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TCFD提言への対応
気候変動は、自然環境や生態系のみならず、経済・社会に
も甚大な影響を与える最も重要な環境問題の一つです。日立
建機は 2020 年 10 月、「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、サステナブルでレジリエ
ンスな事業展開をめざして、本提言に沿った活動推進に努め
ています。また、TCFD フレームワークに基づく情報開示を
通じたステークホルダーとのエンゲージメント強化にも注力
しています。

TCFDへの取り組み経緯

■気候変動に関する取り組みのロードマップ
2005 年度

●環境報告書発行

2008 年度

●国内クレジット制度において、業界初の建設機
械の電動化による排出削減方法論を登録
● 商品型カーボン・オフセット活動を開始

2009 年度

● CDP 気候変動質問書への対応スタート
● 地域貢献型カーボン・オフセット活動を開始

2019 年度

●温室効果ガス（GHG：Greenhouse Gas）の
排出削減目標が SBT 認定を取得
●インターナルカーボンプライシング制度を導入

2020 年度

●全社 TCFD キックオフ会を開催、TCFD シナリ
オ分析を実施
● TCFD 提言への賛同を表明
● ESG 説明会にて 2℃シナリオ、4℃シナリオに
おける事業環境およびリスク・機会を公開、有
識者とのダイアログを実施

2020 年 7 月、全社のコーポレート部門と事業部門の部
門長およびキーマンによる社内タスクフォースを組織し、
TCFD キックオフ会を開催しました。2℃と 4℃を想定したシ
ナリオ分析では、気候変動リスクの発生可能性や財務影響に
ついて評価を行い、対応策および戦略を検討しました（P53
参照）。シナリオ分析の結果は 9 月のサステナビリティ推進委
員会にて報告し、10 月には TCFD 提言への賛同を表明、そし

