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サステナビリティマネジメント

ヤマハグループサステナビリティ方針

「感動を・ともに・創る」をめざして

ヤマハグループは企業理念として「私たちは、音・音楽を原点に培った技術と感性で、新たな感動と豊かな文化を世界の
人 と々ともに創りつづけます」を掲げています。
この企業理念に基づき、健全で透明性の高い経営と社会・環境に調和した事業活動を通じてステークホルダーの皆様の
信頼をより確かなものにするとともに、社会の持続的発展に貢献するために、以下に掲げる指針に沿ってサステナビリ
ティ活動を推進します。

1. 社会・環境課題を見据えた製品・サービスを通じて新たな価値を創造することにより、社会の持続的発展に貢献します。

2. 世界の各地域に根差した事業展開や社会貢献活動を通じて、各地域の音・音楽文化の普及と振興、コミュニティの発
展に貢献します。

3. 環境保護、生物多様性維持の意義を理解し、温室効果ガス排出削減など環境負荷の低減や持続可能な木材調達を
推進し、健全な地球環境維持に努めます。

4. 法令や社会規範を自ら順守することはもとより、取引先とも連携し、社会に対して責任ある調達活動に取り組むなど、
バリューチェーン全体においても公正な事業活動を行います。

5. 全ての人々の尊厳が守られる社会の実現に向け、企業活動の人権への影響やリスクに適切に対応し、人権侵害の未
然防止に努めます。

6. 新たな価値創出の源泉である人材の多様性を尊重し、人種、国籍、性別、年齢等を問わない人材の育成・活用により、
一人ひとりが感性・創造性を十分に発揮できる風土づくりに努めます。

2010年2月制定
2018年7月改定

サステナビリティマネジメント

基本的な考え方

ヤマハグループは、音・音楽を原点に培った技術と感性、保有資産やさまざまなリソースを生かして、新たな感動と豊かな文化を世界
の人 と々ともに創り続けることが自らの使命であると考えます。この理念を実践していくために、自らの事業活動が環境・社会に及ぼ
す影響を認識し、ステークホルダーとの対話を図りながら、持続可能な社会の構築に向けた課題解決に取り組んでいます。

》バリューチェーンとサステナビリティ課題

》ステークホルダーとのかかわり

》 ヤマハグループサステナビリティ方針
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持続可能な開発目標（SDGs）への取り組み

ヤマハグループは、国際社会の共通目標として掲げられた「持
続可能な開発目標（Sustainable Development Goals : 
SDGs）」の達成に、事業を通じて貢献していきます。
音楽普及活動を通じた目標4「質の高い教育をみんなに」への
取り組みや、持続可能な木材調達による目標12「つくる責任・
つかう責任」、目標15「陸の豊かさも守ろう」への貢献をはじ
め、SDGsの各目標・ターゲットを意識した製品・サービスの開
発や事業プロセスの改善に取り組んでいます。

持続可能な開発目標（SDGs）

サステナビリティ重点課題の推進

ヤマハグループは、自らの事業活動の環境や社会への影響、ステークホルダーの期待や社会要請に鑑み、中長期的に注力する「サス
テナビリティ重点課題」を設定し、取り組みを推進しています。

 重点課題の特定プロセス
（1）サステナビリティ課題の抽出

当社グループのバリューチェーンにおけるサステナビリティ課題を、社会的責任の国際的な手引きISO 26000および持続可能な
開発目標SDGsに照らして抽出

（2）ステークホルダー視点での重要度評価
抽出した課題について、お客さま、従業員、地域社会の声や、ESG評価項目、NGOからの意見・要請や社外有識者の提言に鑑み、
重要度を評価

（3）ヤマハにおける重要度評価
抽出した課題について、経営ビジョンや中長期的な経営方針を踏まえて、重要度を評価

（4）サステナビリティ重点課題の特定
重要度評価の結果から推進を強化すべき課題を選定し、トップマネジメントの
協議により、サステナビリティ重点課題を特定
特定したサステナビリティ重点課題は、関係部門およびサステナビリティ部門に
て目標や進捗度合いを評価するKPI、実行計画を設定し、トップマネジメントが
承認します。サステナビリティ部門による進捗モニタリング、社長をトップとする
経営会議での年次レビューにより、サステナビリティ重点課題への取り組みを
推進しています。
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サステナ
ビリティ
重点課題

