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ISO 14001認証サイト

ヤマハ（株）国内拠点

拠点 取得年月 統合認証
掛川工場 1998年11月 2010年11月
豊岡工場 （ヤマハハイテックデザ
イン（株）含む） 2000年6月 2010年11月

本社地区 2001年2月 2010年11月

国内生産系グループ企業

拠点 取得年月 統合認証
ヤマハファインテック（株） 2001年3月 2010年11月
桜庭木材（株） 2002年9月 2010年11月

（株）ヤマハミュージックマニュ
ファクチュアリング 2014年8月 2014年8月

北見木材（株） 2014年8月 2014年8月

リゾート施設

拠点 取得年月 統合認証
（株）ヤマハリゾート 2001年11月 2011年8月

海外生産系グループ企業

拠点 取得年月
ヤマハ・エレクトロニクス・マニュファクチュアリ
ング・マレーシア 1998年12月

天津ヤマハ電子楽器 1999年12月
ヤマハ・ミュージカル・プロダクツ・インドネシア 2001年1月
ヤマハ・ミュージック・マニュファクチュアリング・
インドネシア 2001年12月

ヤマハ・インドネシア 2002年5月
ヤマハ・ミュージック・マニュファクチュアリング・
アジア 2002年7月

ヤマハ・エレクトロニクス・マニュファクチュアリ
ング・インドネシア 2003年1月

ヤマハ・エレクトロニクス（蘇州） 2004年3月
杭州ヤマハ楽器 2012年5月
蕭山ヤマハ楽器 2013年3月

環境
ヤマハグループは環境課題を経営の重要課題と捉え、「ヤマハグ
ループ環境方針」のもと、よりよい地球環境の実現に誠実かつ継続
的に貢献していきます。
気候変動や生物多様性、循環型社会づくりといった地球規模の共
通課題に、事業活動や製品・サービスを通じた取り組みを進めると
ともに、化学物質の排出削減や有害物質の漏えい防止、適正な木
材利用や森林保護、環境貢献活動などの環境保全活動も行ってい
ます。

環境マネジメント

環境方針

ヤマハグループは環境課題を経営の重要課題と捉え、「ヤマハグ
ループ環境方針」のもと、よりよい地球環境の実現に誠実かつ継続
的に貢献しています。
気候変動や生物多様性、循環型社会づくりといった地球規模の共
通課題に、事業活動や製品・サービスを通じた取り組みを進めると
ともに、化学物質の排出削減や有害物質の漏えい防止（水リスクに
関わる地上水、地下水および土壌などの汚染防止対策）、適正な木
材利用や生物多様性の保護に繋がる森林保護、環境貢献活動など
の環境保全活動を行っています。
なお、環境方針は環境担当役員である常務執行役が承認しており、
これらの環境課題は、中期経営計画や関連する部門のアクション
プランに組み込み、実行しています。

 ヤマハグループ環境方針

環境マネジメント体制

ヤマハグループは、ヤマハ（株）環境担当役員である常務執行役を
責任者とするグローバルな環境推進体制を構築しています。2021
年には、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」の下部組織として「気候変動部会」「資源循環部会」「調達部会」
を設置し、気候変動対応や木材調達を含むサステナビリティに関
する重要事項などについて議論を重ね、取締役会に報告していま
す。また、「グループ環境規程」のもと、国内では全事業所統合の、海
外では事業所ごとの環境マネジメントシステム（EMS）を構築して
います。このシステムは、事業所ごとに「環境目標」を決定し、その達

成に向けた重点施策や行動計画を策定して活動するものです。さ
らに「環境内部監査」で各事業所の活動状況や課題を確認し、継続
的な改善・強化へつなげています。ヤマハ（株）の環境部門は、環境
にかかわる法規制や社会動向の把握、グループ全体の方針やルー
ルの制定、モニタリングや監査、環境設備導入や各種測定の技術
的支援を行うなど、グループ全体の活動をリード、支援しています。

 サステナビリティ推進体制

 ISO 14001認証の取得
ヤマハグループは、環境マネジメントシステムの国際規格である
ISO 14001認証を取得しています。
2022年3月末時点で、認証取得範囲はヤマハ（株）および国内外グ
ループ企業22社（合計23社）※1であり、これはGHG排出量（スコー
プ1、2）でヤマハグループの90%超に相当します。この認証取得範
囲は、自らの環境負荷量・法規制などを鑑みて必要十分だとヤマハ
グループは認識しています。今後、環境影響の大きい事業拠点を設
立した際には順次認証範囲に加えていく予定です。
なお、2017年には、2015年9月に改訂された新規格に基づく国内
統合認証を取得しています。
※1 新たな生産拠点（YMIN、YMPA）については現時点では含んでいません

https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_environment_policy
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 家庭での環境啓発活動
労働組合と共同で、環境家計簿や、従業員が各々の家庭に合った
テーマで実行する「我が家のスマートライフ宣言」、子どものいる家
庭に向けた「ぬりえDe『MYエコ宣言』」、自宅での緑のエコカーテ
ンづくりなどの企画やツールを通じて、日常生活でのエコ活動を奨
励しています。2022年3月期の「我が家のスマートライフ宣言」に
は、延べ481人が宣言し、各家庭で取り組んだ省エネ活動など優れ
た活動が報告され、特に優秀な8件の活動を表彰しました。

「我が家のスマートライフ宣言」
活動報告書

「ぬりえDe 『MYエコ宣言』」で
応募されたぬり絵

従業員から寄せられた家庭での緑のエコカーテンの様子

環境経営推進のための取り組み

 インターナルカーボンプライシング制度
ヤマハグループでは、2022年4月よりインターナルカーボンプライ
シング（社内炭素税）制度を本格導入しました。今回導入した制度
は、CO2排出量に仮想的な価格を設定して金額換算し、この金額も
加味して投資判断を行うというもので、これにより、よりエネル
ギー効率のよい設備を選びやすくなったり、太陽光発電など再エ
ネ発電設備の投資が促進されることなどが期待されます。単価は、
当面の間CO2１トンあたり14,000円で設定しています。

 環境会計
ヤマハ（株）は、1999年度より環境施策の効果を定量的に評価する
ツールとして環境会計を導入し、現在、本社事業所、国内生産拠点、
リゾート施設、インドネシア・中国・マレーシアの海外生産拠点でも
実施しています。
環境会計データについては、環境データのページに掲載しています。

環境教育・啓発

ヤマハグループでは、従業員の環境に関する知識や技能のレベル
アップを目的として、さまざまな環境教育を実施しています。全従業
員対象の「一般教育」から生産現場の指導員候補者などに対する

「専門教育」、環境設備※2担当者向けの「環境設備教育訓練」など、年
間を通じて各事業所や業務のニーズに合わせて適時行っています。
※2 事故時に環境を汚染する可能性のある設備を指し、各事業所でリスト化され

管理されています

 実務担当者への専門教育
廃棄物管理者、廃水処理施設運転管理者、化学物質取扱者など、
専門知識を必要とする業務の従事者を対象に、個別カリキュラム
による教育を実施しています。特に環境影響の大きい業務について
は必要力量を定義しリスト化した上で教育ニーズを精査し、特別
教育を実施しています。また、中国・蕭山ヤマハの廃水処理担当者
に対して、日本での専門教育を実施するなど、ヤマハ（株）環境部門
のスタッフが海外工場の担当者教育をフォローしています。
このほか、化学物質管理や環境汚染物質の漏えいなどの事故防止
に関する教育を「ヤマハグループ化学物質使用基準」や「ヤマハグ
ループ環境設備基準」に基づいて実施するとともに、緊急事態対応
の実地訓練を行っています。

また、製品の企画・開発・設計者に対し、技術アカデミー「製品環境
コース」を設け、製品の環境対応に関する教育を実施しています。

 内部環境監査員の育成
環境マネジメントシステムの運用レベルアップを図るには、環境保
全の自主管理活動を実践する人材の育成が不可欠です。ヤマハグ
ループでは、毎年、外部機関講師を招いて「内部環境監査員養成セ
ミナー」を実施し、環境保全活動の総合的なレベルアップに努めて
います。
国内事業所ではこれまでに延べ1,199人が内部監査員資格を取得
しており、現有従業員のうち318人が資格を保有しています。これ
は当該事業所従業員の約6％に相当します。（2022年3月末現在）
また、当該年度に内部監査を担う監査員を対象に、さらなるスキル
アップを目的とした「内部環境監査員ブラッシュアップセミナー」も
開催しています。

 従業員の環境活動促進
ヤマハグループでは、従業員一人一人が環境意識を高め、日常生活
でもエコ活動に取り組むためのサポートや啓発活動に力を入れて
います。毎年6月の環境月間や環境の日に合わせ、環境への貢献・
啓発に関する取り組みを労使共催で継続しています。

 職場での環境啓発活動
夏場の薄着・冬場の厚着を励行し、無駄な空調負荷を削減するた
めのクールビズ/ウォームビズの実施、環境啓発ポスターの掲示な
どで、従業員へ環境に対する意識向上を促しています。加えて、静
岡県が取り組む温暖化防止のための県民運動「ふじのくに COOL 
チャレンジ（グルポ）」にも賛同し、社員食堂での食べ切り・環境イベ
ントへの参画などを推奨しています。

 気候変動の緩和および気候変動への適応

https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data
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まった場合の応急措置の手順や設備・備品を整えるとともに「緊急
事態対応訓練」を実施しています。

緊急事態対応訓練

汚染、有害物質への対応

ヤマハグループでは、事業所からの排出水によって水域および関連
生息地に悪い影響を与えないよう、常に排出水の監視を行うとと
もに、排出先の水域の水質や生物への影響についての調査も定期
的に実施しています。過去、塩素系有機溶剤による土壌および地下
水汚染が発生した2つのサイトについて浄化対策を実施してきまし
た。地下水についてはすでにヤマハ（株）豊岡工場で浄化を完了、ヤ
マハ（株）本社事業所についても基準値近くまで回復し、現在も継
続的に浄化を実施しています。土壌汚染については、両サイトとも
浄化を完了しています。

