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ヤマハグループは、長い歴史の中で、自然、社会、文化との繋がりを
意識しながら、人々の「こころ豊かなくらし」を願い、さまざまな取り
組みを行ってきました。木材をはじめとする自然素材を多く用い、
匠の技により丁寧に仕上げられた製品は、世代を超えて引き継が
れ、さらには、リニューアルされることで新たな命を与えられ、多く
の人々に親しまれてきました。
また、単に製品を販売するだけでなく、世界中の様々な国と地域
で、自らの事業として、音楽文化の普及・発展に貢献をしてきまし
た。それは、子供たちの器楽教育普及、音楽教室展開からトップ
アーティストのサポートに至るまで、実に幅広い活動です。こうした
想いや取り組みは社会のサステナビリティに通じるものであり、
130年を超える歴史の中で綿々と引き継がれ「ヤマハらしさ」を形
造ってきました。

ヤマハグループサステナビリティ方針
ヤマハグループは、世界中の全ての人々が心豊かに暮らす社会を
目指します。その実現のために、企業理念である「ヤマハフィロソ
フィー」を心のよりどころに、かけがえのない地球環境を守り、平等
な社会と快適なくらし、心潤す音楽文化の発展に貢献するととも
に、人権尊重はもとより、多様な人材が互いに認め合い活躍できる
環境を整えることで、未来に向かって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。
この考え方に基づき、持続可能な社会の実現に向けた取り組みに
よる社会価値の創造を通じ、自らの中長期的な企業価値を高める
為、マテリアリティを特定し、積極的にサステナビリティ活動を推進
します。
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地球は奇跡の惑星です。我々は、この
環境を当たり前と思い、無造作に扱
い、破壊さえしてきました。この環境
破壊をストップし、かけがえのない地
球環境を未来に引き継ぐために企業
としての使命を果たします。特に世界
的な課題であるCO2削減や木材をは
じめとする資源の保護、有効利用に
積極的に取り組みます。

。

全ての人々にとって、平等な社会と快
適なくらしの実現が望まれます。様々な
社会課題に自らが持つ技術と知恵を
結集し、ヤマハらしい取り組みを行うこ
とで、地域、社会に貢献します。
更には、世界中の人々が笑顔で心豊か
に暮らすために、心潤す音楽の力は何
事にも代えがたいものです。様々なジャ
ンルの製品の供給や音楽普及活動を
通じて、音楽文化の発展を牽引します。

。

多様な人材が互いに認め合い、切磋
琢磨し、協力することで、大きな活力
が生まれます。この活力こそが、社会
価値の創造と企業価値向上の源泉
となります。
全ての人々の人権を尊重することは
もとより、多様な人材が互いに認め
合い活躍できる環境、風土を整える
ことで、ともに働く人々の活力を最大
限に生み出します。
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 画像ダウンロード

2010年2月制定
2022年5月改定

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


Yamaha Sustainability Report 2022 3

サステナビリティ推進体制

サステナビリティマネジメント
サステナビリティの取り組みについて

ヤマハグループは、「ヤマハグループサステナビリティ方針」に沿っ
て、持続可能な社会に向けた取り組みを行っています。
また、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。

 ヤマハグループサステナビリティ方針
 ステークホルダーとのかかわり

 バリューチェーンとサステナビリティ課題
 マテリアリティ

サステナビリティ推進体制

ヤマハ（株）は、取締役会の監督に基づき、代表執行役社長の諮問機
関として「サステナビリティ委員会」を設置し、グループ全体のサステ
ナビリティ活動の方向性の議論や、各部門における取り組み状況の
モニタリングを行い、代表執行役社長に答申しています。サステナビ
リティ委員会の審議内容および結果については、取締役会に報告さ
れています。
また、同委員会の下部組織として全社横断的な重要テーマについて
活動方針の策定や各専門分野のモニタリングを行う「気候変動部会」