主な
取り組み

中期経営計画
「Make 

Waves1.0」
での区分

2020年3月期の進捗、成果 今後の課題、中期経営計画目標
関連する

主な
SDGs

社
会
・
環
境
課
題
を
見
据
え
た
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
開
発

社会課題へ
の対応

文化
・

社会

■音楽文化・教育
・地域伝統音楽向け楽器開発　インドモデル

発売、インドネシア・中東での現地調査
■ユニバーサルデザイン
・「SoundUD」多言語同時通訳ガイド機能リ

リース
・「SoundUD 推進コンソーシアム」322社・団体
・「SoundUD 推進コンソーシアム」が「IAUD

国際デザイン賞2019 大賞」などを受賞
・自宅からスタジアムに声援を届ける新技術
「Remote Cheerer powered by SoundUD」
を実証実験

・電子楽器 タッチパネル搭載モデルの75%で
音声読み上げ機能完備

■健康・安全
・ヘッドホン・イヤホン新製品全５モデルで、耳

の健康に留意したリスニングケア機能を搭載
■ワークプレイス
・テレワークの活用事例を発信し、遠隔コミュ

ニケーション、在宅勤務への啓発活動を実施
■遠隔ソリューション
・離れていても合奏が楽しめるオンライン遠隔

合奏サービス「SYNCROOM」公開

■音楽文化・教育
・新興国のローカル音楽演奏に必要

な機能を備えた電子楽器の拡充
■ユニバーサルデザイン
・SoundUDの行政事業での普及を

促進し、インバウンドアプリの開発
キット頒布、翻訳サービスを開始

・音声読み上げ機能を備えた電子楽
器の拡充

■健康・安全
・ヘッドホン・イヤホン商品の70%以

上で、耳の健康に留意した機能を
搭載

■ワークプレイス
・20万台/3年間（人・箇所）にテレ

ワーク・在宅勤務の機会を提供し、
働き方改革を実現

■遠隔ソリューション
・新しい生活様式にあったソリュー

ションの提案

環境課題へ
の対応 環境

・ヤマハエコプロダクツ46モデル認定（累計
425モデル、売上比率18％）

・排熱利用に応用可能な熱電発電モジュール
の自動車メーカー協力による評価開始

・脱有機溶剤塗装技術の開発推進
・希少木材の代替材の開発推進

・40モデル/年認定
・排熱発電モジュールの自動車市場

導入
・脱有機溶剤塗装技術の開発
・希少木材を超えるサステナブル素材

の開発

地
域
に
根
差
し
た
事
業
展
開
、社
会
貢
献
活
動

器楽の
普及支援

文化
・

社会

・スクールプロジェクト 5カ国1,500校、累計39
万人が器楽演奏を体験

・アフリカ・中東 7カ国77校、累計7,500名が器
楽学習を体験

・中国農民工学校への楽器寄贈・教育支援実
施 5都市5校（累計60校）

・スクールプロジェクト 7カ国3,000
校、累計100万人に公教育の中で器
楽教育の機会を提供

・アフリカ・中東 7カ国75校、累計
8,300名に器楽学習を提供

・中国農民工学校などへの楽器寄贈 
18校/3年間

青少年育成
オーケストラ
・バンドへの
支援

・中南米6カ国36団体に対し楽器メンテナンス
セミナーを開催（合計40回）、6カ国27名に対
して修理技術者育成セミナーを実施

・新規支援対象候補国のうち2カ国にてトライ
アルスタート

・中南米各国への楽器メンテナンスセ
ミナー、技術者育成支援の継続およ
び対象エリア・団体の拡大

・新規支援対象国の拡大（2カ国/3年間）
・世界各国・地域に最適な吹奏楽・

オーケストラ普及支援

コミュニティ
支援

・音楽の街づくりプロジェクト（おとまち） 新規
支援7件 ・おとまち　新規支援10件／3年間

サステナビリティ重点課題および進捗状況
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サステナ
ビリティ
重点課題