本社事業所の地下水浄化装置

汚染の防止

環境汚染防止の仕組み

ヤマハグループでは、事業活動における環境汚染を未然に防ぐた
め、2014年に環境設備の設置や管理・運用についてのグループ基準

「ヤマハグループ環境設備基準」を整備しました。拠点ごとに定め
たロードマップに沿って計画的に適合を進め、2024年3月期中に
全拠点での基準適合を完了する予定です。これにより「環境汚染事
故ゼロ」の継続を目指します。
2022年3月末現在、19拠点中17拠点で適合を完了しました。

 モニタリングと法規制対応
事業活動に伴う環境負荷の低減と法令順守を目的として、ヤマハ
グループでは、ヤマハ（株）環境部門と各事業所の管理部門が策定
した年度計画に沿って、環境測定担当部門が各事業所の排ガス、
排水、騒音、臭気などを定期的にモニタリングし、これらの管理状
況の確認と順守評価を実施しています。モニタリングにあたって
は、法令基準値よりも厳しい自主管理基準値を設定しており、基準
値の超過や異常が発見された場合は、速やかに応急処置を講ずる
とともに是正措置を展開しています。
また、法令などの改正にも迅速に対応できるよう、体制を整備して
います。最新情報をグループで収集し、ヤマハ（株）環境部門が情報
を集約・チェックし、グループとしての対応を各事業所に周知する
一方で、各事業所に管理部門・生産部門をメンバーとする「リスク
低減ワーキンググループ」を設置し、施策を講じています。近年、環
境法が頻繁に改正されている中国に関しては、順法体制を強化す
るため、現地法人と連携を密にするなど、国内外で取り組みを進め
ています。

環境測定

 環境監査
ヤマハグループでは、環境事故や法令違反の未然防止を目的に、
ISO 14001統合マネジメントシステムに基づく内部環境監査に加
え、「ヤマハグループ環境設備基準」に則したヤマハ（株）環境部門
による専門的知見からの環境監査を実施しています。監査スタッフ
はISO 14001に基づく内部環境監査員としての資格に加え、公害
防止管理者、作業環境測定士など環境保全に関わる公的資格を取
得しています。
各サイトの設備基準適合状況および環境リスクをグループ共通の
チェックシートで点数化し、対応すべき事項と優先順位を明確化す
ることで、効率的に改善を進め、さらなるリスク低減を図っています。
なお、監査の頻度はリスク度合いによって設定し、定期的に実施し
ています。2022年3月期は、6サイトの環境監査を実施しました。

環境部門の監査スタッフによる環境監査

 緊急事態への備え
災害や事故などの緊急事態への備えとして、事業所からの有害物
質や油分の漏えいによる環境汚染を未然に防ぐための仕組み整
備、訓練に取り組んでいます。グループ統一の評価基準によるリス
ク抽出を行い、その結果浮かび上がった各事業所の緊急事態につ
いて、改善や手順を整備しています。また、万一事故が起こってし



Yamaha Sustainability Report 2022 41

(株)ヤマハミュージックマニュファクチュアリングでは、ピアノの生
産工程で、部品の塗料を有機溶剤含有のものから水性塗料に切り
替えを進めています。水性塗料は作業環境の改善効果もあります。
また、ヤマハファインテック（株）では、型の内部で被膜を形成する

「型内塗装」工法を開発、自動車用内装部品に採用しています。従来
のスプレー塗装から型内塗装に切り替えることで、90％以上の塗
着効率※4を得ることができ、塗料使用量と有機溶剤の大気排出量
を削減するとともに、作業現場の換気稼動を大幅に削減、省エネル
ギーにも寄与しています。この工法によって2022年3月期は約
48.8tのスチレンを削減しました。
※4 塗着効率：塗料の使用量に対し、被膜として残留する割合

 オゾン層の保護
ヤマハグループでは、オゾン層保護のためにフロン類の使用量削
減に取り組み、特定フロン、代替フロンの使用を全廃しています。
1993年度に生産工程で使用する特定フロン（CFC類）を全廃した
後、金属材料の脱脂洗浄工程において特定フロンに比べてオゾン
層破壊係数が小さい代替フロン（HCFC類）を洗浄剤として使用し
ていましたが、地球温暖化への影響が大きいことから、2006年3月
期までに全廃しています。

環境関連の事故・訴訟について

2022年3月期において、環境にかかわる重大な法令違反や罰金、
科料、訴訟はありませんでした。また、外部に影響を及ぼす事故や
重大な苦情などもありませんでした。

また、国内全拠点において、高濃度PCBを含有するトランスやコン
デンサーなどの大型機器廃棄物の適正な処分や蛍光灯安定器類
などの小型高濃度PCB廃棄物の処分登録を完了したほか、低濃度
PCBを含有する機器についても豊岡、天竜、磐田、葛城、北見木材
の5拠点で処分を完了しています。（株）ヤマハミュージックマニュ
ファクチュアリング本社工場では、処理能力および耐震性向上を
目的に2018年に廃水処理設備を更新しました。この設備は従来の
2倍の廃水を処理することができ、震度6強～7の地震に耐えられ
るよう設計されています。

（株）ヤマハミュージックマニュファクチュアリング本社工場の廃水処理設備

化学物質の管理と排出削減

ヤマハグループでは、化学物質の使用による人や環境への悪影響を
最小化するために、「ヤマハグループ化学物質使用基準」に沿って、
PRTR※１法対象物質などの化学物質管理の徹底と生産工程や製品
からの排出削減に取り組んでいます。国内グループにおいては、使用
する化学物質含有材料の安全データシート（Safety Data Sheet/
SDS）※2をデータベースで一元管理し、危険有害性や環境への影響
の評価および必要に応じたリスク低減措置を行っています。
現在、ヤマハグループの生産工程から排出される化学物質は、製品
の塗装・接着時に発生するVOC※3（揮発性有機化合物）が中心で
す。VOCの排出量については常にモニタリングし、代替化や処理施
設導入による排出削減に努めています。（VOC排出量については、
環境データのページに掲載しています。）
また、中国の全工場でVOC処理施設の導入を完了し、排出量を約
90％削減しています。インドネシアのヤマハ・ミュージック・マニュ
ファクチュアリング・アジア（YMMA）でも、使用済みシンナーの再
利用に取り組み、排出量を約70％削減しています。
※1 PRTR：Pollutant Release and Transfer Register （環境汚染物質排出・移

動登録）の略。PRTR法は「特定化学物質の環境への排出量の把握などおよび
管理の改善の促進に関する法律」の略称

※2 労働安全衛生法，毒物劇物取締法，PRTR 法に基づく、化学物質や化学物質を
含む製品に関する危険有害性や取扱上の注意事項等を記載したシート

※3 VOC（揮発性有機化合物）：塗料や接着剤に希釈剤などとして含まれ、光化学
オキシダントや浮遊粒子状物質（SPM）の発生原因の一つと考えられている

天津ヤマハのVOC処理施設

杭州ヤマハのVOC処理施設

蕭山ヤマハのVOC処理施設 ヤマハ蘇州のVOC処理施設

 塗装工程における化学物質の排出削減
楽器や自動車用内装部品などに外観の美しさと耐久性を与える塗
装工程において、塗料の使用量や有機溶剤の排出を抑え環境への
影響を少なくする塗装法を研究、導入しています。これまでに静電
塗装、粉体塗装、フローコーター塗装などを自社製品に合わせて用
途開発し、生産に使用しています。

https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/group_environment/
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含まれる化学物質の情報開示や使用規制が定められています。
ヤマハ（株）では、「製品に係る化学物質の含有規準」を定め、製品
の設計・開発にあたってこの規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を図っています。これら
の規準は法規制の拡大・改定への対応や自主規準の付加などによ
り、随時改定しています。

 製品の含有化学物質管理システムの整備

製品の含有化学物質を管理するためには、製品に組み込む部品・
材料などに含まれる化学物質を把握・管理することが重要です。ヤ
マハグループでは、管理システムを構築し、調達先の協力のもとに
部品含有化学物質の調査と管理を進めています。
業界標準の含有化学物質情報伝達フォーマット※1を採用し、欧州
REACH規則における認可対象候補物質※2のように継続的に追加
されていく化学物質規制にも、柔軟に対応できる体制を整える一
方で、部品の含有化学物質管理について理解と協力を得るため、
調達先向けの説明会を実施しています。
※1 chemSHERPA（chemical information SHaring and Exchange under 

Reporting PArtnership in supply chain）と呼ばれる、JAMP（アーティクル
マネジメント推進協議会）が推奨する製品含有化学物質情報を伝達するため
の基本的な情報伝達シートを採用しており、部品メーカーなどが、材料、原料
メーカーからの含有化学物質の情報を使い、部品の含有化学物質情報を供給
先に伝達するために使用されます

※2 認可対象候補物質（SVHC）： REACH規則では、SVHCの性質を持つ認可対
象物質の候補に指定された物質が製品に一定以上含有する場合は情報提供
の義務などが生じ、管理が必要となります。SVHCはSubstances of Very 
High Concernの略で、発がん性物質などの高懸念物質を示します

 グリーン調達の推進
ヤマハグループでは、ヤマハグループグリーン調達方針を定め、資
源の採取から廃棄までの製品のライフサイクルにおいて環境負荷
の小さい資材を調達するグリーン調達活動に取り組んでいます。ま
た、取引先への要求事項をまとめた「グリーン調達基準書」を用い
て、納入物品の化学物質の使用・含有や管理状況の調査にご協力
いただいています。調達先から提供された含有物質のデータや化
学物質管理の取り組み状況をデータベースに取り込み、製品中の
化学物質の含有状況確認や環境規制などへの対応に役立ててい
ます。なお、同基準書は、グローバルな環境規制の変化に合わせて
適時見直しています。

