
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」を定めるとともに、企業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。
　地球規模でさまざまな環境・社会におけるリスクが顕在化している今、人類はまさに持続可能な社会と持続不可能な社会の分
岐点に立たされています。ヤマハグループは、責任ある企業として、サステナビリティを経営・事業の根幹に据え、持続可能な社会
構築に向けた、あらゆる取り組みを加速させていきます。

サステナビリティ推進体制 

 ̶サステナビリティ委員会の設置̶

ヤマハは、2021年1月、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。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・D&I部会」「社会・文化貢献部会」を

設置。各部会は、事業に横串を刺し、関連部門と連携して担当領

域のテーマを推進します。検討された活動方針や施策は、サステナ

ビリティ委員会にて全社戦略として決定され、各部門・グループ企

業の方針・施策として実行していきます。

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、2011年

6月に国連グローバル・コンパクトに署

名。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。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」、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。

サステナビリティ委員会（委員長：代表執行役社長）

代表執行役社長

事業部門、スタッフ部門気候変動部会

資源循環部会

調達部会

人権・D&I部会

社会・文化貢献部会

上記以外のサステナビリティ領域

ブ
ラ
ン
ド
戦
略
本
部
、技
術
本
部
、 

ス
タ
ッ
フ
部
門
ほ
か

I
M
C
事
業
本
部

ゴ
ル
フ
H
S
事
業
推
進
部

楽
器
・
音
響
営
業
本
部

楽
器
・
音
響
生
産
本
部

音
響
事
業
本
部

楽
器
事
業
本
部

取締役会

グループ企業を含む

サステナビリティ重点課題
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」を設定しています。中期経営計画「Make 

Waves 1.0」では「事業を通じて社会に貢献する」を重点戦略の一

つに据え、サステナビリティ重点課題を各部門の計画に落とし込

み、進捗度合いを評価するKPI目標を設定し、取り組んでいます。

特に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。

サステナビリティ重点課題の特定プロセス

サステナビリティ重点課題
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

文化 社会 環境 サステナビリティ重点課題
● ● ● 社会・環境課題を見据えた製品・サービスの開発
● ● ● 地域に根差した事業展開、社会貢献活動

● 温室効果ガスの排出削減
● 持続可能な木材調達
● 製品における3R推進

● 人権尊重への体系的取り組み
● ダイバーシティ、人材育成

中期経営計画「Make Waves 1.0」　

4つの重点戦略 非財務目標

コーポレートブランド価値：1.3倍

新興国の器楽教育普及（累計）：100万人

認証木材使用率：50%
4. 事業を通じて社会に貢献する3. 生産性を向上する

2. 新たな価値を創造する1. 顧客ともっとつながる

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

2つの重点課題のKPIを経営目標化

コーポレート戦略コーポレート戦略

ヤマハグループサステナビリティ方針については、下記をご参照ください。

 https://www.yamaha.com/ja/csr/policy/

サステナビリティ重点課題の詳細・進捗状況については、下記をご参照ください。

 https://www.yamaha.com/ja/csr/management/
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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、より良い
地球環境の実現に継続的に取り組んでいます。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対して、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
の環境保全活動を行っています。

