
特 集

環境お客様 ビジネス
パートナー 地域社会従業員

「A SUSTAINABLE FUTURE」が掲げる4つの未来像

ヤンマーのステークホルダー
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ミッションステートメントの実践を通して社会課題を解決し、
“A SUSTAINABLE FUTURE”の実現と
SDGsの達成に貢献していきます。
ヤンマーグループは、ミッションステートメントで掲げる、
生命の根幹を担う「食料生産」と「エネルギー変換」の分野
で、世界最先端のテクノロジーを通じて、お客様の課題解
決に取り組んでいます。このミッションステートメントの実
践こそがヤンマーグループのCSRであり、ブランドステー
トメント「A SUSTAINABLE FUTURE ―テクノロジーで、
新しい豊かさへ。― 」で描く4つの未来像を実現するために

欠かすことのできない理念です。
新興国を中心とした人口増加や経済発展により、エネル

ギー需要の増加、食料需給バランスの不均衡、気候変動
など、解決が必要な社会課題が山積するなか、私たちは、
SDGs※の目標およびターゲットの内容を踏まえ、さまざま
なステークホルダーとの対話や協働を行いながら、事業を
通じてこれらの課題解決に貢献していきます。

ヤンマーを取り巻く社会課題

※持続可能な開発目標（SDGs）について

関連する主なSDGs

「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals : SDGs）」は、
2015年9月に国連本部で採択された「私たちの世界を変革する　持続可能
な開発のための2030アジェンダ」で掲げられた2030年までに達成すべき
目標です。
途上国を対象としていた「ミレニアム開発目標（MDGs）」から、先進国も

含めた世界全体の共通目標として17の目標と169のターゲットで構成され、
各国における民間企業のイノベーション創出や技術による貢献に大きな期
待が寄せられています。

エネルギーの可能性を拡大。安
価・安全な動力、電力、熱を、
いつでも必要なとき必要なだけ
ムダなく使えること。

省エネルギーな
暮らしを実現する社会

VISION 01

厳しい労働を、快適な労働へ。
誰もが気持ちよく働いて安定し
た収入を得ると同時に、自然と
共に心豊かに暮らせること。

安心して仕事・
生活ができる社会

VISION 02

おいしく安全で栄養豊富な食料
を、世界中いつでもどこでも。
あらゆる人が、もっと健やかに
生活できること。

食の恵みを安心して
享受できる社会

VISION 03

仕事も余暇も心ゆくまでぞんぶ
んに愉しめる毎日を実現。あら
ゆる人の生活のクオリティを高
めていくこと。

ワクワクできる
心豊かな体験に満ちた社会

VISION 04

お客様の課題を解決する
安全で高品質な商品・サー
ビスを迅速に開発・提供
し、お客様に信頼いただ
けるよう努めています。

従業員一人ひとりの個性
と多様性を尊重し、安全
で快適な職場環境づくり
と、グローバル人財の育
成を進めています。

国内外の販売店・特約店、
サプライヤーとのコミュ
ニケーションを深め、良
好なパートナーシップを
構築しています。

「地域社会と共に歩み、
共に生きる」ため、地域
の課題解決に向け、住民
と一緒にさまざまな活動
に取り組んでいます。

持続可能な社会の実現に
向け、地球温暖化防止や、
資源の有効活用、環境負
荷物質の低減、生物多様
性に取り組んでいます。

※１ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division （2017）. World Population Prospects: The 2017 Revision. （2017）
※２ United Nations, 2018 Revision of World Urbanization Prospects. （2018）
※３ IPCC Fifth Assessment Report WGⅠ SPM（2014）　※４ 農林水産省「2050年における世界の食料需給見通し」（2012）