 ヤマハグループグリーン調達方針

製品・サービスの環境配慮

環境配慮設計とグリーン調達

ヤマハグループは、材料調達から製造、輸送、使用、廃棄に至る製品
ライフサイクル全体を通して環境影響を評価するLCA（Life Cycle 
Assessment）などの手法を用いて、生産する多様な製品群それぞ
れの環境負荷の特徴を把握し、各製品の主要な環境負荷に対応し
た環境配慮設計に取り組んでいます。
また、製品に含まれる化学物質については、含有規準や管理システ
ムの整備、グリーン調達を実施しています。

 ヤマハグループ環境方針

 主な製品のLCA評価による特徴とその対策

※ 各ライフサイクルの段階における円の大きさは、相対的な環境負荷の大きさを
模式的に表しています

アコースティック楽器
特徴
• 使用時のエネルギー消費なし（電力など不
要）

• 長寿命（数十年使用されることも多い）
• 主材料の木材は再生可能資源であるが、違
法伐採による森林破壊や資源枯渇リスクが
ある

• 一般家電のような素材リサイクルインフラは
未整備

対策
• 森林破壊や資源枯渇に加担しない持続可能
な木材調達

• 保守サービスやリユースの仕組み拡充によ
る長寿命化

• 素材リサイクルの仕組み構築
アコースティック楽器
のライフサイクル

電子楽器
特徴
• 待機電力の不要な製品が大半で、エネル
ギー消費も一般家電などに比べれば少なめ

• 製品寿命は一般家電と同程度
• 金属は採掘・製錬など製造時の環境負荷が
大きく、プラスチックや含有化学物質は自然
環境中への残留による環境汚染のリスクが
ある

• 一般家電のような素材リサイクルインフラは
未整備

対策
• 環境負荷物質の削減・代替
• レトロフィッティングによる長寿命化
• バイオマスなど再生可能資源の活用
• 素材リサイクルの仕組み構築

AV機器、IT機器
特徴
• IT機器は常時稼動が多く、AV機器は待機電
力を要するものがあるため、使用時のエネル
ギー消費が比較的大きい

• 製品寿命は接続機器の仕様やバージョンに
左右される

• 金属は採掘・製錬など製造時の環境負荷が
大きく、プラスチックや含有化学物質は自然
環境中への残留による環境汚染のリスクが
ある

• 一般家電のような素材リサイクルインフラは
未整備

対策
• 省エネルギー設計
• 環境負荷物質の削減・代替
• バイオマスなど再生可能資源の活用
• 素材リサイクルの仕組み構築

 製品の含有化学物質の管理
流通・販売される製品に含まれる化学物質の中には、廃棄時に適切
な処理を必要とするものや、人の健康や環境への影響が懸念される
物質があります。このため、さまざまな国の法規制において、製品に

電子楽器のライフサイ
クル

AV機器、IT機器のラ
イフサイクル

https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_green_procurement
https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_environment_policy
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 木材デューディリジェンスの推進
木材を持続可能な形で利用し続けるには、森林保全や木材資源量
への配慮と、サプライチェーンが経済的にも持続可能であるよう、
雇用創出やインフラ整備といったコミュニティーの発展に資するこ
とが必要です。ヤマハグループでは、違法に伐採された木材を調達
してしまうことがないよう、デューディリジェンスの仕組みを構築
し、調達先への書類調査や訪問調査を通じて、伐採時合法性の厳
格な確認を進めています。また、環境面に加え、地域コミュニティー
の発展など社会・経済面でも持続可能な森林から産出される、認
証木材の利用拡大を進めています。
購入した木材については、全ての取引先を対象に、原産地や伐採の
合法性、資源の持続可能性に関する書類調査を実施し、その結果、
リスクが高いと判断された木材については、現地訪問を含む追加
調査および木材調達部門やサステナビリティ部門で構成する審査
会での審議を通じて、より厳格な合法性の確認を行っています。
2022年3月期に購入した木材については、99.4%（体積比率）が低
リスクであることを確認しました。この調査はサプライヤーの協力
のもと毎年行い、低リスク判定100%を目指していきます。また、認
証木材の採用も積極的に進めており、2022年3月期の認証木材採
用率は52%（2021年3月期実績は48%、いずれも体積比率）となり
ました。2019年4月に発表した中期経営計画の目標（2022年3月
期までに認証木材採用率50%）を達成しています。

認証木材採用率（％）

※ 各年3月末時点

ヤマハエコプロダクツ制度

ヤマハグループは、製品における環境配慮の基準を明確にし、ヤマ
ハ製品の環境配慮を推進していくため、2015年に「ヤマハエコプロ
ダクツ制度」をスタートしました。環境配慮の自社規準を満たし、ヤ
マハエコプロダクツと認定した製品に「ヤマハエコラベル」を表示
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」の状況（2022年3月末時点）
2022年3月期は新たに14モデルを認定し、2022年3月末時点で従
来製品も含め累計468モデルを認定、うち新規開発の5モデルにエ
コラベルを表示しています。
認定品の売上比率は、2022年3月期において約18％に上っています。

【2022年3月期に認定された製品例】

完全ワイヤレスBluetooth®イヤホン『TW-E5B』

認定理由：省資源（プラスチック緩衝材廃止）
 持続可能な消費

 ヤマハエコプロダクツ制度

ヤマハエコラベル

環境負荷削減をサポートする製品

ヤマハグループの製品には、一般消費者向けだけでなく法人向けの
製品もあります。その中には、お客さまの事業活動において環境負荷
を低減したり、お客さまが生産する製品の使用時の環境負荷低減に
役立つ製品があります。 ヤマハグループは、こうした製品の開発と普
及促進を通じて、社会全体の環境負荷低減に貢献していきます。

 環境技術の応用

持続可能な資源の利用

木材資源への取り組み

ヤマハグループが生産しているピアノや弦打楽器、木管楽器などの
多くは、主に木材でつくられています。また、音響性能や機能性、デ
ザイン性、質感の良さなどから、電子楽器やスピーカー、防音室な
どにも木材を多く使用しています。
このように、事業活動において多種多様な木材を使用していること
を踏まえ、今後未来、貴重な木材資源を維持し持続的に活用してい
けるよう、ヤマハグループでは「ヤマハグループ木材調達方針」を定
めるとともに、「ヤマハサプライヤーCSR行動基準」で木材資源の伐
採および取引に際して調達先に順守を要請する事項を明確にして
います。これらの方針や行動基準のもと、ヤマハグループでは自然
環境や生物多様性に配慮した持続可能な木材調達の実現ととも
に、再生可能な優れた資源である木材を無駄なく最大限に生かす
ことを目指しています。

 ヤマハグループ木材調達方針
 ヤマハサプライヤーCSR行動基準

ヤマハグループが使用する木材資源の原産地比率
（2022年3月期）

木材購入量原産エリア別比率

※ ヤマハブランドではない製品およびOEM/ODM
製品を除く

体積の数値については、環境データのページに掲載しています。

https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_eco_products
https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_timber_procurement
https://www.yamaha.com/ja/csr/supplier_code_of_conduct
https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data
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データと併せて、長期的なアカエゾマツ育成に向けた基礎研究に
活用しています。計測や調査の様子は、ヤマハ発動機 SDGsムー
ビー FIELD-BORN「Vol.2 奏でる森を育むために」にて取り上げ
られました。この他、大学や地域の木育への参加など、活動を継続
的に発信し、ピアノ響板に使用できる高品質なアカエゾマツの安定
供給を再び実現するとともに、「木の文化」を次世代に引き継ぐこと
を目指しています。

25年生のアカエゾマツ
（北見木材社有林）

中田社長と鈴木北海道知事との調印式

森林調査 ヤマハ発動機の無人ヘリ FAZER R

昨年に引き続き北見木材の従業員とその家族で行った植樹祭

 木材資源に対する製品の環境配慮
ヤマハグループでは、再生可能な優れた資源である木材を持続的
に活用していくために、森林や生態系を損なうことのないよう適正
に管理された認証木材や、計画的に植林された産業用途の木材を
積極的に導入しています。一方、楽器に適した希少樹種の優れた機
能を再現した代替素材の開発にも注力しています。

合法性審査会 訪問調査の様子

 原産地コミュニティーと連携した良質材の育成（「おとの森」活動）
楽器をはじめとする当社製品には多種多様な木材が使用されてい
ますが、近年資源量の減少や品質の低下から、それらの持続性が
懸念されています。ヤマハでは、高品質で楽器に適した木材を持続
的に調達するために、地域社会と一体となって循環型の森林づくり
を実現する活動を「おとの森」活動と名付け、行政や学術機関と連
携し国内外で展開しています。

 タンザニアでの取り組み（アフリカン・ブラックウッド）
ヤマハは2015年度から、木管楽器の重要な材料である「アフリカ
ン・ブラックウッド」について、原産地であるタンザニア連合共和国
で種の保全と安定調達の実現に向けて、その生態や資源量、森林
管理状況などの調査を開始しました。同種はIUCNレッドリストで
Near Threatened（準絶滅危惧）に分類されるなど、近年その資源
量が減少傾向にあると言われています。分布、生育、天然更新など
の生態や森林の管理状態を調査した結果、適切な森林管理により
持続的な資源保全が見込めることが分かりました。
2016年から2019年までは、国際協力機構（JICA）のBOPビジネス
連携事業として、同樹種を楽器素材として持続的に利用できるビジ
ネスモデルの実現に向け、森林保全と楽器生産、地域コミュニ
ティー開発を循環的に進めるバリューチェーンを構築し、早期のモ
デル実現に向けた課題解決を進めました。
2017年からは、将来に向けた資源育成を目的に、アフリカン・ブ
ラックウッドの定期的な植林活動を開始しました。現地NGOや地
域住民と協働し、苗木育成技術を地域に導入しながら活動範囲を
拡大し、苗木育成・植林活動を含めた森林管理活動の定着を進め
ています。
現在、3つのコミュニティーが活動に参画し、2022年3月期には約
4,500本の苗木を植栽、5年間で累計約12,000本（植栽地総面積
約6.5 ha）を植栽しました。これら植栽した苗木の成長状態を定期
観測し、良質材育成のための基礎研究を進めています。また、持続
可能な森林管理が行われている認証林からの木材の調達、材料の

