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事業活動を通じて
地球温暖化防止を目指す

国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、2013
年9月から2014年10月にかけて「第5次評価報告書

（AR5）」を公表しました。AR5は「気候システムの温暖化
には疑う余地はない」とした上で、温室効果ガスの排出
に対策をとらなければ、今世紀末には気温が最大で4.8℃
上昇するという予測をしています。

日本政府は2015年4月、温室効果ガスの排出量を
2030年度までに2013年度比で26％削減するという目
標案を発表しました。2015年末開催の「COP21（国連気
候変動枠組条約第21回締約国会議）」では、すべての国
を対象とした新たな国際枠組みが構築される予定です。

●地球温暖化を引き起こす温室効果ガスの代表的
な濃度のシナリオを示す。

●「RCP2.6」「RCP4.5」「RCP6.0」「RCP8.5」の4つ
があり、数値が小さい方が、気温上昇を抑えるた
めにとられる温暖化対策の度合いが大きい。

● RCP8.5シナリオは、現行を上回る温暖化対策を
何らとらないシナリオであり、2081年から2100

トッパンは、1992年に環境保全活動の基本理念とし
て「凸版印刷地球環境宣言」を制定しました。2009年に
はこれを「トッパングループ地球環境宣言」と改め、責
任ある国際社会の一員として、トッパングループで働
く全員が持続可能な社会の実現に努めることを宣言し

地球温暖化は世界共通の喫緊の課題

トッパンの地球温暖化防止活動の基盤

ました。
トッパンでは、企業活動に伴う環境負荷を可能な限

り低減する取り組みを「エコガード活動」と呼んでいます。
地球温暖化防止に関しては「地球温暖化防止細則」を定
め、省エネルギーなどの取り組みを推進しています。

1950年から2100年の世界平均地上気温の変化

RCP（代表的濃度経路）シナリオ
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※実線に対する陰影は、不確実性の幅を示す

予測

RCP2.6 シナリオ

RCP8.5 シナリオ

過去の期間の
モデル結果

IPCC第5次評価報告書 WGI Figure SPM.7（a）を基に作成

地球温暖化が進展すると、熱波や大雨、洪水などの異常気象や、
海面の上昇、生態系の損失、食糧生産量の落ち込みといった様々なリスクを招きます。
トッパンは、自社の事業活動における取り組みと、
環境配慮型製品・サービスの普及の両面から、
地球温暖化の原因と言われる二酸化炭素（CO2）の排出削減を進めています。

年の世界平均地上気温は、1986年から2005年
の平均と比べ、2.6℃〜4.8℃の範囲で上昇する可
能性が高いと予測されている。

● RCP2.6シナリオは、可能な限りの温暖化対策を
前提としたシナリオであり、将来の気温上昇を
2℃未満に抑えられる可能性が高いと予測されて
いる。
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事業活動から発生するCO2排出量を削減する
トッパンの事業活動による環境影響のうち、最も大きな比率を占めるのが地球温暖化です。
このため、高い目標を設定して、事業活動から発生するCO2排出量の削減に取り組んでいます。

深谷工場および総合研究所の屋上に、
全体で約150kW分の太陽光発電設
備を導入

水銀灯や蛍光灯のLED化を進め、本
社ビルではすべての蛍光灯のLED化
を完了

2015年5月に本格稼働した群馬セン
ター工場では、コージェネレーション
システムを導入

東京都「海の森」プロジェクトの植樹
体験に参加し、社会のCO2削減にも
貢献

トッパンでは、2020年度までに達成すべき「中長
期環境目標」として「CO2排出量を2008年度比で
11％削減」という目標を掲げ、取り組みを進めてきま
した。2013年度の排出実績は、2008年度比16％減
にあたる63.2万トンとなり、目標を7年前倒しで達成