ヤンマーグループのCSR

　「A SUSTAINABLE FUTURE」の実現に向けて

2050年に

97億人超※1
人口問題 エネルギー問題

2050年に世界人口の

68%が都市部に集中※2

世界の平均気温が2100年に

2.6‐4.8℃上昇※3
環境問題 食料問題

食料供給が2050年に

1.55倍必要※4

ヤンマーの企業活動を通じた貢献

対話と協働
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特 集

沖縄県内での廃食油回収量の約3分の1に当たる約2,500ｔ
／年を回収・再生・販売する顧客の事業が、FAMEやSVOの
需要減少で継続が困難となっていた。

廃食油を活用した大型発電システムで
地産地消の資源循環サイクルを創出

廃食油を活用したバイオディーゼル燃料は、従来から一部
の都市部などにおいてバスやトラック等の燃料として使用さ
れていました。しかし、十分なメンテナンスが行われない場
合は運転中に不具合が発生するなどの問題から活用が進ん
でおらず、自治体や企業は廃棄される食用油の処理、利活
用などの課題を抱えています。
そうしたなか、沖縄県の産業廃棄物処理業者である大幸
産業様では、沖縄県内の約3分の1にあたる年間約2,500ｔ
の廃食油を回収し、FAMEの生成やボイラー用燃料および
家畜の飼料としてSVOを出荷していました。
しかし、近年これらの需要が安定を欠き、新たな活用法を
模索するなか、これまでは輸出していた廃食油を発電に活

用し売電する方向に事業の形を変えることを検討。SVOを
燃料とする大型エンジンの国内実績がない未知の領域に、
ヤンマーはお客様と共に挑戦しました。

SVOは常温では固形化してしまうため、定常運転時には
60℃以上に加温するとともに、始動時・停止時にはA重油と
適切に切り替えることが必要でした。そこで当社は、燃料加
温装置と燃料切替装置をユニット化することでこの問題を解
決しました。
今回、このシステムを完成させたことで、発電した電力を

自家用だけでなく新電力会社に余剰売電することを実現。
事業収益が安定すると同時に、再生可能エネルギーを沖縄
県内で循環させることを実現しました。沖縄電力では火力発
電におけるA重油の使用量削減や県内のトラック配送の燃料
削減により、年間3,060ｔのCO2排出量削減といった効果が
生まれています。

お客様は、FAMEの需要減少に加え、飼料用に添加し
ていたSVO自体にダイオキシン混入の危険性がある欧州
での事例を懸念し、新たな活用方法を模索されていました。
SVO発電事業は長期の安定運用が課題でしたが、私た
ちは、まず別機種の中古発電設備で試験運用を繰り返し、
さまざまな不具合を一つひとつ解決していきました。そ
の姿勢がお客様の信頼につながり、大型発電設備の導
入にいたったと考えます。
運用に際しては、低質油エンジンの識者を含むタスク

チームの発足、遠隔監視を用いたデータ確認などヤンマー
グループの強みを生かし、課題解決に貢献してきました。

SVO発電は、社会を持続させる取り組みであり、お客様
のSVOを地産地消で活用したいという願いの実現が、当
社の使命でもあると信じています。

佐藤　和男

ヤンマーエネルギーシステム株式会社
ソリューション推進室
技術開発部　技術グループ

社員の声

省エネルギーな暮らしを実現する社会

ヤ ン マ ー グ ル ー プ の 提 供 価 値

顧客の課題

・資源の有効活用
・CO2排出量の削減

貢献できる社会課題

関連するSDGs

地域における再生可能エネルギーの創出で
資源の有効活用とCO2排出量削減に貢献

　「A SUSTAINABLE FUTURE」の実現に向けて

■システム導入後の成果

さまざまな不具合を一つひとつ解決することで
お客様の信頼を獲得

環境コミュニケーション（事業所見学）

年間4~5回

CO2排出量の削減

年間3,060ｔ
（東京ドーム83個分の杉林の吸収量に相当）

電力供給（売電）

年間800世帯分（510kWh）

VISION 01

■SVO大型発電システムによる新たなビジネスモデル

一般家庭

外食産業

食品工場

電力：510kWh

SVO

SVO

SVO
大型発電システム

1,200t／年

地産地消発電でSVO消費量＆収益が安定

ボイラー燃料：800t／年

廃食油回収：2,500t／年
輸出：500t／年

大幸産業様

「SVO（ストレートベジタブルオイル）」は、廃食油
から不純物を取り除いただけの、生の植物油のこと。
生成時の環境負荷は低いが、品質の問題や、常温で
は粘性が高いこと（軽油の約10倍）が難点です。
一方、「FAME（脂肪酸メチルエステル）」は、植物油