利用効率向上のための要素技術開発など、現存資源の有効活用に
向けた取り組みも進めています。

生態調査

農村での苗木育成（写真：MCDI提供） 地域の小学生への環境教育
（写真：MCDI提供）

 北海道での取り組み（アカエゾマツ）
ピアノの響板を製造している北海道の北見木材（株）（以下、北見木
材）は、循環型の森林づくりとアカエゾマツ人工林材の需要拡大に
協力すべく、2016年にオホーツク総合振興局、北海道紋別郡遠軽
町との協定に調印しました（「オホーツク おとの森」設置に関する
協定）。
また、2021年にはヤマハ（株）が北海道との包括連携協定を締結
し、北海道全域へのおとの森活動の展開を進めています。北海道の
アカエゾマツはかつてヤマハのピアノ響板に使われていましたが、
近年の天然林材の減少により、ピアノ響板用の木材はそのほとん
どを輸入材に頼っている状況です。これらの協定では、道有林や町
有林、北見木材社有林などのアカエゾマツ人工林を対象として、適
切な管理や植樹などの森づくりの活動を研究から地域との協働イ
ベントまで幅広く協力して展開しています。
2021年10月には、昨年に引き続き遠軽町有林で2回目の植樹祭を
開催し、北見木材従業員とその家族ら約80名が参加して200本の
アカエゾマツ苗木を植えました。また、北見木材社有林にある15～
25年生のアカエゾマツ人工林では、ヤマハ発動機（株）（以下、ヤマ
ハ発動機）の森林計測技術を活用して産業用無人ヘリコプター

「FAZER R」によるレーザー計測を行いました。上空80mから取得
した社有林全土約35haのデータは、林内にて実測する樹木や環境
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水資源の保全

ヤマハグループでは、製品の洗浄工程や設備の冷却などで水資源を
使用しています。水リスクについてはグループ全体で実施する総合リ
スク評価に加え、全ての拠点について水リスク判定ツールやアン
ケート調査により「物理的な水ストレス」、「水の質」、「水資源に関す
る法規制リスク」、「レピュテーションリスク」を評価しています。
2020年3月期分よりグループ全体の取水量について第三者検証を
実施し、さらなる管理向上を実現しました。現在、水資源に乏しい
地域での大規模な生産活動はしておらず、取水による環境への大
きな影響はないと認識しています。また、水を大量に使用かつ取引
金額の多いサプライヤーに対し、取水量や水リスクの認識、被害事
例などの報告を求めるなどし、バリューチェーンでの水リスク把握
にも努めています。
一方、管楽器の製造工程である、めっきや洗浄工程では多量の水
を使用するため、1970年代前半から冷却水の循環利用や逆浸透膜

（RO膜）装置などによる工程廃水の再生利用、用水設備の漏えい
対策などに取り組んでいます。

取水量

※ 取水量…地下水のくみ上げ量、水道水・工業用水購入量の総計
※ GHG、取水量データの集計範囲はヤマハ（株）本社事業所および全世界の主要

生産工場、リゾート施設（ヤマハグループ全拠点の95％以上と推測）

 生物多様性の保全（水質保全）
 汚染の防止（モニタリングと法規制対応）

 第三者検証

取水量や水の再生利用に関するデータについては、環境データの
ページに掲載しています。

原材料の節減と持続可能化

 製品・梱包における省資源化
製品の小型・軽量化や複数製品の一体化、梱包材・緩衝材の縮小
化・削減など、さまざまな視点から製品の省資源化を進めるととも
に、省資源につながる製品の長寿命化、ピアノリニューアル事業な
どにも取り組んでいます。

 製品・サービスの環境配慮
 製品の長寿命化への取り組み

 ピアノリニューアル事業

 持続可能な原材料やリサイクル材の活用
希少木材に代わる素材の開発や、バイオマス由来樹脂など再生可
能な素材を製品に採用する取り組みの推進に加えて、リサイクルポ
リスチレン材料をスピーカーボックスの一部に利用するなど、リサ
イクルプラスチックの製品への採用も進めています。

 製品・サービスの環境配慮

 木材資源の有効活用
木材加工において、歩留まり向上によるロス削減を進めるととも
に、工程から出る木くずの再利用・再生利用を進めています。端材
の他部品への転用や、原材料・堆肥・燃料としての利用（売却もしく
は処分）のほか、国内ピアノ製造工場の木材加工工程から排出され
るおがくずを、牛の寝床となる敷料に活用していただくというユ
ニークな取り組みも行っています。

従来は廃棄していた端材を隅木（ギターボディ内部の補強材）に転用

 廃棄物の排出削減と再資源化
ヤマハグループは、工場や事業所から排出される廃棄物の削減と
再資源化を推進するため、回収・分別などのシステムを確立し、環
境マネジメントシステムの中で目標を設定して取り組んでいます。
2022年3月末現在、ヤマハグループ（国内）における再資源化率は
約99%です。

また、廃棄物の処理責任を確実に果たすために、廃棄物処理を委
託している業者について、現地確認を定期的に行い、廃棄物が適正
に処理されていることを確認しています。

廃棄物削減の取り組み事例
事業所 内容

豊岡工場

液状廃棄物の減圧濃縮装置を導入し、管楽器生産工程
からの廃酸・廃アルカリなどの排出量を約80%削減
研究開発部門から出る希少金属含有廃棄物を有価物処
理に切り替え、資源を有効活用
減圧濃縮装置に代わる液状廃棄物減容設備CDドライ
ヤーを導入し、廃酸・廃アルカリなど特別管理産業廃棄
物の排出量を約30%削減

掛川工場

廃水処理施設を増設し、ピアノ製造工程から出る接着剤
を含む廃水を社内で処理。廃棄物削減効果約90t／年
接着剤を含む廃水の処理能力を増強し、廃棄物削減効
果約270t／年
2021年より木材加工工程から排出されるおがくずを猫
砂として有効活用

北見木材（株） 液状廃棄物減容設備CDドライヤーを導入し、廃水汚泥
などの廃棄物排出量を約50%削減

蕭山
ヤマハ楽器

楽器の塗装ブースで用いる循環水を清浄に保ち、長持ち
させることで塗装工程廃棄物を削減。廃棄物削減効果約
120t／年

ヤマハファイン
テック（株）

設備不良や品質不良の改善によってカーパーツの不良
品を削減。工場全体での廃棄物排出量を16％削減する
とともに、生産性の向上によって省エネ・省資源も実現

CDドライヤー（豊岡工場） CDドライヤー（北見木材）

廃棄物関係のデータについては、環境データのページに掲載して
います。

 製品や容器包装の再資源化
EUのWEEE指令をはじめ、各国、地域における製品や容器包装な
どのリサイクル法令に対応するとともに、日本国内では使用済みエ
レクトーン製品の回収拠点を全国に整備し、回収・リサイクルを行
うなど資源の有効活用に努めています。

https://www.yamaha.com/ja/csr/external_assurance/
https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/
https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/
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ヤマハ・ミュージック・マニュファクチュアリング・アジア

電子楽器の製造を行っているヤマハ・ミュージック・マニュファク
チュアリング・アジアの廃水処理施設では、2019年にRO設備を導
入し、処理水を工程用水に再利用している他、チラーに噴霧し冷却
効果を高めることで年間約120,000kWhの節減を行っています。

RO設備

ヤマハ・ミュージカル・プロダクツ・アジア

2020年度に生産開始したヤマハ・ミュージカル・プロダクツ・アジ
アでは、工程水への再利用を考慮した最新の廃水処理施設を導入
しています。

廃水処理施設

 節減や再生利用の取り組み

蕭山ヤマハ楽器

管楽器、打楽器の製造を行っている中国の蕭山ヤマハ楽器では、純
水レベルまで再生する性能を備えた廃水処理施設を導入して以
来、廃水の約80％を工程用水として再利用しています。（浙江省電
気めっき企業汚染改善検収方案※1適合）
また、管楽器の銅管部品の熱処理に使用する焼鈍炉の冷却を、循
環水で供給可能な方式に変更し、年間約5,700トンの水を削減し
ています。
※1 電気めっき工場における環境保全のための浙江省の法律。電気めっき工程を

持つ企業に、環境保全体制や設備などに関する56項目の要件を課しており、
銅、ニッケルなどの金属については、一般の工場排水基準よりも厳しい基準が
設定されています

廃水処理施設 循環水で供給可能な冷却装置

ヤマハ・ミュージカル・プロダクツ・インドネシア

管楽器の製造を行っているヤマハ・ミュージカル・プロダクツ・イン
ドネシアでは、廃水の60%以上を再利用できる廃水処理施設を導
入しています。また、廃水処理プロセスの合理化によって、薬品使用
量の削減も図っています。
リコーダー生産工程では、洗浄水を循環再生利用できる設備を導
入し、年間約12,000トンの水を削減しました。2019年には他工程
にも展開し、さらに1,300トンの水を削減しています。

廃水処理施設

杭州ヤマハ

ピアノ、ギターの製造を行っている杭州ヤマハでは、厳格化する排
水基準に対応すべく、廃水を再利用可能なまでに浄化することが
可能な廃水処理設備を導入しています。同設備で処理した廃水を
冷却水などとして再利用することにより、年間約10,000トンの水
資源を節約しています。

