
サステナビリティマネジメント
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、「ヤマハグループサステナビリティ方針」に基づき、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るとともに、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
ヤマハは、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。

取締役会は、マテリアリティやサステナビリティ方針の見直しをは

じめ、サステナビリティ委員会の審議内容および結果の報告を受

け、議論を経た上で承認を行っています。

　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、関連部門と連携して担当領域

のテーマを推進しています。

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 と々引き継がれ「ヤマハらしさ」を形造ってきました。

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
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取締役会

グループ企業を含む

コーポレート戦略

互いに認め合う 
多様な人材

働きがいの向上

人権尊重とDE&I

風通しが良く、皆が挑戦する 
組織風土の醸成

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。

かけがえのない 
地球環境

気候変動への対応

持続可能な木材の利用

省資源、廃業物・有害物質削減

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。

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

バリューチェーンにおける人権尊重

音楽文化の普及、発展

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。

心潤す 
音楽文化

社会 人

世界中の人々のこころ豊かなくらし

地球

守り、発展
させるもの

目指すもの

マテリアリティ

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。

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 主な議題

10回開催

■  マテリアリティおよびサステナビリティ方針の見直し
■  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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環境
ヤマハグループでは、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、森林保護や環境貢献活動などの環境保全活動を行っています。

コーポレート戦略

「Make Waves 2.0」の主なサステナビリティKPI・目標
分野 マテリアリティ Make Waves 2.0の主なサステナビリティKPI・目標

環境

気候変動への対応

省エネによるCO2排出量削減 5%（CO2排出量／生産高）（2018年3月期比） 経営目標

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
持続可能性に配慮した木材使用率 75% 経営目標

楽器材料となる希少樹種 3樹種の育成・保全

省資源、廃棄物・有害物質削減 新規小型製品 梱包材プラ廃止

社会
平等な社会と快適なくらしへの貢献

耳を保護するための、小音量でも「よい音」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、高齢者を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 サプライヤー実地監査導入 60社

文化 音楽文化の普及、発展
新興国の学校教育への器楽教育普及 10カ国 累計230万人 経営目標

海外音楽教室 ＋10万人

人材

働きがいの向上
従業員サーベイ 働きがい 肯定的回答率継続的向上 経営目標

人的投資額 2倍

人権尊重とDE&I
管理職女性比率 グローバル 19% 経営目標

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 従業員サーベイ 働きやすさ 肯定的回答率継続的向上 経営目標

サステナビリティに関するマテリアリティ
当社グループは、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、

SDGs（持続可能な開発目標）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

を特定しています。2022年3月期には、サステナビリティに関する

マテリアリティの見直しを行うとともに、これらを経営全体の 

マテリアリティに統合しました。新中計ではマテリアリティに基づ

いて基本方針、重点テーマ、KPI・目標が設定されています（P.28、

36参照）。

　特定したサステナビリティに関するマテリアリティについては、

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、取り組みを推進して

います。

環境マネジメント体制
ヤマハグループは、ヤマハの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。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」の下部組織で

ある「気候変動部会」「資源循環部会」「調達部会」において、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るほか、「グループ環境規程」のもと、国内で

は全事業所統合、海外では事業所ごとの環境マネジメントシステム

を構築しています。

「Make Waves 1.0」の主な取り組みと成果
気候変動への対応
当社グループは、「気候変動部

会」にて、国際的な協調により

推進される温室効果ガス排出

量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。

　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イニシアチブへの賛同のほか、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」にて認定を取得しています。また、

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

明し、気候変動の財務的影響についての分析や情報開示に取り

組んでいます。

　2022年4月からは、インターナルカーボンプライシング制度を本

格導入。これにより、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可能になり、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が期待されます。

　加えて、再生可能エネルギー導入も進め、ヤマハ本社事業所で

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、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。海外生産拠点でも拠点 

ごとにCO2削減数値目標を設定し、それぞれ目標達成に向けて 

積極的に取り組んでいます。

持続可能な木材の利用
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。

　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。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%（体積比率）で、2019年4月に発表した前中期経営 

