術研修を実施し
ています。

個人情報の保護

個人情報の保護に関する方針・体制

個人情報の保護は重要な社会的責務です。ヤマハグループは、製品・サービスをご利用のお客さまの個人情報など、お預かりして
いる大切な情報を適切に取り扱うため、個人情報保護に関する法規制を順守するとともに、当社「個人情報保護方針」および個人情
報保護についての社内規程を整備しています。これらの規程は、法改定や社会動向などを踏まえて適時見直しを図っているほか、
規程に基づいた、個人情報を取り扱う際の留意事項を解説したマニュアルを整備・運用しています。
また、当社グループの個人情報取扱統括責任者および部門ごとの管理責任者を設置し、漏えいなどの事故発生時においても迅速
に対応できるよう、体制を整備しています。
2015年には当社リスクマネジメント委員会に情報セキュリティ部会を設置し、個人情報保護に関する規程の順守モニタリング、事
故報告などの取りまとめ、業務改善の施策検討を行っています。2017年度には、多くの個人情報を保有するグループ会社に対し
て、保有および取り扱い状況の確認を実施し、改善すべき課題の特定と対応を進めました。

》個人情報保護方針

 個人情報保護に関する教育・研修
個人情報取り扱い部門を対象とした教育・啓発や監査、個人情報保護に関する研修を実施するなど、従業員の意識啓発、強化に力
を入れています。
2017年度は、社内の法務担当者が講師となって、開発部門などの従業員に向け、個人情報保護に関する法規制の解説を行いました。

個人情報管理に関する研修実施状況（2017年度／ヤマハグループ）

 研修テーマ 対象 参加者数（人）

改正個人情報保護法の解説 開発部門 50

EU一般データ保護規則の解説 品質保証／カスタマーサポート部門 30

 お客さまの個人情報に関する窓口と対応状況
ヤマハグループでは法に基づき、個人情報にかかわる窓口を設定し、当社が保有するお客さまの個人データについて、ご本人また
はその代理人からの開示・変更・削除・利用停止などの求めに対応しています。

》個人情報の開示、訂正等の求めに応じる手続きについて

 顧客情報管理の取り組み
ヤマハグループでは、個人情報のIT管理について明記した「グループIT管理方針」に基づいて、情報セキュリティを踏まえた個人情
報管理を実務レベルで推進しています。2016年度より自動暗号化機能を備えた個人情報の保管場所を整備し、運用しています。
万が一漏えいした際にも、権限保持者以外は閲覧・使用できない仕組みにより、安全性を高めています。
なお、2017年度は、個人情報の紛失に関する重大事故はございませんでした。

https://www.yamaha.com/ja/privacy_policy/
https://www.yamaha.com/ja/privacy_policy/procedure/


90

Yamaha Sustainability Report 2018

製品・サービスの充実
音楽教育事業

より多くの人が音楽を楽しみ、音楽の歓びを広くわかち合う―そんな豊かな社会づくりに貢献することを願い、ヤマハグループで
は音楽教育事業を国内外で展開しています。1954年、東京にオルガンの実験教室を開講して以来（ヤマハ音楽教室の前身）、子ど
もたちの豊かな成長を目指した音楽教育に取り組み、独自の教育メソッド「ヤマハ音楽教育システム」を確立・発展させてきました。
1歳から中学・高校生までの子どもの音楽教育を対象とした「ヤマハ音楽教室」、大人の音楽愛好家・趣味層を対象にした「ヤマハ大
人の音楽レッスン」など、それぞれの世代のニーズに応じたコースを提供しています。

 世界40以上の国と地域に広がる「ヤマハ音楽教室」
「ヤマハ音楽教室」は、「総合音楽教育」「適期教育」「グループレッスン」の3つの特長を柱とした「音楽を楽しむ心」を育てることに力
を入れたレッスンです。「きく」「うたう」「ひく」「よむ」「つくる」といった要素を総合的に盛り込んだ独自の教育メソッドにより、子ども
たち自らが感じたことを音楽で思いのままに表現する力を身につけることを目指しています。

「ヤマハ音楽教室」ロゴマーク ヤマハ音楽教室

日本国内での「ヤマハ音楽教室」在籍数

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

350千人 320千人 300千人 280千人 271千人
※各年度6月時点

音楽教室の実施国 （2018年6月現在）海外においても、アジア・欧州・北米・中
南米など40以上の国と地域で展開し、
現在約19万9千人の生徒に音楽にふれ
る歓びを提供しています。日本で培って
きた音楽教育の理念とカリキュラムを基
盤としながら、それぞれの地域の文化や
国民性を踏まえて各種コースを整備し
ています。
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海外における音楽教室在籍数