廃水処理施設 廃水を冷却水などに再利用

ヤマハ・ミュージック・インディア

2019年に竣工したヤマハ・ミュージック・インディアでは、完全ク
ローズドの廃水処理設備を導入しています。工程から排出される廃
水は100％再利用され、工場外へ排出されることはありません。

廃水処理施設 工程廃水を100%再利用
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静岡県産CO2フリー電力
「静岡Greenでんき」ロゴ

再エネ100%電力の事業者に
静岡県から交付される

「再エネ100%ふじっぴー」ロゴ

スコープ1、2実績（ヤマハ（株）および全生産拠点）※7 ※8 ※9

※7 データの集計範囲はヤマハ（株）および全世界の主要生産工場、リゾート施設
です（ヤマハグループ全拠点の95％以上と推測されます）

※8 地域・電気事業者別排出係数を拠点別、年度別に細分化して計算し直したた
め、前回と数値が変わっています

※9 購入電力・蒸気による間接的な排出、自家発電および熱利用のための直接的
な二酸化炭素排出量と製造工程で使用され排出されるＧＨＧ量を合算してい
ます

スコープ3（2022年3月期）

気候変動の緩和および気候変動への適応

気候変動への対応

人間社会および地球のあらゆる生物の脅威となる急速な気候変動
を緩和し、脱炭素社会への移行に貢献することは、企業の責務であ
り重要な経営課題です。
ヤマハグループは、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」の下部組織として「気候変動部会」（部会長：常務執行
役）を設置し、国際的な協調により推進される温室効果ガス排出削
減に取り組むとともに、気候変動がもたらすあらゆる影響に備える
ため、リスクの特定と軽減策の策定を行い、事業戦略への組み込み
を進めています。
2019年6月に、科学的根拠に基づく削減のシナリオと整合した温
室効果ガス削減目標設定を推進するSBT※1イニシアチブに賛同、
中長期での削減目標を設定し、認定を受けました。2021年9月には
カーボンニュートラル実現に向けた国際社会の動向を踏まえ、ス
コープ1+スコープ2の削減目標を前回の32%削減から55%削減へ
と大幅に引き上げる、より意欲的な「1.5℃目標」で申請し、認定を
取得しました。また、2019年6月には気候関連財務情報開示タスク
フォース（TCFD）※2提言への賛同を表明し、気候変動の財務的影
響についての分析や情報開示の取り組みを開始しました。
今後、温室効果ガス削減や気候変動影響への対応を進める中で、
省エネ製品など気候変動を緩和し、脱炭素社会づくりを促進する
製品・サービスやビジネスモデルの創出を目指していきます。

※1 科学的根拠に基づいたパリ協定目標達成に向けての削減シナリオと整合した
温室効果ガスの削減目標であるScience Based Targetsの略称

※2 金融安定理事会（FSB）によって設立されたTask Force on Climate-related 
Financial Disclosuresの略称。気候変動がもたらす財務的影響を開示するこ
とで投資家に適切な投資判断を促すことを目的とした提言を公表

 持続可能な消費
 ヤマハエコプロダクツ制度

目標および施策・実績

 ヤマハグループの温室効果ガス削減目標（SBT認定）
• 2030年度までに温室効果ガスの排出量（スコープ1※3およびス
コープ2※4の合計）を2017年度比で55%削減（2050年度 実質
カーボンニュートラル）

• 2030年度までに温室効果ガスの排出量（スコープ3※5）2017年度
比で30％削減

※3 敷地内での燃料使用など、事業者自らによる温室効果ガスの直接的な排出
※4 他から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う温室効果ガスの間接的な排出
※5 スコープ1、スコープ2以外の、サプライチェーンなど間接的な活動に伴う排出

 温室効果ガス削減の主な施策
• 生産方法や設備配置の最適化、エネルギー効率の高い設備や
LED照明の導入、設備稼働時間や空調温度などエネルギー管理
の徹底などによる省エネ推進

• コージェネレーションシステムや太陽光発電設備の導入
• 温室効果ガス排出の少ない燃料への転換
• 購入電力の再生可能エネルギーへの切り替え
• ICP（インターナルカーボンプライシング）による高効率設備、再
生可能エネルギー関連設備の投資促進

• 物流における輸送効率向上やCO2低排出輸送モード（船、鉄道）
への切り替えなど

• 製品の省エネ化（スコープ3のうち排出量の大きなカテゴリー（製
品使用）の削減）

 これまでの取り組みと実績
ヤマハ（株）および国内生産系拠点では長年に渡りCO2排出量原単
位を毎年1％ずつ削減することを目標に、製造工程や事業所での省
エネを中心とした取り組みを進めてきました。再生可能エネルギー
導入も進め、本社事業所では2021年4月より購入電力を100％再
生可能エネルギー電力に切り替え、さらに同年9月からは静岡県内
の水力発電由来の電力である「静岡Greenでんき」に切り替えまし
た。海外生産拠点では拠点ごとに削減の数値目標を設定し、それ
ぞれ目標達成に向けて積極的に取り組んでいます。
削減の取り組みを進めるにあたり、温室効果ガスの排出量はGHG
プロトコル※6に基づいて管理しています。なお、2016年度よりスコー
プ1、2およびスコープ3の一部の第三者検証を実施しています。
※6 温室効果ガス（GHG：Greenhouse Gas）排出量の算定と報告の基準

 第三者検証

https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_eco_products
https://www.yamaha.com/ja/csr/external_assurance
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省エネなど環境活動の掲示板 従業員への環境教育

 リゾート施設での取り組み
（株）ヤマハリゾートは、運営するリゾート施設において、次のよう
なCO2排出削減活動に取り組んでいます。

ゴルフ場運営におけるCO2・燃料の削減（葛城ゴルフ倶楽部）：

• カートを給油式から電動式へ変更することにより年間8t以上の
CO2排出削減

• グリーンファン（芝生維持）や施設空調の調整により年間約
25MWhの節電

• 暖房に温水を利用した大型空調機の空冷式（省エネタイプ）に更
新。これによりボイラー燃料（重油）が約30％削減され、ボイラー
運転時間も1時間短縮
2022年3月期には、高効率ボイラー設備への更新を２台実施し、
EV車充電設備を4台導入しました。

ホテル運営におけるCO2の削減（葛城北の丸）：

• 高効率ボイラー設備への更新
2022年3月期には、客室エアコン（7室）を、冷媒転換に合わせて高
効率型に変更し、ホテルロビー空調機を高効率型へ更新しました。

照明のLED化（葛城ゴルフ倶楽部および葛城北の丸）：

• 照明器具のLED化を進めるとともに、トイレに人感センサーを設
置し、年間約49MWh節電

• クラブハウスのロビー照明と北の丸庭園の外灯を水銀ランプから
LEDへ転換し、年間約28MWh節電

 オフィスでの取り組み
節電のための主な施策

照明間引き（照度確認の上で実施）、LED照明導入、広告灯の消
灯、エレベーター運休、電気使用量実績の通知による従業員への
意識付けなど

 インドネシア植林活動によるCO2吸収
2005年から2016年にインドネシアにおいて実施した「ヤマハの
森」植林活動について、2017年、衛星写真による森林の育成状況
の確認と森林が吸収したCO2量の推計を実施しました。推計の結
果、2017年までに合計で約42,000tのCO2が吸収されたと見込ま
れており、その後も年間6000t超のCO2が吸収され続けていると予
想されます。

 生物多様性の保全
 環境データ

温室効果ガス排出削減

 ICP（インターナルカーボンプライシング）の導入
ヤマハグループでは、気候変動リスクに対処するため再生可能エネ
ルギー関連投資や高エネルギー効率機器の選択が必要と考えてお
り、社内で炭素の価格付けを行い、投資による効果に炭素発生量
の削減を付加して投資判断を行う仕組み「インターナルカーボンプ
ライシング（ICP）」を採用しています。2022年4月時点では14,000
円/tCO2で運用しています。

 生産工場での取り組み

弦打楽器工場での省エネ活動

（株）ヤマハミュージックマニュファクチュアリング（飯田工場）は、
省エネ推進委員会を設置してCO2排出削減に取り組んでいます。コ
ンプレッサーの圧力の適正化、ブースの間仕切り、電力モニターの
設置、事務所への通風を促す網戸の設置、設備の集約や合理的配
置による省スペース化を進め、エネルギー効率を改善しています。
さらに、工場の屋根に遮熱塗料を塗布し空調効率を改善させる取
り組みも行っています。

ピアノ工場での省エネ活動

（株）ヤマハミュージックマニュファクチュアリング（掛川工場）で
は、継続的に各種省エネ施策を実施しています。具体的な活動とし
ては、不要照明の撤去、蛍光灯のLED化、コンプレッサーのイン
バーター化、配電用トランスや空調機の更新、空調制御改善などで
す。2020年度にはコンプレッサーの統合制御を行い、無負荷時に
効率の良い運転が可能となったことでさらなる省エネが実現でき
ました。これらの活動により、2015年3月期から2022年3月期の8
年間累計で、CO2排出約500t-CO2、電力使用約840MWhの削減

効果を上げています。さらに、コージェネレーションシステムの稼
働により、CO2排出が年間約2,900トン削減（原油換算で年間
420kL削減）されています。

掛川工場のコジェネレーション設備

夏場のピーク電力カット

ヤマハファインテック（株）では、夏場のピーク電力カットのため、エ
アコンの稼働調整や工場屋根への散水を実施しています。加えて
2015年3月期からは、7月～9月の3カ月間、空調負荷の高い自動車
用内装部品の塗装工程の一部で、始業を2時間早めて朝6時からと
する「サマータイム」制を運用しています。これらの活動により、電力
ピークの時間が14時頃から11時頃にシフトし、午後の暑い時間帯
のピーク電力を約310kW削減するとともに、7月～9月の3カ月間
で約20万kWhの節電効果を得ることができました。さらに、作業
改善で設備稼働時間を短くすることや、職場レイアウトの見直しに
よる空調削減、冬場の蒸気使用見直しなどによる節電の取り組み
を進めています。