「資源循環部会」「調達部会」「人権・DE&I部会」「社会・文化貢献部
会」を設置しています。各部会は、以下に示すテーマについて取り組み

を推進するための体制整備、企画・活動推進、モニタリングを行って
います。
気候変動部会：脱炭素、TCFD対応、水リスク対応など
資源循環部会：循環型バリューチェーン、環境配慮設計、包装梱包など
調達部会：木材DD、持続可能な木材、おとの森活動、サプライチェー
ン人権DD、紛争鉱物対応など
人権・DE&I部会：人権DD、ダイバーシティ・エクイティ＆インクルー
ジョンなど
社会・文化貢献部会：音楽普及、地域共生など

 2022年3月期の
　サステナビリティ委員会

活動状況
活動実績：10回開催
主な議題：

• マテリアリティの見直し
• カーボンニュートラル、省資源・廃棄
物削減、持続可能な木材調達、人権
尊重、ダイバーシティ推進に向けた
中長期目標・施策

• 製品・サービスを通じた社会課題解
決、社会・文化貢献活動の重点領域
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新入社員研修でのサステナビリティ教育 経営層、管理職に向けたサステナビリティ
研修

サステナビリティ・クイズ

イニシアティブへの参加

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月に署名した国連グローバル・コンパクトを
はじめ、さまざまなイニシアティブに参加しています。

 国連グローバル・コンパクトの支持 

 ヤマハグループが署名または参加する団体
 国連グローバル・コンパクト,グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

 Task Force on Climate-related Financial Disclosures（TCFD）
 Science Based Targetsイニシアティブ（SBTi）

 気候変動イニシアティブ（Japan Climate Initiative）
 女性のエンパワーメント原則（Women’s Empowerment Principles, WEPs）

 30% Club Japan
 アンステレオタイプアライアンス
 SoundUD 推進コンソーシアム

サステナビリティに関するマテリアリティ

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、社会の持続的発展と中長期
的な企業価値向上につながる重要な課題（サステナビリティに関
するマテリアリティ）を特定し、取り組みを推進しています。

 特定したマテリアリティ
環境
気候変動への対応
• 事業所・物流におけるCO2排出削減、サプライヤーとの協働
• 製品の省エネルギー化
持続可能な木材の利用
• 木材の持続可能な調達、利活用
• 森林育成推進
省資源、廃棄物・有害物質削減
• 製品・梱包の省資源化・資源循環性向上
• 有害化学物質削減（VOCなど）
社会
平等な社会と快適なくらしへの貢献
• 心身の安全と健康
• 遠隔コミュニケーション
• UD・アクセシビリティへの配慮など
バリューチェーンにおける人権尊重
• サプライヤーの労働人権など
文化

音楽文化の普及、発展
• 音楽文化の普及発展に資する製品・サービス・活動
• 次世代育成への貢献
人材
働きがいの向上
• 人材開発、安全と健康、WLBなど
人権尊重とDE&I
• ともに働く仲間の人権尊重施策（人権教育、DD）
• DE&I推進（ジェンダー、国籍など）
風通しが良く、皆が挑戦する組織風土の醸成
• 意識調査、対話機会創出など

詳細は以下をご覧下さい。
 マテリアリティ 

 特定プロセス
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、持続可能な開発目標SDGsなどに照らして抽出し、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、企業理念や経営ビジョン、中長期的な経営方針
を踏まえての重要度評価により、推進を強化すべき課題（マテリア
リティ）を特定しています。2022年3月期にはマテリアリティの見直
しを行いました。
プロセスの詳細は以下をご覧ください。

 マテリアリティ 

特定したマテリアリティについて、サステナビリティ委員会の各部
会、関係部門にて施策や達成度合いを測るKPI、目標および実行計
画を策定します。サステナビリティ委員会が進捗をモニタリングす
ることで、マテリアリティの取り組みを推進しています。

 中期経営計画Make Waves2.0（2022/4～2025/3）
サステナビリティKPI・目標詳細

 2022年3月期までのサステナビリティ重点課題および取り組み結果

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、SDGs達成に貢献
していくことを目指しています。階層別および分野別の各種研修や
セミナー、イントラネットを使った情報発信、社内イベントや社内報
などで、サステナビリティの教育・啓発に取り組んでいます。2022
年1月からは、グループ内での理解促進のため、サステナビリティや
SDGsについて気軽に学べる「サステナビリティ・クイズ」（年間10
回予定）を開始しました。