にメタノールを添加し、エステル交換反応をさせて生
成します。軽油と同じぐらい燃焼性が良いものの、酸
化しやすく樹脂やゴムを劣化させることが課題です。

「SVO」 「FAME」とは？

14 15YANMAR CSR報告書 2019 YANMAR CSR報告書 2019



特 集

「MakinaGetir」のプロジェクト開始直後は機械オーナー
に対し、プラットフォームに関心を持っていただくことに苦
労しましたが、このときに役に立ったのがヤンマーのブラン
ド力です。しばらくすると、ヤンマーと「MakinaGetir」の両
ブランドを、より多くの人に認知していただくことができま
した。
これは「MakinaGetir」が機械オーナーに対して新たなビ
ジネス機会を提供することで、機械オーナーが現実的な投
資計画を立てることができるようになったからです。また、
「MakinaGetir」の普及にともない、エネルギーシステムや
建機、アグリ分野などの他のヤンマー事業における新たな
事業機会の創出にもつながっています。

P2Pのビジネスをさらに普及させるため、今後もお客様
の声に耳を傾け、サービスの改善に努めていきます。

「MakinaGetir」を通じて機械オーナーに
新たなビジネス機会を提供

Burak Sığ

YANMAR TURKEY MAKİNE A.Ş.
P2P CE Turkey
Satış Direktörü / Sales Director

社員の声

■サービス導入後の成果　（2019年7月21日現在）

オンラインシェアリングプラットフォーム

サービス提供機械オーナー 機械ユーザー

　「A SUSTAINABLE FUTURE」の実現に向けて

2023年に建国100周年を迎えるトルコでは建設投資が活
発化。建機レンタル市場は、オーナーの効率的な活用・管理、
ユーザーのコスト削減などが課題になっていた。

安心して仕事・生活ができる社会

ヤ ン マ ー グ ル ー プ の 提 供 価 値

顧客の課題

・円滑なまちづくりの推進
・建機・建設レンタル市場の活性化・効率化

貢献できる社会課題

関連するSDGs建機レンタル市場の効率的な
取引を支援することで
建設市場の活性化と円滑なまちづくりに貢献

VISION 02

トルコの機械オーナーとユーザーを効率的につなぐ
建機シェアリングサービス「MakinaGetir」を展開

近年、トルコでは建設市場が活況を呈しており、今後もさ
らなる成長が見込まれています。これにともない建設機械の
レンタルについても需要が増加しており、ヤンマーグループ
としても新たなビジネス機会と捉えています。
特に、レンタル市場のさらなる活性化につながる建設機
械におけるP2Pシェアリングプラットフォームの可能性に着
目し、準備を進めてきました。これは、トルコの建機レンタ
ルビジネスにおいて、ユーザー、オーナー、ディーラーそ
れぞれが問題を抱えていたからです。
ユーザーは機械が必要な時にレンタル会社とのやりとりに

手間がかかり、機械とオペレーターを効率的に見つけること
ができていませんでした。さらに、オーナーは貸し出せる顧
客が限られたり、遊休状態の機械を多く抱えたりしていまし
た。また、ディーラーも限られたエリアでしかサービスを提
供できず、経験豊富なスタッフの不足や在庫管理などにも
悩みを抱えていました。
そこで、ヤンマーはオンラインシェアリングプラットフォー

ム「MakinaGetir（マキナゲテル）」の事業を立ち上げ、
2019年度から本格的に運用を開始しました。このサービス
により、ユーザーは簡単で透明性の高いサービスを受けら
れ、オーナーは新しいセグメントの顧客にアプローチが可能
となります。
そして、当社自身は仲介手数料の収益だけでなく、将来

的には保険、決済、メンテナンス、輸送などさまざまなサー
ビスの提供や、ヤンマー製品の販売にもつなげることがで
きると考えています。今後は、お客様から得られる利用状
況などのデータを活用した新たなサービスの創出に取り組
んでいきます。

「MakinaGetir」のウェブページ
サービス評価

オファー
サービス料

リク
エス
ト

サー
ビス
料 登録機械

4,859台

■建機シェアリングサービス「MakinaGetir」の仕組み
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特 集