中国工場での省エネ活動

中国の杭州ヤマハ楽器有限公司では、生産の増加に伴うエネル
ギー使用の増加を抑制するために、技術的な改善や日常管理レベ
ルの向上など、さまざまな省エネ策を講じています。それらの省エ
ネ策など、環境への取り組みが評価され、2011年末に中国の清潔
生産促進法に基づく「クリーン生産認証」を杭州市から取得しまし
た。その後も継続して、次のようなエネルギー使用量削減策を実施
しています。
• 集塵機の適正な運転管理
• 給水稼働時間の短縮、照明の適正配置・点灯時間の削減
• 集塵機の稼働を自動制御するシステム、配電盤にデジタル電気
メーターを設置し電気使用量の管理強化、夜間の設備待機電力
ロスを削減

• 電灯のLED化を順次実施

https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/group_environment
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部材・材料の輸送梱包材標準化による省資源・CO2排出量削減

ヤマハグループでは、輸送時のコンテナサイズに合わせ、梱包サイ
ズを小型化することで、コンテナ1本に積み込める製品数を増やし
て輸送効率を向上させています。例えば電子ピアノＰシリーズにお
いて梱包サイズを17%小型化し、コンテナ積載率を12.5%向上さ
せました。これにより、40フィートハイキューブコンテナ換算で、年
間269本を削減し、CO2排出量を年間26t削減しました。

標準化前の梱包箱のコンテナ（左）と積載状況標準梱包箱のコンテナ積載状況（右）

照明のLED化

ヤマハ（株）本社事業所では、事務所照明のLED化を進め、2014年3
月期～2022年3月期の9年間累計で蛍光灯や水銀灯約1,400本の
交換により、年間約61MWhの節電効果が出ました。豊岡工場では
外灯のLED化で年間約44MWhの削減効果、さらに屋内の蛍光灯
については、2017年3月期～2022年3月期の6年間累計で約5,100
本をLED化し、年間約70MWhの削減効果を出しています。今後も
各工場・事業所内で計画的にLED化を進めていく予定です。

「クールビズ／ウォームビズ運動」の実施

夏期（5～10月） … ノーネクタイなどの軽装を推奨し、冷房温度を
28℃以上に設定

冬期（11～3月） … 着衣の工夫などによって、暖房器具に頼りすぎ
ず暖房温度を20℃以下に設定

クールビズ／ウォームビズ 社内啓発用ポスター

 物流での取り組み
物流における省エネ・CO2排出量削減

輸送効率向上やリードタイム短縮などの施策と合わせて、省エネお
よびCO2排出量削減を推進しています。トラックやコンテナの充填率
向上や倉庫配置・輸送ルート見直しによる輸送距離の短縮、CO2低
排出輸送モード（船、鉄道）への切り替え検討のほか、輸送梱包仕様
の見直し、他社との共同輸送、廃製品の現地処分化など、さまざまな
取り組みの中でCO2排出量の削減につながる施策を進めています。
2022年3月期におけるヤマハグループの国内総輸送量（国内販社
などの輸送も含む）は、前年度比310万トンキロ（t×km）減の
1,633万トンキロ（t×km）、CO2排出量についても前年度比466t-
CO2減の2,527t-CO2となりました。
また、物流におけるCO2排出量削減には輸送事業者の協力が不可
欠であり、運送委託先への環境配慮協力の要請やアンケート調査
への環境項目の盛り込みなどを通じて、輸送事業者の皆さまと連
携した体制づくりに努めています。

 ヤマハグループ環境データ

 ピアノフレーム輸送での省資源・CO2排出量削減
日本から海外工場へピアノフレームを輸送する際、従来は使い捨て
の鉄製梱包ラックを用いていましたが、複数回利用できるリターナ
ブルのピアノフレーム用梱包ラックを導入することで、省資源化を
図っています。また、加えて輸送距離の短縮や積載効率の向上など
も進めたことにより、鉄製ラックの廃棄に伴うCO2排出量を年間
100t削減、鉄資源消費も年間1,600t削減できました。今後も、ピア
ノフレーム以外の部品を含めて輸送距離の短縮や使い捨て梱包材
料の削減を検討していきます。

リターナブル物流のフロー図

グランドピアノフレーム用リターナブル
ラック

折りたたみ状態のラック（返送時）

https://www.yamaha.com/ja/csr/csr_data/group_environment
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TCFDへの対応

人間社会および地球のあらゆる生物の脅威となる急速な気候変動
を緩和し、脱炭素社会への移行に貢献することは、企業の責務であ
り重要な経営課題だと捉えています。
ヤマハグループは2019年にTCFD（気候関連財務情報開示タスク
フォース）への賛同を表明しました。TCFDの提言に基づき、気候変
動が事業にもたらすリスクや機会を分析し、経営戦略に反映させる
とともに、その財務的な影響についての情報開示に努めていきます。

 ヤマハの取り組み
ガバナンス

気候変動対応を含むサステナビリティに関する重要事項は、2021
年1月に発足した代表執行役社長の諮問機関であるサステナビリ
ティ委員会（委員長：代表執行役社長/2022年3月期は10回開催）
にて議論した上で、取締役会にて議論・検討することにより、取締
役会の監督が適切に行われる体制を整備しています。
気候変動に関わるリスクと機会への対応は同委員会の下部組織で
ある気候変動部会（部会長：常務執行役）で審議され、サステナビリ
ティ委員会に報告されます。
2022年3月期には、中長期的な企業価値に影響を及ぼす経営の重
要課題（マテリアリティ）の見直しを行い、改めて「気候変動への対
応」をマテリアリティとして特定しました。2022年4月にスタートし
た中期経営計画「Make Waves 2.0」では、基本方針に「サステナビ
リティを価値の源泉に」を掲げ、気候変動への対応を重点テーマと
して位置づけています。

戦略

当社は、ヤマハグループ全体に及ぶ影響を確認するため、全事業を
対象に国際エネルギー機関（IEA）による移行面で影響が顕在化する

「1.5~2℃シナリオ※1」と、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）に
よる物理面で影響が顕在化する「4℃シナリオ※2」を用いてシナリオ
分析を行い、短期・中期・長期※3のリスクと機会を抽出しました。
※1 1.5℃シナリオ：NZE（IEA World Energy Outlook 2021）、2℃未満シナリ

オ：SDS（IEA World Energy Outlook 2021）
※2 4℃シナリオ：RCP8.5（IPCC第5次評価報告書）
※3 短期：現在-数年後/中期：2030年/長期：2050年に影響が強く表れる

主な気候変動リスク及び機会と対応

移行リスク 主な短期リスク：「脱炭素化により木材伐採事業の撤退が進み、木材が調達しにくくなるリスク」が挙げられます。
当社グループは森林資源の持続可能性の観点から、安定的な供給が望める認証木材使用率を高めてきており、2022年3月末
時点で52%に達しています。また、特定の産地の木材が入手困難になった場合でも社内に木材専門の技術部門および調達部
門を保持しており、速やかに代替材への移行を実現するノウハウを有しています。

主な中期リスク：脱炭素社会の実現に向けさまざまな施策が展開されていく中、カーボンプライシングによるエネルギー価格
の高騰や追加コストの発生が予想されます。
これに対し、当社グループは温室効果ガスの削減目標をこれまでのSBT2℃水準からSBT1.5℃水準へ引き上げました（2021
年9月、1.5℃水準で再認定）。
目標達成に向けて、全社的な省エネルギー活動の推進、再生可能エネルギーの導入、製品の省エネルギー化、物流の効率化、
サプライヤーとのエンゲージメント強化などに取り組んでおり、低炭素化のための設備投資を促すICP（インターナルカーボ
ンプライシング）や、新社屋における低炭素施策の導入など、さまざまな取り組みを進めています。
より意欲的な目標を掲げて排出削減を進めることは、さまざまな移行リスクを回避することにつながっており、今後も取り組
みを強化していきます。

物理的リスク 主な長期リスク：温暖化の進行とともに、調達している木材の生育適域が変化していく可能性があり、それにより特定楽器の
製造が困難になることが挙げられます。当社グループが調達する木材から主な樹種を選定し、学術論文をもとに調査した結
果、数樹種については温度上昇に伴って生育適域が減少するという可能性が見受けられました。これらの樹種で調達が困難
となり原料価格の高騰などが生じた場合、事業リスクとなります。これらの樹種については今後特に生育状況などを注視し、
影響が見受けられた場合は、早急に代替材への切り替えなどを行う準備を整えていきます。
木材を持続可能な形で利用し続けるため、当社グループでは、違法に伐採された木材を調達してしまうことがないよう、伐採
時合法性の厳格な確認を進めています。さらに気候変動による温暖化が進むことで、入手が困難になると見込まれている希
少木材（楽器の原材料）については、「おとの森活動（原産地コミュニティーと連携した良質材の育成）」など多面的な活動を
実施することで、事業のレジリエンスを継続的に高めていきます。
洪水などのリスクについては、ヤマハの主要なグローバル拠点および主要物流拠点、サプライヤーにて、2050年4℃シナリオ

（100年に一度）を想定した場合の洪水リスク（河川氾濫・沿岸氾濫）ならびに浸水時対策の有効性を調査し、その結果大きな
被害は想定されませんでした。
2020年3月期には全てのグローバル拠点においてBCPの策定が完了し、拠点ごとに想定される台風や洪水など自然災害に
対して、排水設備を設置するなどの事前対策を実施しています。
世界的に多雨や台風などによる水害が相次いでいることから、浸水リスクが比較的大きい拠点については移動や統廃合を検
討しており、サプライチェーン全体の水害リスクを事業継続計画に盛り込んで非常時に適切な対応ができる準備を整えてい
ます。