サステナビリティ重点課題における取り組み
温室効果ガス排出削減
ヤマハグループは、持続可能な

木材調達、環境配慮製品の開

発、温室効果ガスの排出削減

といった環境保全への取り組

みを通じて、当社事業が自然と

共生し、SDGsの達成に貢献することを目指しています。2019年6月

には、当社グループの中長期的な温室効果ガス削減目標（2℃水準）

が、国際的な環境団体であるSBTイニシアチブ*から認定されまし

た。さらに2021年9月には、目標を2℃水準から1.5℃水準に引き上

げ、再認定を受けました。この削減目標を達成すべく、再生可能エ

ネルギーの積極導入、エネルギー高効率設備導入、省電力製品開

発、物流合理化などの取り組みを進めています。

　ヤマハでは、2021年4月より本社事業所の購入電力を100%再

生可能エネルギー化しました。2020年3月期から再生可能エネル

ギーの導入を開始し、2022年3月期から約11,000MWhの年間使

用電力を全て再生可能エネルギー化することにより、年間約4,700

トンのCO2排出削減を見込んでいます。

　今後も引き続き、海外拠点を含めたグループ全体で再生可能エネ

ルギーへのシフトなど気候変動への対応を積極的に推進することで、

世界的なカーボンニュートラルの実現に向けて取り組んでいきます。
*  産業革命前からの気温上昇を2℃未満に抑えるための科学的根拠に基づいたGHGの排出
削減目標達成を推進することを目的として、CDP、国連グローバル・コンパクト、WRI（世界
資源研究所）、WWF（世界自然保護基金）の4団体が2015年に共同で設立

持続可能な木材調達
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、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。2021年3月期に購入した木材の99.4%（体積比率）について低

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

証木材の使用も積極的に進めており、2022年3月期までに認証木

材使用率50%の目標に向け、順調に推移しています（2021年3月

期の認証木材使用率は48%）。

環境配慮製品の開発
当社グループでは、「ヤマハエコプロダクツ制度」

として、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。

　2021年3月期は新たに29モデルを認定し、2021年3月末時点で

従来製品も含め累計454モデルを認定、うち新規開発の70モデル

にエコラベルを表示しています。2021年3月期の認定品の売上比

率は、約16%に上っています。

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。

　当社グループは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。

サウンドバー『SR-C20シリーズ』
認定理由：省エネ性（業界トップクラスの待機電力）

ガバナンス  

気候変動課題を経営の重点戦略の一つと捉え、サステナビリティ

に関するガバナンスおよびマネジメント体制の中に位置付けていま

す。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（2022年3月期は10回開催予定）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。

戦略  

気候変動およびそれに付随するさまざまな影響がもたらすリスク・

機会を、事業戦略の重要な要素として組み入れており、現在の中

期経営計画にもその柱として温室効果ガス排出削減、環境配慮製

品の開発、持続可能な木材利用を掲げて課題解決に取り組んでい

ます。

　気候変動の影響は、中長期的に発現する可能性があることから、

中期経営計画（3年）の短期的な時間軸のみでなく、2030年以降の

中長期の視点でリスクと機会を特定しています。特定されたリスク

は今後の外部内部動向の変化を踏まえ、定期的に分析・見直しを

実施する予定です。

リスクと機会
当社では急速な気候変動およびそれに付随するさまざまな影響に

より事業環境が大きく変化した際に生ずるリスクと機会を想定す

るために、移行シナリオとしては、主にIEA（国際エネルギー機関）

のSDS（2℃未満シナリオ）、NZE（2050年ネットゼロ・1.5℃シナリ

オ）、物理的シナリオとしては、主にIPCC（国連気候変動に関する

政府間パネル）のRCP2.6（2℃シナリオ）、RCP8.5（4℃シナリオ）

を活用しています。これらのシナリオに沿い、その財務インパクトの

大きさと顕在化可能性に鑑み重要度を評価しています。

主な気候関連リスク・機会
気候変動に関するリスクについては、数年以内に事業に多大な 

影響を及ぼすことはないと予想していますが、長期的な視点での

事業影響の見通しと戦略立案を気候変動部会を中心に議論して

いく予定です。現時点で特定した主なリスクについては、以下の 

対策を進めており、中長期的に事業への大きな影響が出ないよう

今後も管理を強化していきます。

移行リスク

脱炭素社会の実現に向けさまざまな施策が展開されるシナリオ下

では、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

ストの発生がリスクとなります。

　これに対し、当社グループは脱炭素化に向けた取り組みを一層強

化していきます。具体的には、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（スコープ1＋

2の排出量を2031年3月期までに2018年3月期比32%削減

→55%削減／2021年9月、1.5℃水準で再認定）。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。

　その他としては、「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」などが挙げられます。

　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、現時点で48%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。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。