現在、アジア地域でも密苗仕様の田植機を販売し
ています。密苗は慣行栽培とほぼ同じ管理方法で栽
培が可能であり、育苗箱数が減ることなど日本同様
に導入メリットが期待されています。
しかし、田植機が普及している日本とは異なり、前
提となる育苗技術が不足しているため、密苗の普及
には育苗技術そのものの向上が必要です。そのため
にすでに一部の国では現地の農業試験場などと共同
試験を実施しているほか、密苗を使った育苗指導に
取り組んでいます。

「Mitsunae」で
世界の稲作を変える

■オート田植機×ヤンマーの密苗でさらに効率アップ

　「A SUSTAINABLE FUTURE」の実現に向けて

農業従事者の減少や高齢化の進行による労働力不足のな
か、遊休農地解消と農地集積、作業の省力化・効率化が求
められている。

食の恵みを安心して享受できる社会

ヤ ン マ ー グ ル ー プ の 提 供 価 値

顧客の課題

・生産性の向上
・労働力不足の解消

自動運転技術を搭載した「オート田植機」と
「ヤンマーの密苗」栽培技術で
低コストと超省力化を実現

近年、日本国内では担い手の減少や高齢化の進行などに
よる農業の労働力不足が社会課題となっています。また、1

経営体当たりの平均経営耕地面積が拡大するなか、農作業
のさらなる高効率化が求められています。
そこで、ヤンマーはICT技術やロボット技術を活用した「ス

マート農業」と最新の栽培技術を組み合わせ、生産性の向
上や経済性の追求を支援しています。
たとえば、自動運転技術「SMARTPILOT」シリーズとし
て販売している密苗田植機「YR8Dオート仕様」もその一つ
です。誤差数cmの高精度測位方式RTK-GNSS（※図）を採
用したことによって、「直進モード」では誰にでもまっすぐな
植付けが可能です。さらに「オートモード」では直進はもち
ろん、旋回のハンドル操作、植付部の昇降、植付開始操作
が一切不要となり、連続自動作業によって長時間でもラク

に田植作業が行えます。また、手元のタブレットから、作業
範囲や経路作成、作業軌跡の確認なども簡単に行えます。
このように田植え経験が少ない方でも、ヤンマーのオート
田植機ならまっすぐな田植作業を高効率に行え、オペレー
ター不足の解消に貢献しています。
このような高精度な作業が誰にでも可能な「オート田植
機」に加え、さらに「ヤンマーの密苗」栽培技術によって、
育苗箱数の減少等による資材費の低減、また苗運びや苗継
ぎ回数等の補助作業の低減が実現できます。
「オート田植機」と「ヤンマーの密苗」は、補給時間の短縮
と連続作業の自動化によって田植作業の革新的な効率化を実
現し、日本各地に農業の新しいカタチをつくりだしています。

貢献できる社会課題

関連するSDGs

スマート農業の実現により
食料生産のさまざまな課題に貢献

VISION 03

海外への展開

オートモードでは、自動直進・自動旋回が可能 ミャンマーでの育苗指導

GNSS衛星と基地局からの補正情報により誤差数cmの高精度作業が可能

播種・苗
運搬時間 31

育苗資材費 21

育苗箱数 31

管理方法は従来と
ほぼ同等で難しい技術は不要！

苗箱1枚当たりの乾籾播種量が通常100～150gのと
ころを、250～300gと高密度に播くことで、育苗箱数を
減らし、さらに、ヤンマー独自の技術で高密度に播種し
た苗を慣行の「約1/3の面積」で精密に小さくかき取り、
これまでの田植作業と同様に正確に移植する技術です。
密苗仕様の田植機は、慣行苗の植付けも可能です。

密苗とは？

固定基地局
補正情報

GNSS衛星

GNSSアンテナ（移動局）

ヤンマー
基地局
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特 集 　「A SUSTAINABLE FUTURE」の実現に向けて