機会 主な中期機会：「気候変動対策を理由とする移動控えにより、製品需要が増加する機会」などが挙げられます。需要の伸長が
期待される製品はコミュニケーション機器、通信機器などです。また、脱炭素化の進展により、EVなどの普及が進むことで、軽
量・高音質を実現する当社オーディオ技術への顧客からの支持拡大や車内音響空間をトータルにプロデュースする新たな事
業ドメインの獲得などが期待されます。

主な長期機会：「気温上昇などによる野外活動の制限により、製品需要が増加する機会」などが挙げられます。需要の伸長が
期待される製品は楽器全般のほか、コミュニケーション機器、通信機器などです。また、楽器に適した木材の生育適域減少に
備えて、既存材を超える特性を持つ代替材を開発することで、新たな価値を提供し、事業機会を拡大することが見込めます。
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リスク管理

代表執行役社長の諮問機関としてリスクマネジメント委員会を設
置し、リスクマネジメントにかかわるテーマについて全社的な立場
から審議し、代表執行役社長に答申しています。
リスクマネジメント委員会では、気候変動を含む事業に関連するさ
まざまなリスクについて、想定される損害規模と発生頻度に応じて
評価・識別しています。また、各リスクに対するコントロールレベル
を評価し、優先的に対処すべき重要リスクを特定するとともに担当
部門を定め、リスク管理レベルの引き上げを図っています。
特に自然災害に起因する物理的リスクへの対応に関しては、同委
員会の下部組織としてBCP・災害対策部会を設置し、BCP策定を
はじめとする事業継続マネジメントを実行しています。
取締役会は執行役からの報告等により、リスクマネジメントの仕組
みの有効性や推進状況を確認・監督しています。

指標と目標

サプライチェーンを含めたグループ全体のCO2削減を横断的に管
理するため、温室効果ガスの総排出量（Scope1、Scope2、
Scope3）をGHGプロトコルのスタンダードに基づき算出して指標
とし、第三者検証を実施しています。
2031年3月期までに2018年3月期比でスコープ1+2を55%削減

（SBT1.5℃水準）、スコープ3を30％削減する中期目標を策定し、
Scope1+2 については2051年3月期までにカーボンニュートラル
を達成するという長期目標を設定しています。

 Scope1，2，3排出量

また、森林資源および生物多様性の保全のため、2022年3月期ま
でに認証木材使用率50%を目標に取り組みを進め、2022年3月時
点で52％と目標を達成しました。今後は使用する木材の持続可能
性をより広範に管理するための自社基準を策定し、2025年3月期
に、同基準に適合した「持続可能性に配慮した木材」の使用率を
75%にすることを目標に活動を継続します。

シナリオ分析結果

カテゴリー 影響
段階 リスク/機会 根拠およびヤマハへの影響と対応 事業への影響

（潜在的）

移行
リスク・機会
(1.5℃上昇
を想定)

調達 短期
リスク

脱炭素化により
木 材 伐 採 事 業
の撤退が進み、
木材が調達しに
くくなるリスク

• ネットゼロを目指す企業の増加により、森林由来の炭素クレジットの需要増が見込ま
れ、森林保有者の木材事業からの撤退事例が生じている。すでに一部産地における木
材事業撤退の影響を受けているが、異なる産地の木材に代替することでリスクを回避
している。

• 当社の木材調達先で伐採事業からの撤退が拡大した場合、製品製造に必要な木材が
調達しにくくなるリスクがあるが、社内に木材技術及び調達の専門部門があり、代替材
の開発や調達先の変更など速やかな対応を行っている。

• また、木質原材料の調達にあたっては、森林が持続するよう管理された”認証材”に切
り替える施策を実行している。

− −

直接
操業

中期
リスク

カーボンプライ
シングの導入や
増額等により、
追加コストが発
生するリスク

• 2030年の炭素価格はIEA 2050ネットゼロシナリオ（NZE）では、日本130米ドル/
t-CO2（約1.5万円/t-CO2）、中国90米ドル/t-CO2（約1万円/t-CO2）、インドネシア15米ド
ル/t-CO2（約1700円/t-CO2）と予測されており、2030年にはこれらのカーボンプライシ
ング影響により成り行き値で16億円程度のコスト増となるが、1.5℃シナリオに対応し
たGHG削減目標を達成することで、6億円程度に抑制できると見込んでいる。（1米ドル
115円で計算）

• 目標達成のためICP（インターナルカーボンプライシング）を14,000円/CO2tに設定し、
低炭素設備投資の促進や生産部門のエネルギー効率向上、再生可能エネルギー導
入を進めている。

− −

再生可能エネル
ギ ー 調 達 量 の
増加により、追
加コストが発生
するリスク

• 大幅な排出削減を実現するためには再生可能エネルギー調達が重要となると認識。
• ヤマハのスコープ1・2排出量の多くは電力に由来。排出削減を進めるためには更なる

再生可能エネルギー調達が必要と見込んでいる。（2022年3月期の購入電力料金は
30億円程度）

• 省エネルギー、再生可能エネルギー自家発電、再生可能エネルギー調達にて炭素排出
量を削減していく。

−

製品
需要

中期
機会

気 候 変 動 対 策
を理由とする移
動控えにより、
製 品 需 要 が 増
加する機会

• 気候変動対策を理由に移動（飛行機の利用など）を控える動きが見え始めており、 今
後こうした傾向が継続・拡大していく可能性がある。

• このようなアウトドアからインドアへの生活様式の変化は、ヤマハのコミュニケー ショ
ン機器（スピーカーフォン、ルーターなど）製品の需要増につながると考えられ、 機会と
なり得ると認識。

• 脱炭素化により自動車の電動化が進むことが想定される。IEAのネットゼロシナリオ
（NZE）では、EV比率（販売ベース）を2030年64%、2050年100%と見込んでいる。電気

自動車の普及が加速されることにより、より軽量で、かつ高音質なオーディオ性能を実
現する技術を保有する当社は顧客からの強い支持が得られる。さらにオーディオにと
どまらず車内音響空間をトータルにプロデュースする新たな事業ドメインを獲得でき
る可能性がある。

• 気候変動対策として廃棄物削減・資源有効活用への動きが加速する中、原材料のリ
デュース、再生材・再生可能素材の利用、アップグレードや高耐久化による長期使用の促
進、梱包材の脱プラ化などを実現する技術開発や、製品のサービス化などビジネスモデ
ルの変革により、業界の方向性に関して主導的な役割を果たすブランドとなり得る。

＋ ＋
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物理的
リスク・機会
(4℃上昇
を想定)

調達 長期
リスク

調 達 木 材 の 適
域変化により、
調 達 木 材 の 入
手が困難となる
リスク

• 温暖化の進行とともに、調達している木材の生育適域が変化していく可能性がある。
• 当社の調達木材から希少性や代替の難しさなどに鑑みて主な樹種を選定し、学術
論文をもとに調査した結果、数樹種について適域が減少するという可能性が見受
けられた。これらの樹種で調達が困難となり原料価格が高騰するリスクがある。

• 楽器適材を生み出すサステナブルな森を地域社会と一体となり実現する活動「お
との森」活動の展開などを通じて、良質な木質原材料の長期にわたる安定的な調
達を目指している。

− −

直接
操業

大雨・洪水によ
り自社拠点（工
場など）が影響
を受け、操業停
止・逸失利益が
発生するリスク

• 温暖化の進行とともに、大雨・洪水などの被害が増加することが想定される。自社
拠点（工場など）が洪水被害を受け、操業停止となった場合には逸失利益が発生す
る可能性がある。

• ただし2050年4℃シナリオを想定した場合、床上浸水1mを超える洪水被害により
事業影響を受けると見込まれる拠点はヤマハグループ主要拠点、物流拠点、主要
サプライヤー（合計で約100箇所）には存在しないことを自社調査で確認済。

−

製品
需要

長期
機会

気温上昇を理由
とする夏季の外
出控えにより、
製 品 需 要 が 増
加する機会

• 夏場の気温上昇（熱中症など）を理由に外出を控える傾向が見え始めており、今後
こうした傾向が継続・拡大していく可能性がある。

• このようなアウトドアからインドアへの生活様式の変化は、ヤマハのコミュニケー
ション機器（2022年3月期のICT機器売上収益145億円）やギターをはじめとする
楽器全般（2022年3月期の楽器事業売上収益2762億円）の需要増につながると
考えられ、機会となり得る。

• 楽器に適した木材の生育適域減少に備えて、既存材を超える特性を持つ代替材
を開発することで新たな価値を提供し、音楽文化の発展と事業機会の拡大を実現
することが見込める。

＋ ＋

(注)想定度×事業影響の大きさから一定以上のものを掲載

木材生育適域の基準年に対する変化予測（％）

社外からの評価

 気候変動に関するCDP調査において最高評価となる「Aリスト」
企業に選定

ヤマハは、気候変動などの環境分野の課題に取り組む国際的な環
境非営利団体CDPより、気候変動対策の取り組みとその情報開示
に関して世界的に優秀な企業として評価され、「2021年度気候変
動Aリスト企業」に初めて選定されました。
2022年3月期のCDP気候変動調査は、世界
中の主要企業約13,000社を対象に実施さ
れました。対象企業は、AからD-までの8段
階のスコアで評価され、最高評価として名
誉ある「Aリスト」には、全世界で200社、う
ち日本企業は55社が選定されました。

 CDP2021 サプライヤー・エンゲージメント・リーダーに選定
ヤマハグループは、CDPが行っている「サプライヤー・エンゲージメン
ト評価」において、最高評価の「リーダー」に2年連続で選定されまし
た。
2017年に開始されたこの評価は、企業のサプライチェーン全体に
おける気候変動・GHG排出量削減の取り組みに関してCDPが実施
するものです。約23,000社の国内外の企業を対象
として調査・評価を行い、全世界で518社（うち国内
105社）が、「サプライヤー・エンゲージメント・リー
ダー」に選定されました。当社グループは、原材料
調達から生産・流通・使用・廃棄・リサイクルに至る
製品・サービスのライフサイクル全体を通じて
GHG排出量の削減に努めており、今回その取り組
みが高く評価された結果となりました。