ヤマハの取り組み

コーポレート戦略コーポレート戦略

ヤマハグループ環境方針については、下記をご参照ください。

 https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_environment_policy/

サステナビリティマネジメント

ヤマハエコラベル
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物理的リスク

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

いく可能性があります。当社グループは調達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。

　洪水などのリスクについては、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。また、自社拠点だけでなく外部物流倉庫につ

いても、立地や構造の見直しなどの対策を実施しています。シナリオ

分析の結果（4℃シナリオ（RCP8.5）／2050年／「100年に一度の

規模」の洪水影響の評価）、当社グループの主要拠点については、

浸水リスクが低い（河川氾濫・沿岸氾濫で1m以上の浸水が起き

る拠点はない）ことが確認できました。

機会

「気候変動対策を理由とする移動控えや、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、脱炭素化の進展により、EV

などの普及が進むことで、静かな車内で繊細な音楽を楽しむため

の高音質スピーカーシステムなどの拡売も期待されます。

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、リスクについて想定される損害規模と発生頻度、およびコン

トロールレベルを定常的に評価・分析しています。これによりリス

クの特定とともに担当部門を定め、コントロールレベルの継続的な

強化を図っています。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。

 リスクマネジメントについては、P.94をご参照ください。

指標と目標  

温室効果ガスの削減に向け、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、スコープ3を30%削減するという中

期目標を策定し、加えて、2051年3月期までに実質カーボンニュー

トラルを達成するという長期目標も設定しています（SBT1.5℃ 

水準）。さらに短期では、日本国内の主要拠点において原単位で 

前期比1%以上の削減を目標として設定しています。

　排出量については、GHGプロトコルに基づいて管理しており、

2017年3月期よりスコープ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。スコープ1、2については消費エネルギーの種

類ごとに消費量を集計し、係数を乗じて温室効果ガス排出量に換

算したデータについて検証しています。

　削減対策の一例として、2020年3月期より本社事業所において

購入電力を再生可能エネルギー由来のものに切り替えており、

2021年4月からは全量が再生可能エネルギーとなっています。今

後、本社以外の拠点においても再生可能エネルギー由来の電力購

入比率を段階的に高めていく予定です。

　また、認証木材の使用も積極的に進めており、2021年3月期の

認証木材使用率は48%（2020年3月期実績は28%、いずれも体

積比率）でした。2019年4月に発表した中期経営計画では2022年

3月期までに認証木材使用率を50%にすることを目標にしており、

目標達成に向け、順調に推移しています。

シナリオ分析結果

カテゴリー 影響段階 リスク／機会 事業への影響（潜在的）
事業影響
（潜在的）

移行リスク 
（1.5℃を想定）

調達 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

•  森林は炭素吸収源として注目され、大手石油・IT企業を中心に森林由来の炭素
除去に関するプロジェクトへの資金投入が進められている。こうした企業から金
銭を得る代わりに木材事業から撤退する業者も見られ始めている。

•  ヤマハの木材調達先で伐採事業からの撤退が進んだ場合、製品製造に必要な木
材が調達しにくくなり、リスクとなり得る。

－　－

直接操業

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

•  カーボンプライシングを導入する国が増えることが想定される。IEAの2050ネッ
トゼロシナリオ（NZE）では、2030年の炭素価格が先進国130米ドル／t-CO2、新
興国（インドを除くBRICS）90米ドル／t-CO2、その他15米ドル／t-CO2と予測さ
れている。

•  ヤマハの主要拠点（日本、インドネシア、中国）でもカーボンプライシングが新設・
増額された場合リスクとなり得る。

－　－

リスク
再エネ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エネ調達が重要となる。
•  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さ
らなる再エネ調達が必要と見込んでいる。

－

製品需要 機会
気候変動対策を理由とする移
動控えなど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。また、電気自動車の普及が加速されることにより、車内で繊細な
音楽を楽しめる車載スピーカーの需要が増加する。