● TCFD フレームワークの推奨開示項目に基づき、
統 合 報告書および ESG 説明 会にて情 報 開示、
ステークホルダーダイアログを実施

2021 年度

● TCFD 提言に基づいた 4 つの開示要求に対する
さらなる推進
2022 年度（予定）
● 多様なステークホルダーエンゲージメントを推
進

戦略
日立建機では、気候変動関連の 2℃シナリオおよび 4℃

動リスクをリストアップし、発生可能性の高い項目を評価

シナリオにおける事業リスクと機会のシナリオ分析を実施

対象として選定しました。そして、気候変動に関する政府間

し、事業戦略目標に織り込んでいます。選定されたリスクと

パネル（IPCC ）と国際エネルギー機関（IEA ）が提示する気

機会は経営戦略上の重要な要素と認識し、事業機会の獲得

温上昇 4℃と 2℃に相当するシナリオおよび社内外の情報

や社会課題の解決を通じて企業価値の向上に努めます。

に基づき、「リスクの最小化が求められる課題」と「リスク
を機会に変えられる課題」に区分して、財務影響度を「大」

シナリオの選定

「中」
「小」の 3 段階で評価し、それぞれの項目で重点施策を
洗い出しました。

TCFD が推奨する分類に沿って、当社が直面する気候変

■世界平均地上気温変化予測
（℃）

4℃シナリオ

6.0

・気温上昇に起因する異常気象など、自然

RCP8.5

4.0

災害の発生が激増する。

て 2021 年 7 月には、気候変動のリスクと機会への対応につ

2℃シナリオ

2.0

いて執行役会にて承認を受け、取締役会にて報告しました。

・各国政策のさらなる見直しなど、温室効果
ガスの排出規制が強化される。
・再生可能エネルギーなど非化石電源比率

0.0

対象期間

ガバナンス

-2.0
2000

気候変動に関わる重要事項は、CSR 推進責任者会議、環境

執行役会

CEO は、サステナビリティ推進委員会の議長を務めており、

サステナビリティ推進委員会
▼委員長：執行役社長兼 CEO
▼委員：執行役、主要グループ会社社長

気候変動への対応など経営に関わる重要事項の審議・承認を

監督を行っています。
会議体

環境推進責任者会議

メンバー

CSR推進責任者会議

主な議題

サステナビリティ推進委員会

執行役社長兼 CEO

執行役、主要グループ会社社長

気候変動を含む日立建機グループの
サステナビリティ推進方針、重点施
策や KPI に関する審議・承認

環境推進責任者会議

サステナビリティ推進本部本部長

国内外グループ会社社長

気候変動を含む環境課題への取り
組み、KPI 進捗管理、重点施策の共
有・協力依頼

コーポレート部門部門長、
事業部門部門長

日立建機グループのサステナビリ
ティ推進への取り組み、非財務の中
期目標の進捗管理、重点施策の共
有・協力依頼

CSR 推進責任者会議
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サステナビリティ推進本部本部長

■重点施策の洗い出し分野

2℃シナリオ

事務局：
サステナビリティ推進本部

行っています。また、気候変動への対応に関する重要事項は、
執行役会にて承認を受け、取締役会にて報告し、適切に監視・

※ IPCC 第 5 次評価報告書 第 2 作業部会報告書 政策決定者
向け要約（環境省訳）を基に作成

附議・報告

テナビリティ推進委員会（年 2 回開催）に報告されます。気候
関連問題に対する最高責任と権限を有する代表取締役社長兼

2100（年）

◦気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
「第 5 次評価報告書の RCP2.6 シナリオ、RCP8.5 シナリオ」
◦ World Energy Outlook 2019「現行政策シナリオ (Current Policies Scenario)」「新政策シナリオ (New Policies Scenario)」
◦水素・燃料電池戦略協議会「水素・燃料電池戦略ロードマップ」

附議・報告

議論した上で、執行役、主要グループ会社社長からなるサス

術の導入が進む。

2050

< 参照した外部情報 >
◦国際エネルギー機関（IEA）
「66％ 2℃シナリオ」

取締役会

推進責任者会議、コンプライアンス・リスク管理本部会議で

の向上、低炭素化投資の増加、新たな技

RCP2.6

環境規制強化により
脱炭素が
実現する社会

緩和策

◦ CO₂ 排出ゼロ
◦規制対応

4℃シナリオ
製品・バリューチェーン

脱炭素
製品・ソリューション

災害対策
製品・ソリューション

高効率
サプライチェーン
構築

異常気象に強い
サプライチェーン
構築

どんな環境でも成長し続ける
サステナブル（持続可能）な事業モデル

工場・サプライチェーン

現在の延長線で経済を
優先させた結果、
CO₂ がさらに蓄積
災害が激甚化する社会

適応策

◦防災・減災、応急、
復旧・復興対応
◦サプライチェーン BCP 強化

どんな変化でも生き残れる
レジリエンス（高対抗力）な事業モデル
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■ 2℃シナリオの
「高効率サプライチェーン構築」 ■ 2℃シナリオの
「脱炭素製品・ソリューション」

■シナリオ分析に基づく評価結果
区分

事業別戦略

■ 4℃シナリオの
「異常気象に強いサプライチェーン構築」 ■ 4℃シナリオの
「災害対策製品・ソリューション」

事業環境の変化

自社へ及ぼす影響

評価

顕在
時期

財務
影響度

重点施策
◦再生可能エネルギーの積極的な導入

政策と

◦太陽光発電設備導入など設備投資の増加

CO₂ 排出価格の上昇

◦ CO₂ 排出が抑制できなかった場合の炭素税（国境炭素税を含む）の負担増加

リスク
最小化

◦分散型電源の導入による安定的な生産確保
中期〜長期

大

◦計画的な高効率設備投資

法律リスク

◦インターナルカーボンプライシングの導入
既存製品・サービスへの義務化 / 規制化

技術リスク

既存製品の低炭素オプションへの置き換え

◦脱炭素技術の対応遅れによる競争力低下
◦既存製品・サービスの脱炭素技術の切り替えによる研究開発費増大
◦各地域に適応した製品に対する開発規模の増大
◦内燃機禁止規制対策のための研究開発費増大

2℃シナリオ

◦水素エンジン、燃料電池の入手に伴う調達コストの増加

脱炭素技術への移行

（移行リスク）

◦内燃機禁止規制対策のための研究開発費増大
◦バッテリータイプの入手に伴う調達コストの増加

市場リスク

◦入札条件の変化
市場シグナルの不確実性 / 顧客行動の変化

◦減税政策 / 金利優遇政策
◦施工環境の変化による追加の研究開発費用

市場の変化 / 原材料コストの上昇

◦火力発電の割合減少による石炭需要の減少
◦原材料コストの上昇による素材・部品の調達コストの増加
◦気候変動関連災害による為替変動

評判リスク

ステークホルダーの不安増大

◦気候変動対策不信からの投融資引き上げ
◦脱炭素移行対策が遅れた場合の不買運動やネガティブキャンペーン
◦風水害、大雪などによる工場被災や幹線道路閉鎖による生産停滞