 社外からの評価
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生物多様性の保全

木材使用企業としての責任

ヤマハグループは、アコースティック楽器や各種製品の原材料とし
て木材を使用するなど、こうした天然資源およびそれらを生み出す
生態系に支えられて事業活動を行っています。ヤマハグループサス
テナビリティ方針および環境方針に、森林や生物多様性の保護、保
全に取り組むことを定め、それらに基づいた適切な事業活動、適正
な木材活用や環境保全活動を推進しています。

 ヤマハグループサステナビリティ方針
 ヤマハグループ環境方針

 持続可能な資源の利用

環境・生物多様性保全の取り組み

 化学物質の対策
化学物質による環境や生態系への影響を抑止するため、管理の強
化および使用量削減、漏えい対策に取り組んでいます。

 汚染の防止

 水質保全
工場からの排水が公共水域や土壌、地下水を汚染しないよう、処
理施設の整備およびモニタリング、監査を行っています。

 汚染の防止

 工場排水の生態系影響評価（豊岡工場）
ヤマハ（株）豊岡工場構内にある（株）ヤマハミュージックマニュ
ファクチュアリングでは、管楽器の生産を行っています。その生産
工程から出た化学物質を含む排水は、無毒化処理して河川に放流
しています。そこで、定期的に工場排水の生態系影響評価を実施。
工場排水の影響を、生物応答を利用した「WET手法※」を用いて評
価し、生態系への影響がほとんどないことを確認しています。
※ WET手法：Whole Effluent Toxicity （全排水毒性試験）。希釈した排水の中

で、藻類・ミジンコ類・魚類の水生生物の生存、成長、生殖に与える影響を測定
し、工場・事業場からの排水全体が生態系に対して有毒かどうかを評価する排
水管理手法

 森林・自然環境の保全
インドネシア「ヤマハの森」活動

ヤマハ（株）とインドネシア現地法人6社は、2005年から2016年ま
で（第1期/第2期）インドネシアで、植林を通じて地域社会へ貢献し
ていく「ヤマハの森」活動を実施してきました。地域特性に合った天
然林の再生、生態系の回復を目的として、学術的調査に基づいて
選定した樹種の植栽を行いました。
2018年3月期、「ヤマハの森」第1期と第2期の両方のエリアにおい
て、衛星写真による森林の育成状況の確認と森林が吸収したCO2

量の推計を実施したところ、合わせて約42,000tのCO2が吸収され
たと見込まれています。

インドネシア「ヤマハの森」活動実績

第1期（2006年3月期～2010年3月期） 第2期（2011年3月期～2015年3月期）
主催 ヤマハ（株）および関連現地法人6社

ヤマハ発動機（株）および関連現地法人2社 ヤマハ（株）および関連現地法人6社

協力 （公財）オイスカ （独）国際協力機構（JICA）、現地国立公園管理事務所、国立クニンガン大学林学部
場所 インドネシア　西ジャワ州スカブミ県 インドネシア　西ジャワ州クニンガン県チレメイ山国立公園内
期間 2005年12月から2010年3月 2010年12月から2015年3月（植林活動）

2015年4月から2017年3月（メンテナンス）
森林消失
の主因 乱伐 森林火災

植林目的 生物多様性の回復、水源涵養、土壌浸食防
止、CO2吸収固定 生物多様性の回復、水源涵養、土壌浸食防止、CO2吸収固定

面積 126.7ha 50ha
本数 115,110本 52,870本
樹種 マホガニー、チーク、センゴン、ユーカリ、メリ

ナ、メランティなど21種
植生調査に基づく在来種（バユール、クラアサム、サラム、ミモザアカシア、タラップな
ど）46種

活動内容 • 植林および管理
• 植林セレモニー（延べ9,180人参加）
• 環境教育活動（農民グループや学校での育
苗活動ほか）

• 教育支援（机・椅子などの支援）
• 地域支援（共同水場の建設など）

• 植林および管理（JICAの「生態系保全のための荒廃地回復プロジェクト」に参画）
• 植林セレモニー（延べ1,300人参加）
• 小学生への環境教育
※2017年3月期にチレメイ山国立公園に移管。現地行政、関係者による管理のもと永続的に保全

CO2吸収量
2017年度推計

30,929t（12年間） 11,542t（7年間）

https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_environment_policy
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生育状況の確認観察

なお、この活動に対し、「しずおか未来の森サポーター」事務局であ
る静岡県くらし・環境部環境局環境ふれあい課より、認定ラベル

（smileラベル）が付与されています。これは本活動が、労力による
貢献（smile1）、資金による貢献（smile2）、地域との連携

（smile3）の全てを満たしていることが認められたものです。

Smile1：労力による貢献 Smile2：資金による貢献 Smile3：地域との連携

左：植林開始時（2011年）と、右：順調に育った木 （々2017年）

植林エリア衛星写真（左：2009年、右：2017年／調査：国際航業株式会社）

 遠州灘海岸林の再生支援活動
ヤマハ（株）は、2007年に静岡県および浜松市と「しずおか未来の
森サポーター」協定を締結し、浜松市の市有地である遠州灘海岸
林の再生支援活動に取り組んでいます。これは、松くい虫被害の深
刻な海岸林に、継続的に苗木を植える活動で、毎年植林した樹木
は順調に育っています。
2021年10月、一般の方無参加で環境スタッフによる植栽を行いま
した。

植樹実績

時期 本数 樹種
第1回　
2007年 115本 ウバメガシ、ヤブツバキ、ヤマモモ

第2回　
2008年 180本 ウバメガシ、ヤブツバキ、ヤマモモ、モチノキ

第3回　
2009年 150本 ヤブツバキ、ウバメガシ、モチノキ、クスノキ、

シャリンバイ、エノキ、トベラ
第4回　
2010年 155本 エノキ、クスノキ、モチノキ、ウバメガシ、カク

レミノ、シャリンバイ
第5回　
2011年 160本 ヤマモモ、クロガネモチ、トベラ、カクレミノ、

イボタノキ
第6回　
2012年 200本 ヤブニッケイ、クロガネモチ、ヒメユズリハ、

マサキ、イボタノキ
2013年は防潮堤建設工事のため中止

第7回　
2014年 300本 ヤマモモ、ウバメガシ、エノキ、シロダモ、クロ

マツ
第8回　
2015年 480本 ウバメガシ、マサキ、シャリンバイ、トベラ、ク

ロマツ
第9回　
2016年 245本 ウバメガシ、マサキ、クロマツ

第10回　
2017年 330本 抵抗性クロマツ

第11回　
2018年 300本 抵抗性クロマツ

第12回　
2019年 300本 抵抗性クロマツ

2020年は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止
（植栽した樹木の生育状態の観察を実施）
第13回　
2021年 150本 抵抗性クロマツ

累計 3,065本

第13回の植樹の様子
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環境技術の応用

環境負荷削減をサポートする製品
製品・サービス 環境側面の特長・効果 外観

電子回路基板検査機
『マイクロプローバー』
（ヤマハファインテック（株）製品）

検査対象製品の歩留まり向上
による廃棄物の削減、省資源化

ヘリウム漏れ検査機
『ヘリウムリークテスター』
（ヤマハファインテック（株）製品）

自動車の環境規制対応、運転
時の環境負荷低減

水素漏れ検査機
『水素リークディテクター』
（ヤマハファインテック（株）製品）

次世代エネルギーとして期待
される水素の普及

木材資源に配慮した製品

天然林の保護

製品・サービス 概要 外観

エレキギター『RGX-A2』 天然木に代えて植林材を使用

希少樹種木材の代替

製品・サービス 概要 外観

ガラス強化繊維プラスチック
『アクースタロン™』

マリンバの音板における希少
木材の代替

黒檀調天然木 ピアノ黒鍵における黒檀の代替

カーボン弓 フェルナンブコ材など希少木
材の代替

化学物質の使用抑制（A.R.E.※による木材改質）

製品・サービス 概要 外観

アコースティックバイオリン
『YVN500S』、アコースティック
ギター『L』シリーズなど

ボディ材をA.R.E.処理するこ
とで化学薬品を使用すること
なく音響特性を改質

ヤマハ銀座ビル内ヤマハホール ステージ床材をA.R.E.処理す
ることで化学薬品を使用する
ことなく音響特性を改質

※ A.R.E.： Acoustic Resonance Enhancement
木材の経年変化と同様の変化を短時間に促進することで音響特性を改質するヤマハ独自開発の技術。温度、湿度、気圧を高精
度にコントロールする専用の装置で処理することで、新しい木材をまるで長年使い込まれた楽器のような深みのある音が出る木
材へと変化させます。従来の木材改質技術は化学薬品を用いた化学処理的改質方法によるものが多かったのに対し、A.R.E.は、
その処理過程で薬剤などを一切使用しない、環境面への負荷が低い技術です

 ヤマハエコプロダクツ制度

https://www.yamahafinetech.co.jp/products/micro_prober/
https://www.yamahafinetech.co.jp/products/micro_prober/
https://www.yamahafinetech.co.jp/products/he_leaktester/
https://www.yamahafinetech.co.jp/products/he_leaktester/
https://www.yamahafinetech.co.jp/products/h_leakdetector/
https://www.yamahafinetech.co.jp/products/h_leakdetector/
https://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/guitars-basses/el-guitars/rgxa2/?mode=model
https://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/strings/ac-violins/artida/yvn500s_02/?mode=model
https://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/strings/ac-violins/artida/yvn500s_02/?mode=model
https://jp.yamaha.com/products/musical-instruments/strings/ac-violins/artida/yvn500s_02/?mode=model
https://www.yamahaginza.com/hall/
https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_eco_products/
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