＋　＋

物理的リスク 
（4℃を想定）

調達 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。

•  ヤマハ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した場合、リスク
となり得る。

－　－

直接操業 リスク
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を超える洪水被害を
受けると見込まれる拠点はヤマハグループ主要拠点には存在しない（自社調査に
よる）。

－

製品需要 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（スピーカーフォン、ルーターなど）やギターをはじめとする楽器全般の
需要増につながると考えられ、機会となり得る。

＋　＋

（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

 正（100%以上）　  軽微（95～100%）　  中程度（80～95%）　  大（80%未満）

対象樹種 対象地域
産業革命以前からの世界平均の気温上昇量（℃）と潜在適域の変化（%）

0.6℃* 1.0℃ 1.5℃ 2.0℃ 2.5℃ 3.0℃ 3.5℃ 4.0℃ 4.5℃超

針葉樹A 北米 100 100 99 98 96 94 92 90 90%未満

針葉樹B 欧州 100 101 84 74 62 47 31 11 11%未満

広葉樹A アジア 100 101 105 107 109 111 113 115 115%超

広葉樹B アジア 100 101 103 104 104 104 103 101 101%未満

広葉樹C

欧州 100 102 96 86 72 55 37 14 14%未満

欧州 100 100 100 99 98 96 94 92 92%未満

2℃シナリオ 4℃シナリオ

RCP8.5の場合（4℃シナリオ） 現在 2040年代 2060年代 2080年代 2090年代

RCP2.6の場合（2℃シナリオ） 現在 2040～2090年代

* 現在：1986～2005年平均
（注）自社調査による

コーポレート戦略コーポレート戦略
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人権
ヤマハグループは「人権尊重」を責任ある事業活動の基盤と捉え、全ての人々の尊厳が守られる 

社会の実現に向けて、企業としての責任を自覚し、バリューチェーンにおけるあらゆるステーク 

ホルダーの人権を尊重する責任を果たす努力をしています。

基本的な考え方
ヤマハグループは、「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、

国際人権章典（世界人権宣言と国際人権規約）、労働における基

本的原則および権利に関するILO宣言、国連グローバル・コンパ

クトなど人権に関する国際的な規範の順守に努めています。

　2018年には、当社グループの人権尊重の考え方および責任につ

いて示した「ヤマハグループ人権方針」を制定。事業活動全般にわ

たり国際的に認められた人権の規範に準じ、人権デューディリジェン

スを通して人権侵害の抑止に努めることを記し、方針に基づいた企

業活動、人権教育や啓発に取り組んでいます。

　また、2021年1月には、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の下部組織である5つの部会の中に人権・D&I

部会や調達部会を設置し、人権尊重の取り組みの方向性の議論

やサプライチェーンを含めた人権デューディリジェンスの実施 

状況のモニターをしています。加えて、サステナビリティ重点課題

として「人権尊重への体系的取り組み」を掲げ、体制・仕組みの 

整備とともに、サプライチェーンにおける人権侵害の防止に取り

組んでいます。

人権デューディリジェンスの推進
自らの事業活動による人権への影響に責任を持って対応するため

に、バリューチェーン全体を視野に、人権に関する国際的な規範や

グローバル・コンパクトのセルフアセスメント項目に照らした点検、

ステークホルダーや有識者との対話を通じて人権リスクの抽出・

特定を行っています。CRT（経済人コー円卓会議）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、業界ごとに