サステナビリティ情報サイト

https://www.yamaha.com/ja/csr/global_compact
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://japanclimate.org/
https://www.weps.org/
https://30percentclub.org/chapters/japan-2/
https://japan.unwomen.org/ja/unstereotype-alliance
https://soundud.org/
https://www.yamaha.com/ja/csr/management/images/MakeWaves2.0_20220613_2.pdf
https://www.yamaha.com/ja/csr/management/images/MakeWaves2.0_20220613_2.pdf
https://www.yamaha.com/ja/csr/management/images/MakeWaves1.0_20220613.pdf


Yamaha Sustainability Report 2022 5

 ステークホルダーエンゲージメントプログラムへの参加
2019年度より、経済人コー円卓会議（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ています。プログラムで
はNPO/NGOや有識者からの問題提起を受け、業界別での重要な人
権課題の特定作業を行っています。

 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
 2021年度報告書

ステークホルダーとのかかわり
ヤマハグループは「ステークホルダーへの約束」に基づいて、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。

 ステークホルダーへの約束 

ステークホルダー別 取り組み一覧

ステークホルダー 主な取り組み 日常のコミュニケーション手段 取り組み事例

お客さま

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

製品・サービス別の相談窓口（電
話・e-mailなど）／日常の販売活動

 お客さま満足の向上 
 お客さまへの応対・サポートの向上 
 消費者課題 

ともに働く人々
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

従業員サーベイ（働きがいと働きや
すさに関する意識調査/経営に関す
る意識調査）／労使会議・労使協議

 従業員との対話 
 人権・労働慣行 

お取引先
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

日常の営業活動／生産販売動向報
告会／方針説明会

 バリューチェーンにおける
　 社会的責任の推進 

地域・社会

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）

地域との情報交換会／工場見学／
従業員の地域活動への参加／社会
貢献活動への参画／地域、NPO・
NGOとの情報交換・対話

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

地域、NPO・NGOとの情報交換・対
話

 環境 

株主 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

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

 情報開示（株主・投資家との対話） 

https://crt-japan.jp/portfolio/she-program/
https://crt-japan.jp/files2022/2021%20SHE%20report_jp.pdf
https://www.yamaha.com/ja/about/promises
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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 

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

音楽文化の普及、発展

• 音楽文化の普及発展に資する製品・サービス・活動
• 次世代育成への貢献

 人材

働きがいの向上

• 人材開発、安全と健康、WLBなど

人権尊重とDE&I

• ともに働く仲間の人権尊重施策（人権教育、DD）
• DE&I推進（ジェンダー、国籍など）

風通しが良く、皆が挑戦する組織風土の醸成

• 意識調査、対話機会創出など
 ヤマハグループサステナビリティ方針

マテリアリティ
ヤマハグループでは、社会の持続的発展と中長期的な企業価値向
上につながる重要なサステナビリティ課題をサステナビリティ方
針に組み込み、活動を推進・管理しています。2022年3月期には従
前の「サステナビリティ重点課題」の見直しを行い、新たに「マテリ
アリティ」として9項目を特定しました。このマテリアリティに基づ
いて2022年4月にサステナビリティ方針を改定し、取り組みを進め
ています。

特定したマテリアリティ

 環境

気候変動への対応

• 事業所・物流におけるCO2排出削減、サプライヤーとの協働
• 製品の省エネルギー化

持続可能な木材の利用

• 木材の持続可能な調達、利活用
• 森林育成推進

省資源、廃棄物・有害物質削減

• 製品・梱包の省資源化・資源循環性向上
• 有害化学物質削減（VOCなど）

 社会

平等な社会と快適なくらしへの貢献

• 心身の安全と健康
• 遠隔コミュニケーション
• UD・アクセシビリティへの配慮など

バリューチェーンにおける人権尊重

• サプライヤーの労働人権など
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 2022年3月期までのサステナビリティ重点課題および取り組み結果