異常気象の深刻化

◦豪雨、洪水などによる従業員の通勤や出張弊害

◦災害の頻発化、激甚化
急性リスク

4℃シナリオ
（物理的リスク）

降水パターンと気象パターンの

◦降水量増加に伴う自社工場の操業停止

極端な変動

◦降水量増加に伴うサプライチェーンの寸断

海面上昇・河川氾濫

◦工場浸水、設備故障などによる操業停止や設備対策費用増加

平均気温上昇

慢性リスク

化石燃料価格の高騰

◦酷暑、猛暑日増加に起因する労働環境の悪化と生産性の低下

◦入手困難による燃料コストの上昇、調達遅延の発生

降水パターンと気象パターンの

◦顧客の操業停止、遅延による営業やサービスの停滞

極端な変動

◦浸水地域での金属、鉱業での供給不足、原材料入手困難による製造ラインの停止

【顕在時期】短期：中期経営計画（2020 〜 2022 年）

中期：中期経営計画〜 2030 年以内

長期：2030 年超〜 2050 年まで

リスク管理
日立建機グループは気候関連問題を経営上の重大な影響を

リスク
→機会

中期〜長期

大

リスク
→機会

中期〜長期

大

リスク
→機会

中期〜長期

大

リスク
→機会

中期〜長期

大

リスク
→機会

中期〜長期

大

リスク
→機会

中期〜長期

大

リスク
→機会

中期〜長期

◦電動化、水素エンジンなど脱炭素技術の開発拡大による差別化
◦潜在的市場ニーズの把握と開発スピードの加速による脱炭素製品の具現化
◦地域の規制に対応した部品調達
◦今後、水素燃料技術の開発拡大による差別化
◦安定的な調達確保
◦電動化技術の開発拡大による差別化
◦安定的な調達確保

◦電動化、水素エンジンなど脱炭素技術の開発拡大による差別化

◦今後、中央アジアや南米市場のハードロック向けの機械や部品サービス事業を拡大
◦脱炭素技術の開発拡大、顧客の現場の課題を最新のデジタル技術で解決するさまざまな施策を提供
◦製品サーキュラー・エコノミー推進による資源の有効活用を促進
◦顧客と連携した的確でタイムリーな情報発信
大

◦早めの対策による脱炭素技術支持層の獲得
◦ ESG 投資の促進
◦今後、DX の利活用による在庫精度、管理スピードの向上

リスク
最小化

短期〜長期

リスク
→機会

中期〜長期

大

リスク
最小化

長期

大

リスク
最小化

長期

大

リスク
最小化

長期

リスク
最小化

長期

中

リスク
最小化

長期

小〜中

大

◦今後、サプライチェーン全体の BCP（事業継続計画）強化と BCM（事業継続マネジメント）の実効性向上
◦災害に備えたグローバル生産調達体制の構築
◦防災・減災、応急、復旧・復興における最適ソリューションの迅速な提供
◦ ICT、遠隔操作、協調安全 ( 危険感知 )、自動化、ロボット化の開発と提供
◦今後、工場や事務所を新設 / 移設する際にリスク有無を確認
◦今後、サプライチェーン全体の BCP の改訂と BCM の実効性向上
◦今後、工場や事務所を新設 / 移設する際にリスク有無を確認
◦水ストレスレベルの高い地域の特定
◦災害に備えたグローバル生産調達体制の構築
◦太陽光など自家発電等によるコスト削減

小〜中

◦計画的な高効率設備投資
◦生産性向上（省エネルギー）の生産技術開発の加速
◦化石燃料に頼らない再生可能エネルギーへの切り替え
◦今後、輸送手段の脱炭素化推進
◦市場調査に基づいた適切な対応体制の確立
◦今後、水リスクの低い国からの調達へシフト