重要な人権課題の特定作業を実施しました。これらを通じ、原材

料調達に関わる人権（違法伐採問題など）、サプライチェーンも含

めた労働者の人権、お客さまの人権（製品・サービスの安全性確保、

個人情報保護）、事業拠点の地域住民の人権などの課題が抽出さ

れています。

　これらの課題を中心に、グループ内のルール整備状況を点検し、

規程・ガイドラインなどに人権視点で必要な要素の組み入れと、こ

れらの順守状況をモニターすることにより包括的なリスク 

アセスメントを進めています。

人権教育
当社グループでは、従業員一人一人が「人権」を自分ごととして捉え、

企業の人権尊重責任を果たすための人権教育を進めています。具

体的には、各職場での「ヤマハ人権ガイドブック」の読み合わせや、

社内セミナー・研修・勉強会の開催のほか、イントラネットを活用

した情報発信やクイズなどの教育・啓発を通じて、従業員の人権

尊重への意識向上を図っています。

　また、「労働と人権に関するガイドライン」にて、人権教育の実

施を含め、当社グループで働く全ての人材の人権が尊重され、仕

事を通じて主体性や創造性が発揮されるようガイドラインの理解

浸透とモニタリングを行っています。

サプライチェーンにおける人権の取り組み
当社グループは、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、人権侵害の防止に取り組んでいます。

　ヤマハ製品は主に、日本、中国、インドネシア、マレーシア、インド

に拠点を構えるヤマハのグループ企業内で生産されています。これ

ら生産拠点であるグループ企業に対し、当社の専門スタッフが、労

務、安全衛生、環境管理の状況をモニターし、仕組み構築支援や

改善アドバイスを行い、従業員や地域住民に対する人権リスク対

策を図っています。また、これらのグループ企業が原材料や部品を

調達する際は、「ヤマハグループ購買方針」に定める基準に沿って

調達先を選定し、労働や人権、環境、倫理面での要求事項を定め

た「ヤマハサプライヤーCSR行動基準」への順守を契約書などの

形で要請しています。同基準に沿った順守状況の点検を取引開始

時および定期的に実施し、必要に応じて是正や取引の見直しを

行っています。

　サプライチェーンにおいて人権尊重を徹底していくための主な取

り組みは以下の通りです。

•  サプライヤーの選定要件に人権などのCSRの取り組みを設定

•  サプライヤーに対し、人権や労働慣行などについて定めた「ヤマハ

サプライヤーCSR行動基準」の順守を要請（契約書に明記）

•  人権デューディリジェンスの一環として、同行動基準に基づく自

己点検を要請（必要に応じ是正要請）

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います。当社グループは、人権侵害

や環境破壊に加担しない鉱物調達を目指し、顧客からの調査要請

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。

ハラスメント防止の取り組み
当社グループでは、人権侵害行為であるハラスメントの禁止を「コン

プライアンス行動規準」に定めるとともに、ハラスメントが懲戒およ

び公示の対象になることを就業規則に明記し、人権侵害行為に 

対する厳格な対応を示しています。

　ハラスメントのない職場環境づくりを進めるために、ハラスメント

防止に関する社内へのトップメッセージの継続的な発信、トップマ

ネジメントを含めたさまざまな形での「対話」の場を増やすことによ

る心理的安全性の醸成といった取り組みを強化しています。

　ハラスメント防止のための研修も積極的に行い、より多くの従業

員が受講できるように、集合研修に加えて、eラーニングやオンラ

イン研修などを展開しています。

　また、ハラスメント行為など人権侵害のリスクを早期に発見し、

適切に対応できるよう、国内グループ企業の従業員（契約社員、 

アルバイト、派遣社員、委任・請負契約者を含む）が利用できるコン

プライアンス相談・通報窓口を社内と社外に設置しています。海外

グループ企業向けには、さまざまな国・地域からの通報が受けられ

るよう、多言語対応のグローバル通報窓口を2017年に設置しまし

た。窓口の運用にあたっては、連絡先や利用方法の周知徹底を図

るとともに、通報内容の取り扱いについて定める社内規程を整備

し、守秘義務の徹底や通報者の保護を図っています。

 コンプライアンスについては、P.96をご参照ください。

ヤマハ人権ガイドブック

コーポレート戦略コーポレート戦略

ヤマハグループ人権方針については、下記をご参照ください。

 https://www.yamaha.com/ja/csr/human_rights_policy/

ヤマハサプライヤーCSR行動基準

 https://www.yamaha.com/ja/csr/supplier_code_of_conduct/
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