サステナビリティに関するマテリアリティ・KPI・目標

 中期経営計画Make Waves 2.0（2022/4～2025/3）サステナビリティKPI・目標詳細

守り、発展
させるもの マテリアリティ 取り組みテーマ 2025年3月期（中期経営計画Make Waves 2.0）の主なKPI・目標 関連するSDGs

環境
かけがえのない
地球環境

気候変動への対応 • 事業所・物流におけるCO2排出削減、サプライヤーと
の協働

• 製品の省エネルギー化

• 省エネによるCO2排出削減5%（CO2排出量／生産高）
• CDP気候変動Aリスト企業継続
• 物流積載効率向上5%

持続可能な
木材の利用

• 木材の持続可能な調達、利活用
• 森林育成推進

• 持続可能性に配慮した木材使用率75%
• 楽器材料となる希少樹種3樹種の育成・保全（おとの森活動）

省資源、廃棄物・
有害物質削減

• 製品・梱包の省資源化・資源循環性向上
• 有害化学物質削減（VOCなど）

• 新規小型製品の梱包材プラ廃止

社会
平等な社会と
快適なくらし

平等な社会と
快適なくらしへの貢献

• 心身の安全と健康
• 遠隔コミュニケーション
• UD・アクセシビリティへの配慮など

• 耳を保護するための、小音量でも良い音の音響技術“リスニングケア”をヘッ
ドホン・イヤホン全商品に搭載

• 高品質・自然な遠隔コミュニケーションの実現（企業、学校など）
• 障がい者、高齢者問わずピアノを楽しめる“だれでもピアノ“の開発推進

バリューチェーンに
おける人権尊重

• サプライヤーの労働人権など • サプライヤー実地監査導入60社

文化
心潤す
音楽文化

音楽文化の普及、発展 • 音楽文化の普及発展に資する製品・サービス・活動
• 次世代育成への貢献

• 海外音楽教室+10万人
• 新興国の学校教育への器楽教育普及 10か国、累計230万人

人材
互いに認め合う
多様な人材

働きがいの向上 • 人材開発、安全と健康、WLBなど • 従業員サーベイ働きがい肯定的回答率継続的向上
• 人的投資額2倍

人権尊重とDE&I • ともに働く仲間の人権尊重施策（人権教育、DD）
• DE&I推進（ジェンダー、国籍など）

• 管理職女性比率 グローバル19%
• クロスボーダー配置30名

風通しが良く、皆が挑戦
する組織風土の醸成

• 意識調査、対話機会創出など • 従業員サーベイ働きやすさ肯定的回答率継続的向上

https://www.yamaha.com/ja/csr/materiality/images/MakeWaves1.0_20220613.pdf
https://www.yamaha.com/ja/csr/materiality/images/MakeWaves2.0_20220613_2.pdf
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 4.マテリアリティの特定
マッピングに基づいて重要度の高い社会課題をグルーピングし、9
項目のマテリアリティとして特定。さらにマテリアリティを「環境」

「社会」「文化」「人材」に分類し、体系化

 5.承認
特定したマテリアリティについて、代表執行役社長を委員長とする
サステナビリティ委員会で審議し、取締役会にて承認

マテリアリティの特定プロセス

 1.重要なステークホルダーの特定
評価対象とする社会課題の絞り込みと、社会課題の重要度評価に
反映するために、ヤマハにとって重要なステークホルダーを特定

 ステークホルダーとのかかわり

 2.評価対象とする社会課題の絞り込み
SDGsターゲット、Global Risk Report のGlobal Riskおよびその
他のリスクを勘案して114項目の課題リストを作成。ヤマハや１で特
定したステークホルダーと関連性の低いもの／重複する項目を除
外。一部の社会課題を機会/リスクに分解するとともに、ヤマハ特有
の社会課題を追加し、合計64項目の社会課題を評価対象に選定

 3.社会課題の重要性評価
2で選定した64項目の社会課題を「機会」と「リスク」に分け、それぞ
れについて以下①②の視点で重要度評価を行い、2軸でマッピング
① 事業視点での評価（企業にとっての重要度）

全社横断での評価チーム（35名）を編成し、売上／損失・コスト
／評判／コンプライアンス／企業理念／経営・事業の持続可能
性の観点から重要度をスコアリング

② ステークホルダー視点での評価（ステークホルダーにとっての
重要度）
お客さまの声や従業員アンケートなど、１で特定した各ステーク
ホルダーのニーズや意見、業界イニシアティブの要求事項、ESG
評価項目（FTSE、MSCIなど）との関連性から重要度をスコアリ
ング
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