【財務影響度】小：売上高に占める割合 0.25% 以下

中：売上高に占める割合 0.25% 超〜 0.5% 未満

大：売上高に占める割合 0.5% 以上

指標と目標
収集するなど、日々の安全管理に努めています。

日立建機グループはバリューチェーン全体を通じた CO₂

てまいります。

削減をめざし、
「事業活動に伴う温室効果ガス排出量の削

日立建機グループは 2℃シナリオ下では、厳しい CO₂ 削減

「小」の 3 段階で定量化して、発生可能性が高い水準のリスク

減」、
「製品・サービスの使用に伴う温室効果ガス排出量の

シナリオでも成長し続けるサステナブル（持続可能）
な事業モ

コンプライアンス・リスク管理委員会を中心に対応を行って

や機会については、対策 ( 戦略や KPI) とともに、サステナビリ

削減」の２つの目標を掲げて、脱炭素に向けた活動を推進

デルを構築でき、4℃シナリオ下では、どんな災害や変化でも

います。また、国内においては 2017 年度より「安否確認シス

ティ推進委員会で社長をはじめ、会社幹部に報告、審議、承認

し て い ま す。2019 年 5 月、本 長 期 目 標 は Science Based

生き残れるレジリエンス（高対抗力）な事業モデルが構築で

テム」、2019 年度より「危機情報管理システム」を導入しま

いただくことで、リスクの最小化のための管理や機会の最大

Targets initiative（SBTi ）から、科学的根拠に基づく目標と

きると言えます。将来においても、生き残り、常に発展できる

化のための戦略を推進しています。

して認定を取得しました。今後はさらにカーボンニュートラ

会社であり続けるためには、気候変動の「緩和」
と「適応」
の両

ル達成に向け、省エネ、低炭素化

輪で事業展開していくことが必要ですので、全社一丸となっ

を加速し、より高い目標をめざし

て積極的に取り組んでいきます。

及ぼすリスクとして位置付け、サステナビリティ推進本部で
適切に管理しています。その他の自然災害リスクに関しては、

した。災害、事件・事故、インフラ障害等の情報を一元管理す
ることで、従業員の安全確保ならびに事業への影響低減に努
めています。海外についても外務省、専門業者からの情報を
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◦グローバル生産調達の最適化推進
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気候変動リスクと機会においては、財務影響を「大」
「中」

今後は、気候変動におけるさらなるガバナンスおよびリス
ク管理強化を進めていきます。
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環境保全への取り組み