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

アジア・オセアニア（中国含む） 148千人 144千人 146千人 144千人 146千人

欧州 27千人 26千人 31千人 33千人 34千人

北・中南米 21千人 20千人 20千人 19千人 19千人

合計 196千人 190千人 197千人 196千人 199千人
※ 各年度6月時点

 世界に広がる音楽教育の理念
また、ヤマハ音楽教室で学ぶ15歳以下の子どもたちが心に感じたことを曲にして、自ら演奏する「ジュニアオリジナルコンサート」

（JOC）を開催し、年間35,000曲におよぶ作品が寄せられています。国内だけでなく、アジアや欧州などでも同コンサートを開催し
ているほか、1972年からインターナショナルJOCを日本で開催し、音楽という共通⾔語を通じて音楽教育の理念が世界に広がっ
ています。

 多様なニーズに対応した「ヤマハ大人の音楽レッスン」
「ヤマハ大人の音楽レッスン」は、中・高生から大人まで幅広い年齢層の方を対象に、日本全国1,300会場で展開しています。サック
スやギターなどの楽器からボーカルまで、お客さまの様々なニーズに対応した豊富なコース（現在37コース・在籍数10万7千人）
を提供しています。少人数のグループレッスンを基本とし、音楽経験の違いを超えて学べるカリキュラムと教材により、仲間と一緒
に音楽を楽しみながら楽器の演奏技術を上達できます。教室やコースごとに、音楽の楽しさをさらに広げるイベントや交流の場を
提供しているほか、駅に近い立地や手ぶらでレッスンに参加できるなど、会社や学校帰りでも通いやすいのが特長です。
このほか、シニア層に向けた音楽の効果を生かした健康のためのプログラム「健康と音楽」「健康と歌」も展開しています。

ヤマハ大人の音楽レッスン 「健康と音楽」

「ヤマハ大人の音楽レッスン」在籍者数

1986年度（開始） 1990年度 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 2015年度 2017年度

6千人 40千人 50千人 92千人 105千人 110千人 110千人 107千人
※各年度6月時点

 新規ソフトの開発と市場導入
“カラオケ以上レッスン未満”をキャッチコピーに、音楽経験がなくても気軽に参加でき
るシニア向けコース「青春ポップス」の展開を進めています。2017年から全国展開を
スタートし、490会場、6,000名の会員数（2018年6月時点）に達しています。同コース
では、シニア層が青春時代に親しんだ1960～1980年代の歌謡曲やフォークソングを
中心にラインナップ。楽譜を使わず、オリジナル映像を見ながらハモリやステップをつ
けて仲間とともに歌を楽しむ内容です。

青春ポップス
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ユニバーサルデザインの推進

ヤマハグループは、誰もが音楽を楽しめる環境づくりを目指し、豊かなコミュニケーションや、多様な人々が快適に共生する社会の
実現に向けてユニバーサルデザインを推進しています。

製品の開発・設計担当者へユニバーサルデザインに対する理解・意識を促す取り組みを進め、ユニバーサルデザインに関する社内
展示会や社内セミナーなども開催し従業員の理解・啓発を促しています。
2017年度は、昨年に続き浜松市が推進するユニバーサルデザイン（以下UD）による街づくりの一環プログラム「企業のUD出前
講座」｣に参画し、地元小学生に対してUD出前授業を実施しました。
この講座は、企業のUDに対する理念や製品・サービスに反映されているさまざまな人への配慮について考え、子どもたちの目を
社会に向けさせ、将来の職業イメージを構築させることを狙いとしています。
今後もヤマハは、ユニバーサルデザインや音楽の楽しさについて広く社会に発信するような取り組みに継続して協力していきます。

「UDプラスinはままつ2016」 視認性を考慮した電子楽器やPA機器（社内展示会） 社内セミナー

 音のユニバーサルデザイン化支援システム『おもてなしガイド』

》『おもてなしガイド』の最新情報はこちらをご覧ください

》音のユニバーサルデザイン化でインバウンド政策に貢献

『おもてなしガイド』のイメージ

“音のユニバーサルデザイン化社会”構想　イメージ図

ヤマハ（株）は、2015年からインバウンド観光の振興策・バリアフリー化施
策を検討している事業者、公共施設、観光施設に向けて、利便性の高い多
⾔語の音声・文字ガイドの構築を支援するサービス『おもてなしガイド』の
実証実験を実施しています。
日本語の音声をどのように多⾔語化して効果的に伝えていくかが、訪日外
国人観光客の利便性向上を考える上で大きな課題です。加えて、音が聞こ
えにくいお年寄りや、耳の聞こえない方々が暮らしやすい社会を目指す上
でも、音声情報の内容を分かりやすい形で伝えていくことは重要です。『お
もてなしガイド』は、既存のアナウンス音声に連動した翻訳情報を、ユー
ザーのスマートフォンやタブレット上にリアルタイムに配信するシステム
で、専用アプリケーションをダウンロードするだけで、日本語が分からない
方や、お年寄り、耳の聞こえない方々にも日本語音声の内容を適切に簡単
に伝えることができます。
2017年には、⾔語・聴力の不安がない“音のユニバーサルデザイン化社
会”をさらに促進することを目的に、「SoundUD 推進コンソーシアム」を設
立。すでに200を超える企業・団体に参加頂いています。音のユニバーサル
デザイン化への取り組みを、多くの企業・団体とオールジャパン体制で一緒
に進めるために設立された組織です。2020年までに、国内の主要施設が音
のユニバーサルデザインに対応できるよう、ヤマハは「おもてなしガイド」の
技術の一部を標準規格としてオープン化し、会員に提供することで、日本発
の新たなビジネスモデルやイノベーション創出も促進していきます。