計画の目標値（2022年3月期までに50%）を達成しています。

省資源、廃棄物・有害物質削減への対応
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。

　また、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、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。

イニシアティブへの参画とSDGsへの取り組み
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。

　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。

サステナビリティマネジメント

サステナビリティに関するマテリアリティについては、こちらをご参照ください。

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

環境に関する取り組み事例の詳細については、こちらをご参照ください。

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

コーポレート戦略
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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。

　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。

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

トした新中計では、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付けています。

戦略  

当社は、当社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および機会と対応
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量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 

ヤマハの取り組み

コーポレート戦略コーポレート戦略

サステナビリティマネジメント

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、当社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

に一度の規模）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お客さま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。

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関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。

 リスクマネジメントについては、P.98をご参照ください。

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（スコープ1、スコープ2、 

スコープ3）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、

スコープ1＋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。
* GHGプロトコル：温室効果ガス（GHG：Greenhouse Gas）排出量の算定と報告の基準

　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

末時点で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。

ヤマハグループのスコープ1,2,3排出量については、こちらをご参照ください。

 https://www.yamaha.com/ja/csr/environment/global_warming/#02
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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 

（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
材技術およ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。

•  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 

導入や増額などにより、 
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1,700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/t-CO2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。

－　－

中期リスク
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

•  大幅な排出量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。

•  当社のスコープ1・2排出量の多くは電力に由来。排出量削減を
進めるためにはさら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。

•  アウトドアからインドアへの生活様式の変化は、当社のコミュニ
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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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A 100 100 99 98 96 94 92 90 90%未満

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

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

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

広葉樹C

欧州B 100 102 96 86 72 55 37 14 14%未満

欧州C 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） 自社調査による結果の一部を示したもの

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）

物理的リスク 

（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 長期リスク

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。

•  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当社グルー
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。

•  アウトドアからインドアへの生活様式の変化は、当社のコミュニ
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
2,762億円）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
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人権
ヤマハグループは全ての人々の人権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、自らの事業活動、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」に基づい

て「ヤマハグループ人権方針」を制定し、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。

　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」

の下部組織として「人権・DE&I部会」を設置し、人権デューディリ

ジェンスや人権教育・啓発の実施状況をモニタリングしています。

取締役会は執行役からの報告等により、当社グループにおける人

権の取り組み状況を監督しています。

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、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日本