マリン分野では、過酷な海洋環境での使用にも耐えられる
信頼性の高さや、パワフルで安定したパフォーマンス、環境
性、経済性に優れたエンジンが求められています。

ワクワクできる心豊かな体験に満ちた社会

ヤ ン マ ー グ ル ー プ の 提 供 価 値

顧客の課題

・持続可能な海洋環境

ヤンマーが培ってきた
製品の耐久性・信頼性・環境性能を
マリンレジャーの世界にも展開し
顧客の課題解決を通じて
企業価値向上に寄与

ヤンマーは、大型船の主機や補機エン
ジン、ヨット用エンジン、漁船、プレジャー
ボートなど、さまざまなマリン関連製品を
展開しています。
マリンエンジンは、海上での稼動となる
ため高い品質と環境性能が要求されます
が、耐久性や信頼性、高効率を誇る当社
のエンジンは、市場で高く評価されてい
ます。当社はこうした強みを生かし、世界
中の人々に親しまれているマリンスポーツ
への協賛活動に取り組んでいます。
欧米では、ヨットなどのマリンスポーツや、
釣り、クルージング、スキューバダイビン
グなどマリンレジャーが文化として深く根付
いている地域も多く、協賛活動はマリンレ
ジャー全体の裾野を広げるとともに、当社
の企業価値向上に寄与するだけでなく、ひ
いては当社が目指す「ワクワクできる心豊
かな体験に満ちた社会」の実現につながっ
ていくと考えています。

貢献できる社会課題

関連するSDGs海の素晴らしさと愉しさを
多くの人々と分かち合い
ワクワクできる社会の実現に貢献

VISION 04

風を帆で受けボートを走らせるセールボートは、離着岸
時の動力やボート内の生活電源としてエンジンが搭載され
ています。使用環境が海上のため、エンジンには信頼性･
耐久性が求められますが、ヤンマーのディーゼルエンジン
はその点で高い評価を得ており、世界トップクラスのシェ
アを獲得しています。
特に欧米では認知度が高く、“マリンエンジンといえばヤ

ンマー”と答える人も多くいます。第36回アメリカズカッ
プでは、スムーズな大会運営に貢献することで、マリンス
ポーツとそのフィールドである海洋環境との共存に貢献し、
ヤンマーのブランド価値向上に努めていきます。

石井　孝樹

ヤンマー株式会社
エンジン事業本部
小形エンジン統括部
開発部 舶用技術部
第一技術グループ

社員の声

アメリカズカップの
スムーズな大会運営に貢献し
ヤンマーのブランド価値を向上

ヤンマーレーシングのセーラー

アメリカズカップは、世界のトップセーラーが集う最高峰のヨットレースです。ヤ
ンマーは、2018年の第35回大会で「オフィシャル・マリン・エンジン・パートナー」
として参加しましたが、第36回大会は「オフィシャル・マリン・パートナー」としてよ
り深く参画し、すべてのレースをサポートします。
近年、レース艇のハイテク化と高速化が進むなか、アメリカズカップの成功を支

えるレース運営艇には、高性能で耐久性・信頼性の高い、環境に配慮したパワーソー
スが求められています。
当社の舶用エンジンが、その運営艇に搭載され

るとともに、その他公式ボート向けのエンジンも提
供する予定です。これにより、当社の優れた技術力、
マリンエンジン界におけるプレゼンスの高さをア
ピールするとともに、この支援を通じて、マリンエ
ンジンのノウハウ、技術のさらなる向上を図ります。

アメリカズカップ

セーリングスポーツの中でも伝統と格式のあるインターナ
ショナルドラゴンクラスのセーリング競技に、2018年から当
社独自のレーシングチームで参加しています。2019年7月に
開催されたドイツでの大会では2位の好成績を収め、競技を
盛り上げました。2019年度も同大会を含めグレードの高い6

つの世界大会に参戦を予定しており、年間ランキングの上位
を目指しています。ドラゴンクラスは、セーリングを愛し、社
会でも活躍するビジネスパーソンが多く参加しています。当
社としてマリンに関する知見を深めるとともに、競技参加者を
通じてヤンマーのファンを広げていきます。

ヤンマーレーシング

レッドブル社が行っている、若手セーラーの育成を兼ねたフォイリングカタマ
ランクラスの競技を支援しています。若手セーラーの育成支援によりセーリング
の裾野を広げるとともに、ヤンマーの社会貢献活動における主要テーマの一つ
である次世代育成にもつながる活動として位置付けています。
なお、レッドブル社が世界で行っているさまざ

まなスポーツスポンサーシップの活動は、人材の
育成支援と、ヤンマーの目指す「ワクワクできる
心豊かな体験に満ちた社会」の実現という2つの
重要な価値観とも合致するものであり、サッカー
の支援などでも同社と協力しています。

レッドブル・フォイリングジェネレーション
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