新たなCO2排出量目標を策定

2008年度実績
2020年度目標

60.0万トン

これまでの2020年度中長期環境目標

2008年度比11％削減
新たな2020年度
中長期環境目標

2008年度比 20％削減

2013年度実績

63.2 万トン
目標達成！

75.1万トン

トッパンのCO2排出量実績と目標

CO2排出削減に向けた主な取り組み

しました。
こ の 達 成 を 受 け、2014年12月 に「CO2排 出 量 を

2008年度比20％削減」という新たな目標を掲げました。
より高い目標の達成に向け、生産性の向上や省エネ設
備のさらなる導入を進めていきます。

世界の機関投資家が連携して運営する非営利団体CDP※1は、FTSE※2インデックスに該当す
る中から選定した企業に対して、環境戦略や温室効果ガスの排出量の開示を求め、その回
答を分析・評価して投資家に開示しています。
トッパンは日本での対象企業500社（CDPジャパン500）に選出され、温室効果ガス排出量
の削減や気候変動リスク緩和への活動に対し、最も高いA評価を得ることができました。
また、気候変動緩和の活動における優れた企業として、CDPより「CPLI（クライメート・パフォー
マンス・リーダーシップ・インデックス：気候変動パフォーマンス先進企業）」に選出されました。

トッパンの取り組みがCDPから高い評価を得ました

※1 CDP：企業や都市の重要な環境情報を測定・開示・管理し、共有するためのグローバ
ルなシステムを提供する国際的な非営利団体。ロンドンに本部を置く。

※2 FTSE：ロンドン証券取引所の子会社で、株式や債券などの指数（インデックス）の作成
および管理で世界をリードする企業グループ。世界中の投資家が同社の提供する様々
なインデックスを利用している。

「CDPジャパン500 気候変動
レ ポ ート 2014」（ 左 ）と、
CPLIのマーク（上）
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CO2排出削減に貢献する製品・サービスを、社会に広める
トッパンの製品・サービスやノウハウを活用し、社会全体のCO2排出量削減に貢献すべく、
様々な取り組みを進めています。

●バイオマスプラスチック製品　
「バイオアクス」シリーズ

　植物由来バイオマス素材を原
料としたバイオマスプラスチッ
クには、脱石油・低炭素の観点
から注目が高まっています。トッ
パンでは1991年からバイオマス
プラスチックを使用した包装材
の開発に取り組んできました。
バイオマスポリエチレンを用い
たラミネート包装材や紙カップ
など、様々な製品を実用化して
います。

●メカニカルリサイクル
PETフィルム

　使用済みPETボトルを粉砕・洗
浄した後に、高温で溶融・減圧・
ろ過などを行って得た再生樹脂を
使用したフィルムがメカニカルリ
サイクルPETフィルムです。再生
樹脂を世界最高レベルの80％使用
し、食品用途にも使用できる安全
性も併せ持ちます。
　アルミ蒸着フィルムや透明ハイ
バリアフィルムなどでも活用が可
能です。

●間伐材を活用したパッケージ
　適度な間伐は森を育て、森林の
CO2吸収力を高めることにつなが
ります。トッパンでは間伐材を含
む国産材を用紙に有効活用し、カー
トカンやエコフラットカップなど
を製造しています。
　また、お客さまが保全・整備を
行う「企業の森林」の間伐材を使用
することにより、お客さまが商品を
通じて自社の環境配慮の姿勢など
を生活者に伝えることができます。

パッケージ分野における取り組み

株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは、一般財団法人セブン-イレブン記
念財団と協働で「セブンの森」の森林保全活動を行っています。ここから伐採し
た間伐材を含む用紙を使った紙製容器入りの飲料やスープなどを、プライベー
トブランド「セブンプレミアム」商品として販売しています。
また、店頭で回収したPETボトルをメカニカルリサイクルPETフィルムとして再
生し、詰め替え用ボディソープのパッケージに使用しています。
トッパンは、パッケージ製造においてサプライチェーン協業の仕組みを構築し、
環境配慮型プライベートブランド商品の開発に貢献しています。