主な
取り組み

中期経営計画
「Make 

Waves1.0」
での区分

2020年3月期の進捗、成果 今後の課題、中期経営計画目標
関連する

主な
SDGs

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減

事業活動に
伴う
温室効果
ガス排出の
削減 環境

・SBT中長期削減目標＊の認定取得と公表
＊スコープ1,2：2030年度▲32%（2050年度▲83%）、ス

コープ3：2030年度▲30%（いずれも2017年度比）
・再生可能エネルギー導入開始（本社使用電

力の約1/3、グループ全体の約1%）
・高効率空調設備への更新、LED照明への変更
・物流ダウンサイジング推進
・温室効果ガス排出量の第三者検証実施

・SBTに認定された目標に向けた削減
活動の推進

・再生可能エネルギー比率の段階的
拡大（2021年度目標3%）

・温室効果ガス排出量の第三者検証
継続

気候変動へ
の対応

・気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）提言への賛同を表明、提言に沿っ
た開示を開始

・リスクと機会の抽出とマテリアリ
ティ分析・開示の拡充

持
続
可
能
な
木
材
調
達

違法伐採材
回避、
認証材
採用拡大

環境

・木材デューディリジェンス（DD）の仕組み改善
・全ての購入木材にDD実施　低リスク判定

98.8%（ヤマハブランドではない製品および
OEM/ODM製品を除く）

・調査・交渉により、認証木材採用率を2020
年度見込として46%まで向上（2019年度実
績28%）

・より低リスクな木材への代替検討

・DD改善（調査精度向上）および低リ
スク判定100%

・認証木材の比率拡大（2021年度目
標50%）

・より低リスクな木材を使用した楽器
の開発（ピアノ外装材など）

循環型
森林保全を
意識した
木材調達の
推進

・タンザニアの支援活動地域からのアフリカ
ン・ブラックウッド調達開始、植林事業推進

（計3ha、5,500本）
・立地環境と成長の関係調査（京都大学との

連携）
・対象地域での社会インパクト評価（JICA 

BOP事業）

・アフリカン・ブラックウッド良質材生
産のための技術支援、植林事業推進

・アカデミア（京都大学等）との連携に
よる森林資源育成・利用効率向上な
どの研究推進

製
品
に
お
け
る
３
Ｒ
推
進

包装・梱包材
対応

環境

・梱包ダウンサイジングの推進、環境負荷の小
さい梱包材、緩衝材の検討

・プラスチック製ショッピングバッグの廃止・
削減検討

・梱包の合理化推進（環境負荷の小さ
い梱包材・緩衝材の導入、ダウンサイ
ジング本格化）

・ショッピングバッグなどワンウェイ
包装材への対策（脱プラスチックな
ど）

製品対応

・製品3Rの長期ロードマップ策定
・ピアノレトロフィット（サイレント機能後付

け、ディスクラビア上位・最新モデルへの
アップグレード）導入開始

・長期ビジョンに基づく製品3Rの推進
・愛着ある一台を長く弾き続けるため

のサービス拡充（ピアノレトロフィッ
トなど）

人
権
尊
重
へ
の
体
系
的
取
り
組
み

体制、仕組み
の整備

社会

・グループ規程および関連ガイドラインへの
人権管理項目組み入れ完了

・人権教育ブックレット発行および職場単位
の人権ミーティング実施

・パワーハラスメント防止セミナー開催

・グループ規程などへの人権管理項目
組み入れと規程に基づくモニタリン
グの実施

・人権に関する社内教育・啓発活動の
定着化

サプライ
チェーン
CSRマネジメ
ントの推進

・取引先3,748社の一斉アセスメント実施
（SAQ回答率98.6%、是正対象11社、うち5
社で完了）

・新規取引先117社のアセスメントを実施
・取引先へのセミナー開催

・サプライヤーへの一斉アセスメント
実施（3年ごと）

・取引開始におけるアセスメント実施
・調達担当者および取引先への教育・

啓発
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ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
、人
材
育
成