委員会ステークホルダー・エンゲージメントプログラムでの業界ご

とに重要な人権課題の特定作業に参加するほか、2022年からは

より高度かつ包括的な人権デューディリジェンスを行うため、専門

家の助言に基づいた人権課題の特定とリスク評価の仕組み見直

しを進めています。なお、当社およびグループ企業においては社内

規程への人権視点の組み入れを進め、規程に基づいて労務や労

使対話状況など従業員の人権に関するモニタリングと必要に応じ

た改善を行っています。特に、日本、中国、インドネシア、マレーシア、

インドの生産系グループ企業に対しては、ヤマハの専門スタッフが

安全衛生、環境管理の仕組み構築支援や改善アドバイスを行い、

従業員の健康安全や地域住民に対する人権リスクへの対策を

図っています。

　サプライヤーに対しては、労働人権や安全衛生、環境保全、倫

理規範からなる「ヤマハサプライヤーCSR行動基準」の順守を契

約書で要請し、定期的な書面監査で順守状況の確認を行ってい

ます。今後はサプライヤーへの実地監査を導入するなど、アセス

メントの強化を図っていく計画です。

人権教育・啓発
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実践するための人権教育を進めてい

ます。ビジネスと人権に関する指導原則や企業活動の中で起こり

得る人権侵害の例などを分かりやすくまとめた「ヤマハ人権ガイド

ブック」の職場単位での読み合わせやeラーニングをはじめ、社内

セミナー・研修・勉強会を通じて、従業員の人権尊重への意識向

上を図っています。近年はダイバーシティ、エクイティ&インクルー

ジョンを推進するためのアンコンシャスバイアス研修にも取り組ん

でいます。ヤマハの人事部門は、国内外のグループ各社における

人権教育の実施状況をモニタリングし、各社が主体性を持って 

人権教育に取り組めるよう、支援しています。

ハラスメントの防止
当社グループは、職務におけるあらゆるハラスメントを防ぐための

包括的な取り組みを進めています。「コンプライアンス行動規準」

にハラスメント行為の禁止を定めるとともに、相談・通報窓口を設

置し、迅速かつ厳格に対処するための体制・プロセスを整備して

います。また、ハラスメントのない職場環境づくりを進めるために、

管理職を対象としたパワーハラスメント防止研修をはじめ、職場

内のコミュニケーション改善に向けた社内啓発を強化しています。

人権に関する通報・相談への対応
当社グループでは、人権侵害のリスクに早期、迅速に対応できるよ

う、通報受付体制を整えています。国内では、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の双方に設置してい 

ます。一方、海外のさまざまな国・地域からの通報が受けられる 

よう、多言語対応のメール受付フォームを整備し、連絡先や利用

方法の周知徹底を図る活動を進めています。なお、その活動とと

もに、通報内容の取り扱いについて定める社内規程の整備を国内

から進めており、守秘義務の徹底や通報者の保護を図っています。

ヤマハの法務部門は、国内外のグループ各社における通報窓口の

整備・運用状況をモニタリングし、必要に応じて改善支援を行っ

ています。
 コンプライアンスについては、P.100をご参照ください。

製品・サービスにおける対応
当社グループでは、イヤホンやヘッドホンへの「リスニングケア」 

機能の搭載、電子楽器への音声ガイド機能装備、片手で演奏 

できるリコーダー、音のユニバーサルデザイン化支援システム

『SoundUD』の展開など、製品・サービスが心身へ負の影響を引

き起こしたり助長することがないよう、また、障がいなどの制約に

よらず、より多くの人にとって使いやすくなるよう、安全性やアクセ

シビリティの向上に努めています。

　また、製品・サービスのマーケティングや広告、ソーシャルメディ

アなどにおいて人々を差別・排除しないインクルーシブなコミュニ

ケーションを実践していくために、2022年4月、従業員向けに 

「ヤマハ ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン コミュニ

ケーションハンドブック」を作成しました。なお、ヤマハはUN 

Women（国連女性機関）が主導する、メディアと広告による有害

なステレオタイプ（固定観念）の撤廃を目指す「アンステレオタイプ

アライアンス」に加盟しています。

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、こちらをご参照ください。

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

サステナビリティマネジメント

ヤマハ人権ガイドブック

2 
 

B. 労働安全 

1. 【職務上の安全確保】従業員の安全を確保するため、職場環境や作業の状況を把握し、危険性、

有害性の恐れがある場合には、適切な技術的・管理的手段により予防・低減対策を講じること。

従業員に対し、安全衛生に関する情報および研修、必要な保護具を提供すること。妊産婦に対し、

安全衛生上のリスクを抑えるための適切な措置や配慮を行うこと。 

2. 【事故の未然防止と緊急時への備え】災害や事故などのリスクを評価して対応策を準備し、必要

な訓練を行うこと。構造物の安全確認と避難通路の確保、防災設備の設置および点検を行うこ

と。 

3. 【労働災害と疾病の予防】労働災害や労働疾病の状況を把握し、予防するための対策を講じるこ

と。現地法令に基づき従業員の健康診断を行うこと。 

4. 【身体的負荷、疾病への配慮】身体的に大きな負荷のかかる作業、精神衛生も含めた健康被害を

及ぼす可能性のある作業を特定、管理し、労働災害・疾病につながらないよう対策を講じること。 

5. 【機械装置の安全対策】機械装置類の安全性を評価し、労働災害につながらないよう対策を講じ

ること。 

6. 【施設の安全衛生の確保】従業員のために提供される施設（寮、食堂、トイレなど）の安全衛生

と妥当な環境を確保すること。 

 