http://omotenashiguide.jp/spot/
https://www.yamaha.com/ja/csr/download/pdf/csr_report2016.pdf#page=20
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 カジュアル管楽器 『Venova（ヴェノーヴァ）』

ヤマハ（株）は、「もっと気軽に、もっと自由に、より多くの人に管楽器の演奏を楽しんでほしい」という想いから、リコーダーのような
やさしい指づかいやメンテナンスのしやすさによって気軽に始められ、サクソフォンのような表情豊かな演奏を楽しめる新開発のカ
ジュアル管楽器『Venova』「YVS-100」を発売しました。
本格的な演奏性と気軽さを実現させるために、「分岐管構造※」と蛇行形状による今までにない独
自のデザインを採用したことで、サクソフォンのように広がりを持った豊かな音色でありながら、リ
コーダーのようなやさしい指づかいなのが特長です。さらに、指が音孔に届くように主管を蛇行
させて音孔の間の距離を狭めたことで、キイなどの部品の数を最小限に抑えたシンプルな構造
を実現。メンテナンスしやすくなったほか、小型化や軽量化、高い耐久性も可能となりました。
また、ABS樹脂製のため軽量で耐久性に優れ、水洗いも可能。取り扱いやメンテナンスが容易な
ため、どこへでも気軽に持ち出せて、アウトドアやカジュアルなセッションなどさまざまな場面で手
軽に演奏を楽しめます。 『Venova』「YVS-100」

※ 「分岐管構造」は、円筒管を分岐させた「分岐管」を用いた構造で、これによって、大きな音孔を必要としないという円筒形管楽器の特長を備えながら円錐
形管楽器の音響特性を得ることが可能となる

 ICTを用いた音楽教育ソリューション「Smart Education System」
ウェブ会議システムを活用した遠隔授業

》ICTによる教育ソリューション

音技術・新技術によるソリューション提案

ヤマハは、1900年に初めてピアノ製造に成功して以来、時代の変化とともに技術開発を進め、伝統的なアコースティック楽器はも
とより、常に最新の電子技術を用いた楽器や技術開発に取り組んでいます。さらにヤマハグループは“音を出す”製品づくりを通じ
て良い音を追求する一方、音空間の研究やその制御システムの開発など、“音を聴く”ための良い環境づくりにも努めています。ま
た、製品開発の中で培ったセンサー技術などを生かしたソリューションを提案しています。

製品事例

よりよい音環境づくり

商品 サステナビリティ面の特長 関連画像

》スピーチプライバシーシステム 人の話し声を素材に合成した「情報マスキング
音」により会話内容をカモフラージュする  

》調音パネル 室内の音（響き）を調え、音響障害のないクリア
で心地よい音響空間を実現する

 調音パネルを導入した会議室

》防音室『アビテックス』 遮音と音場（響き）をかね備えた空間を手軽に実
現する  

https://sound-solution.yamaha.com/products/speechprivacy/vsp-1/index
https://jp.yamaha.com/products/soundproofing/
https://jp.yamaha.com/products/soundproofing/


94

Yamaha Sustainability Report 2018

センサー技術の応用提案

商品 サステナビリティ面の特長 関連画像

薄型変位センサー 肢体に装着するものと一体化させ、人の動作情
報をリアルタイムにモニタリングする

 使用例

》水素漏れ検知機
高速応答・高感度・広ダイナミックレンジを実現
し、さまざまな検査対象の形状や漏れ量に対応
可能

 

音技術の応用提案

商品 サステナビリティ面の特長 関連画像

サウンドサイネージ
TLFスピーカー

静電型の、かつ薄くて軽くて曲げられる ―

》サイレントブラス™ 場所や時間を選ばずに練習や演奏を可能にする  

》トランスアコースティック™ピアノ 電子ピアノのように自由な音量調節が可能  

車載緊急通報システム用
車載通話モジュール

緊急時の自動通報・ハンズフリー通話が可能 ―

http://www.yamahafinetech.co.jp/products/leaktester/h_leakdetector/
https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/winds/silent_brass/
https://jp.yamaha.com/products/musical_instruments/pianos/transacoustic/?keyid=p01
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