グローバル人材
マネジメント

社会

・コアポジションおよびグローバル共通のグ
レーディング基準の確立

・グループ標準のグレーディングおよ
び育成体系に基づく人材マネジメン
トの推進

女性の活躍
推進と
多様な働き方
への対応

・育児・介護を事由とした在宅勤務制度の導
入、事業所内保育施設開設

・育児・介護を事由とした短時間勤務のフレッ
クスタイム化

・管理職女性比率 グループ（国内・海外合計）
16.1％

・両立支援制度の拡充
・育休者・育休復職者の育成支援プロ

グラムの実施
・管理職女性比率の向上（2021年度

目標　グループ17%）

LGBTへの
理解と
取り組み

・相談窓口の設置、就業規則など規定改定
・全社セミナーの実施、ハンドブック作成、「ヤ

マハLGBT Ally」ロゴステッカー配布
・性的マイノリティに関する取り組みの評価指

標「PRIDE指標」で最高位「ゴールド」を受賞

・社内体制・制度の整備・運用
・理解促進のための社内外への啓発

活動の実施

2019年4月にスタートした新中期経営計画「Make Waves 1.0」では、事業を通じた社会への貢献を重点戦略の一つに据え、サステ
ナビリティ重点課題である新興国の器楽教育普及と持続可能な木材調達に関するKPI目標を、経営目標における非財務目標として
掲げ、推進しています。

サステナビリティの社内浸透

ヤマハグループでは、経営層から新入社員に至るまで、それぞれの役割や業務を通じてサステナビリティを推進していくことを目指し
ています。そのために、各種研修やセミナー、イントラネットなどを利用したサステナビリティの教育・啓発に取り組んでいます。2017
年度からは当社グループの一人ひとりがSDGsを自らの業務につなげていくために、ポスターや社内報、社内イベントなどを通じて
SDGsへの理解を深めています。

新入社員研修でのサステナビリティ教育

イントラネットのサステナビリティ情報サイト

経営層、管理職に向けたSDGs解説

ポスターや社内報によるSDGs紹介

社内イベントでのSDGs展示

イニシアチブへの参画

持続可能な社会の構築に向けて、国際社会との協調・連携を図るべく、ヤマハは2011年6月に国連グローバル・コンパクトに署名し、
10の行動原則の順守に取り組んでいます。また、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンの会員として、各分科会活動※にも積
極的に参加しています。

※2019年度参加分科会：環境経営、関西、ヒューマンライツデューデリジェンス、人権教育、防災・減災、ESG、SDGs、レポーティング

》国連グローバル・コンパクトの支持 
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ステークホルダーとのかかわり

基本的な考え方

ヤマハグループの企業活動は、さまざまな利害関係を有する方 と々の関わりの中で進められています。
ヤマハグループでは、製品・サービスを提供している「お客さま」をはじめ「株主・投資家」、ともに働く「従業員」、そして調達先や納入
先、委託先などの「取引先」や、事業展開をする「地域社会」を主なステークホルダーと位置付けています。加えて、事業活動がプラスマ
イナス双方の影響を及ぼす対象として「地球環境」を重視しています。
ステークホルダーへの約束として「顧客主義・高品質主義に立った経営」「健全かつ透明な経営」「人重視の経営」「社会と調和した経
営」を追求し、「感動を・ともに・創る」を実現するために、ステークホルダーとのさまざまな対話の機会を通じてご意見・ご要望を伺
い、企業活動に反映しています。
また、NPO/NGOや外部有識者からサステナビリティ活動へのご意見をいただき、指摘のあった事項について改善を行っています。
2019年度はCRT日本委員会のステークホルダー・エンゲージメントプログラムに参加し、NPO/NGOなど13団体との対話と業界別
に重要な人権課題の特定作業を実施しました。このプログラム参加を通じて、当社の重要な人権テーマの抽出を行いました。

》人権デューディリジェンスの推進

》CRT日本委員会のステークホルダー・エンゲージメントプログラム

主なステークホルダーとの対話の機会・方法

お客さま

私たちは、製品・サービスの提供を通じて、お客さまの感動と心からの満足を目指します。

主な責任
安全・安心で価値ある製品・サービスの提供／ユニバーサルデザインの推進／製品情報の適切な提供／お客さまへの適切な
対応・サポート／お客さま情報の適切な管理

日常的なコミュニケーション手段
製品・サービス別の相談窓口（電話・e-mailなど）／日常の営業活動

コミュニケーション事例　》お客さま満足の向上 

》お客さまへの応対・サポートの向上 

/ja/csr/download/pdf/sr_2020_ja_03.pdf#page=1
http://crt-japan.jp/files2019/SHE/Human%20Rights%20Issues%20by%20Sector%20JP.pdf
/ja/csr/download/pdf/sr_2020_ja_06.pdf#page=5
/ja/csr/download/pdf/sr_2020_ja_06.pdf#page=6
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株主・投資家