C. 環境保全 

1. 【環境許可証などの順守】現地法令に従い、必要な許認可・届出・報告などを行うこと。 

2. 【省資源と省エネルギー】全事業プロセスにおいて省資源・省エネルギーに努めること。 

3. 【排水の管理】有害排水の環境への排出を防止すること。 

4. 【大気への排出の管理】大気に排出される有害物質・温室効果ガス・オゾン層破壊物質などの削

減に努めること。 

5. 【廃棄物の適正処分】廃棄物の適正処分を行うとともに、排出量の削減にも努めること。 

6. 【化学物質の管理】環境に放出された場合に害を及ぼす化学物質を特定し、使用量削減や有害性の低

い物質への代替、および漏洩の防止などに努めること。 

7. 【製品含有物質の管理】製品に含まれる有害物質を特定し、法規制などを順守すること。 

8. 【生物多様性の保全】天然資源の利用を含む事業活動が生物多様性に与える影響を考慮し、悪影

響を最小限に抑えること。特に木材資源に関しては、「E．持続可能な木材資源」の基準を順守す

ること。 

 

D. 倫理 

1. 【汚職・賄賂などの禁止】贈収賄、汚職、強要などあらゆる腐敗的な行為を行わないこと。 
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ヤマハサプライヤーCSR行動基準 

 

 

（前 文） 

 ヤマハグループと取引のあるサプライヤー様は全ての事業活動において、国、自治体の法令、規則、

規定などを順守するとともに、国際的に認められた行動規範を尊重し、以下の各基準を順守してくださ

い。また、調達先にも本行動基準の順守を促すとともに、本行動基準を順守するために必要な情報を調

達先から入手してください。なお、これらの基準が国・地域の法令等と整合しない場合は、基準を尊重

するための方法を追求するようにしてください。 

 

A. 労働・人権 

1. 【強制労働の禁止】全ての従業員の自由な意思を尊重し、強制的な労働を行わせないこと。雇用

条件は労働者の理解できる言語で事前に提示すること。パスポート、公的な身分証明書、または

労働許可証の引き渡しを従業員に要求しないこと。 

2. 【児童労働の禁止】最低就業年齢に満たない児童を雇用しないこと。18歳未満の従業員を健康・

安全が脅かされる業務に従事させないこと。 

3. 【適切な労働時間】現地法令で定められている週間労働時間を超えないこと。1週間に最低 1日

の休日を付与すること。 

4. 【適切な賃金と給付】現地法令で定められている最低賃金以上の賃金を、給与明細提示の上、従

業員本人に遅滞なく支払うこと。不当な賃金減額を行わないこと。 

5. 【非人道的な扱いの禁止】従業員の人権を尊重し、ハラスメントや虐待など非人道的な扱いを行

わないこと。非人道的な行為の予防、対応などの対策を講じること。 

6. 【差別の禁止】採用を含む雇用慣行において、人種、皮膚の色、国籍、年齢、性別および性的指

向・性自認、民族性、障がいの有無、妊娠、宗教、政治的見解、組合への加入、配偶者の有無な

ど業務と関係のない事由による差別を行わないこと。 

7. 【労働者の権利の確保】現地法令に基づき、従業員の結社の自由、組合への加入または非加入、

団体交渉、平和的集会などへの参加の権利を尊重すること。従業員が差別、報復、脅迫、または

ハラスメントを恐れることなく経営陣と率直な意思疎通を図れるようにすること。非合法的な

解雇を行わないこと。 

8. 【紛争鉱物への対応】製品に含有されるいわゆる紛争鉱物（タンタル、すず、タングステン、金）

の使用が、コンゴ民主共和国およびその周辺国などにおける深刻な人権侵害の加害者である武

装グループの直接または間接的な資金源や利益とならないよう努めること。 

 

DE&Iコミュニケーションハンドブック

アンステレオタイプアライアンス

ヤマハサプライヤーCSR行動基準
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