■環境配慮製品の機種数（累積）

発・設計の基準を定めた「環境適合設計アセスメント」
による

企業情報

用）
、リサイクル（資源の再生利用）
、リニューアブル（再生可

の資源の大量生産・大量販売という一方通行モデルのビジネ

能資源の利用）
の４つの分野で、各部門が資源循環に取り組ん

スを改め、リサイクルやシェアリング、製品のサービス化な

でおり、2021年度はこれらを具体的な全社施策として、KPI

どにより製品を長期間利用しながら、資源の廃棄を抑制しつ

を設定して推進していきます。施策のほとんどは以前から取

つ、新たな成長をめざすビジネスモデルのことです。

り組んできているもの、
あるいはその延長線上にあるものです

評価を導入してきました。現在は、グローバルスタンダードで

日立建機としても、部品再生やメンテナンスで建設機械の
長寿命化を実現する、修理のため回収された部品をデータ解

て開発・設計された製品を「環境配慮製品」
とし、環境配慮製
品売上収益比率を高めることを目標にしています。また、ライ

237

233

221

251

259

フサイクルでの環境負荷評価（LCA：ライフサイクルアセス
メント）
も行っており、素材、製造、輸送、製品使用、廃棄に伴

2016

2017

2018

2019

2020 （年度）

うエネルギー使用量、CO₂ 排出量をはじめ、水、燃料、素材量

析して壊れにくい部品の開発につなげる、レンタルやリノ

ESGデータブック2021
⇒環境配慮製品（2021年9月末公開予定）

※ IEC62430：国際電気標準会議「電気・電子製品の環境配慮設 計」
（JIS C
9910）

が、重要課題と位置付けて進めることで他社との差別化や、当
社の競争性優位につなげられると考えます。
サーキュラー・エコノミーは現在のビジネスモデルを大き

ベーションをした中古車販売で製品を使い切っていただく、

く変える可能性を秘めており、場合によっては競合他社との

雇用創出により新興国の自立支援・発展につなげるなど、さ

協働も視野に入れていく必要があります。そのため、グループ

まざまな発想で資源循環型経済へ近づける役割を果たしてい

横断的に取り組む課題として、工場・オフィス・製品について

くことが重要だと考えています。
参照

の登録機種数は、環境配慮設計アセスメントに基づいて開発・
設計した 8 機種が追加され、累計 259 機種になりました。

サステナビリティ

サーキュラー・エコノミー（資源循環型経済）とは、従来

ある「IEC62430 ※」に準拠した新たなアセスメントに基づい

などを定量的に算出しています。2020 年度の環境配慮製品

事業別戦略

サーキュラー・エコノミーの実現に向けて

環境配慮製品の開発
日立建機グループでは、1999 年度より環境に配慮した開

価値創造

当社では、リデュース（廃棄物の発生抑制）
、リユース（再使

だけではなく、営業部門と協力し、
お客さまのサーキュラー・
エコノミーの取り組みをサポートしていくことで、
さらなる社
会への貢献をめざしていきます。

■サーキュラー・エコノミーのモデル

水資源の保全
日立建機グループでは、事業活動の中で水ストレスレベル

用水の長寿命化や循環水の利用拡大などの節水対策などに

の高い地域を特定するために、世界資源研究所（WRI ）
が発表

より、日立建機グループ全体の水使用量は 2010 年度に比べ

したアキダクトなどのツールを用いて、国内外すべての生産

36.8% 減少しました。

拠点の水ストレスレベルを定量化し、水ストレスの高い地域を
特定しています。特に海外のタタ日立コンストラクションマシ
ナリー、日立建機インドネシア、国内の琵琶湖近辺の日立建機
ティエラでは、先進的な節水活動を展開しています。
水資源の有効活用については、事業活動に伴う水使用量

水使用量削減（原単位）
2020 年度

▲

2022 年度

36.8% ▲ 28%

（2010 年度比）

（2010 年度比）

（淡水も含む）の削減、水の循環利用を行っています。また、水
使用量についてはロボット化や塗装条件などの最適化を図
ることで削減を進めています。2020 年度は、塗装設備の使

参照

2030 年度

水再生利用の高度化
地域インパクト
最小化

ESGデータブック2021
⇒水の有効利用（2021年9月末公開予定）
※「経済産業省 循環経済ビジョン 2020（概要）」の「循環経済とは」を基に作成

廃棄物の削減
日立建機グループは、資源の有効活用に貢献するため、事

自然災害への適応
物の削減につなげています。

防災や減災のための工事や災害時の緊急対応、復興支援に

業活動に伴う廃棄物の削減を推進しています。生産拠点を中

おいては、建設機械を使用した土木・建築工事が行われます。

心に 3R（リデュース、リユース、リサイクル）活動を積極的に
進め、資源を有効に使う取り組みを通じて、自然から採取す
る原材料資源利用の回避または最小化、リサイクル素材の積
極的な利用、製品や部品のリユース、リサイクル活動により、
廃棄物（有害廃棄物を含む）の削減を図っています。2020 年

近年は 100 年に一度と言われる大雨や、最大級と言われる暴

再資源化率
2020 年度

2022 年度

83.3% 99.5%

（2010 年度比）

（2010 年度比）

2030 年度

99.5% 以上を
めざす

度は日立建機グループ（国内）で再資源化率が 83.3％となり
ました。また、部品・サービスやレンタル、中古車販売、部品
再生といった新車販売以外の分野にも注力することで、廃棄
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風雨など、異常気象が世界各地で頻発しており、建設機械の
開発・製造・販売・サービスを一貫して行っている当社は担
うべき役割が大きいと認識しています。
こうした考え方のもと、日立建機グループでは自治体や業
界団体と、災害応急や復旧に対して優先的に機械や資材を供

参照

ESGデータブック2021

給する協定を結んでいます。この協定を中心に、今後も災害

⇒廃棄物の削減（2021年9月末公開予定）

時の支援を行っていく予定です。さらに製品開発においても、

自然災害への適応に貢献する製品・ソリューションの開発に
挑んでいきます。
なお日立建機日本では、2020 年度までに国内の自治体等
と 54 件の災害協定を結んでいます。

災害応急などの協働（自治体との災害協定数）
2020 年度

2022 年度

54 件

83 件

2030 年度

主要自治体・
業界団体との
提携および支援
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