私たちは、企業活動を資金面から支えてくださる株主・投資家の皆さまに対し、経営情報開示と積極的・持続的なコミュニケーション
を行います。

主な責任
正確な経営情報の適時開示／適切な利益配分／企業価値の維持・向上

日常的なコミュニケーション手段
株主総会／投資家向け説明会／投資家向けウェブサイト・メールマガジン

コミュニケーション事例　》情報開示（株主・投資家との対話）

従業員

私たちは、ヤマハで働く人々の主体性・感性を尊重し、一人一人が創造性を十分発揮できる環境整備に努め、よりよい製品・サービス
を提供できる企業風土づくりを目指します。

主な責任
公正な評価・処遇／人権・多様性の尊重／人材活用と育成／多様な働き方の支援／健康・安全の確保

日常的なコミュニケーション手段
経営に関する意識調査アンケート／労使会議・労使協議

コミュニケーション事例　》従業員との対話

取引先（調達先、納入先、委託先）

私たちは、取引先を、企業理念の実現に向けてともに歩むパートナーであると考え、公正かつ透明な取引を基本とし、相互理解を深
め、良好な信頼関係の維持・構築に努めます。

主な責任
公平かつ合理的な規準による取引先の選定／公正な取引／不明朗な関係の排除／優越的地位乱用の禁止

日常的なコミュニケーション手段
日常の営業・調達活動／生産販売動向報告会／方針説明会／アンケート調査

コミュニケーション事例　》バリューチェーンにおける社会的責任の推進

地域社会

私たちは、各国・地域での事業活動において、関連する法令や国際規範を遵守するとともに、環境保全や人権尊重に十分配慮します。
また地域社会・文化の発展に資するさまざまな活動に積極的に参加し、社会の一員である「企業市民」としてよりよいコミュニティー
づくりに貢献します。

主な責任
地域との共生・発展への貢献（文化の振興、次世代育成、福祉、雇用創出、技術・技能開発など）

日常的なコミュニケーション手段
地域・自治体との情報交換会／工場見学／従業員の地域活動への参加

コミュニケーション事例　》地域社会とのかかわり

》地域コミュニティー発展への寄与

地球環境

私たちは、持続可能な社会の基盤である地球環境のため、環境保全、生物多様性維持の意義を理解し、事業活動や製品・サービスの
提供における環境負荷の軽減はもとより、環境に貢献する諸活動に取り組みます。

主な責任
汚染の防止／気候変動の緩和／水資源の保全／化学物質の管理と削減／生物多様性の保全

日常的なコミュニケーション手段
地域、NPO・NGOとの情報交換・対話

/ja/csr/download/pdf/sr_2020_ja_02.pdf#page=12
/ja/csr/download/pdf/sr_2020_ja_03.pdf#page=12
/ja/csr/download/pdf/sr_2020_ja_05.pdf#page=3
/ja/csr/download/pdf/sr_2020_ja_07.pdf#page=1
/ja/csr/download/pdf/sr_2020_ja_07.pdf#page=7
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バリューチェーンとサステナビリティ課題
ヤマハグループは楽器をはじめとする多様な製品・サービスを世界中のお客さまに提供しています。
製品・サービスとそれらを生み出す一連のプロセスが社会と環境に与える影響を踏まえて、バリューチェーンにおける諸課題に取り
組み、自らの社会的責任を果たしていきます。

》画像ダウンロード

国連グローバル・コンパクトの支持
国連グローバル・コンパクトとは、1999年に国連事務総長が提唱した「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」の
4分野にわたる10の自主行動原則です。ヤマハは、2011年6月に、このグローバル・コンパクトを支持する
署名を行い、10原則に沿った事業活動に取り組むとともに、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパ
ンにおける分科会運営などの協力を積極的に行っています。

国連グローバル・コンパクトの10原則

人権
原則1： 企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重すべきである

原則2： 企業は、自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである

労働

原則3： 企業は、結社の自由と団体交渉の実効的な承認を支持すべきである

原則4： 企業は、あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持すべきである

原則5： 企業は、児童労働の実効的な廃止を支持すべきである

原則6： 企業は、雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである

環境

原則7： 企業は、環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持すべきである

原則8： 企業は、環境に関するより大きな責任を率先して引き受けるべきである

原則9： 企業は、環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきである

腐敗防止 原則10： 企業は、強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである

https://www.yamaha.com/ja/csr/value_chain_and_socialissues/images/pict_01.jpg
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