株式会社セブン＆アイ・ホールディングスのパッケージでの取り組み

セブンプレミアムの商品パッケージに

生活者へ
● 環境配慮型商品の提供
● 自社の環境配慮姿勢を商品を通じて伝達

使用済みPETボトルの店頭回収「セブンの森」の森林保全

チップ
メーカー

製紙メーカー フィルム
メーカー

再生事業者
間
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トッパン
パッケージ製造
仕組みの構築

※1 ポリエチレンが重量ベースで75％を占め
る詰め替え型包装材で、製品のバイオマ
ス度が40％の場合

※2 一般PETフィルムのCO2排出量はCFPプ
ログラム基本データを基に算出。メカニカ
ルリサイクルPETフィルムのCO2排出量
は、一次データを基に算出

 焼却時のCO2排出量を

 約40％削減※1

一般PETフィルムに比べCO2排出量を

 約24％削減※2
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CO2排出削減に貢献する製品・サービスを、社会に広める
CO2排出量を削減するためには、行政や企業はもち

ろん、家庭における取り組みも重要です。
各家庭でCO2排出量を削減するには、無駄なエネル

ギーの使用を減らし、上手にエネルギーを使うことが
求められます。そのようなライフスタイルを普及させ
るためには、各家庭の電力をはじめとするエネルギー
使用状況を把握し、削減されたエネルギー使用量やそ
の努力を数値化、評価してインセンティブを付与する
ことが有効と考えられます。

しかし、エネルギーの使用量には、ライフスタイル
や家族構成、住宅の性能など様々な要因がかかわって
おり、評価をすることが難しいとされてきました。

このような課題に対しトッパンは、情報加工やマーケ
ティングのノウハウを活かし、家庭の電力使用ログから
電力の使用状況や生活行動を予測し、適切なタイミング
で生活者にとってインセンティブとなる情報を発信する
次世代レコメンドシステム「VIENES（Energy Information 
Creative Value System）」を開発しました。

このシステムを活用し、2011年度の環境省「うちエ

情報コミュニケーション分野における取り組み（エネルギーソリューション）

環境省受託事業 経済産業省受託事業
2011年度 家庭エコ診断効果検証実測調査事業（うちエコ診断検証事業）

2012年度 HEMS利用の価値向上のための調査事業
北九州スマートコミュニティ創造事業

2013年度
HEMS活用によるCO2削減ポイント構築推進事業

2014年度

2015年度 「HEMSデータによるCO2削減行動の評価マニュアル」作成、公表 大規模HEMS情報基盤整備事業

トッパンが積み重ねてきた事業実績

低炭素のライフスタイルを実現する仕組み

トッパン

VIENES

データ分析

レコメンド

レポート生成

メール生成

ポイント算出

レポート印刷

メール配信

個人情報管理

●マニュアル提供
●家庭ごとのレポート
●CO2削減行動促進情報
  など

●ポイント付与
●メッセージ配信
　など

電力データ●電力データ
●属性情報
 （家族構成など）

生活者電力関連事業者
（電力会社・ハウスメーカーなど）

OFF

コ診断検証事業」に続き参画した、「HEMS利用の価値
向上のための調査事業」、「HEMS活用によるCO2削減
ポイント構築推進事業」では、各家庭におけるCO2削減
努力を数値化し、ポイント換算できる仕組みを構築し
ました。そして、そのノウハウを「HEMSデータによる
CO2削減行動の評価マニュアル」に集約しました。

このマニュアルは2016年4月からの一般家庭向けの
電力小売り自由化で、電力に関連する事業者が各家庭
の省エネ努力に応じたポイント付与やクーポン発行な
どのサービスを実施する際にも活用できます。

さらに、経済産業省「北九州スマートコミュニティ創
造事業」、「大規模HEMS情報基盤整備事業」に参画し、
家庭の電力使用ログと個人の購買行動やプロファイル
データを紐付け、生活者の属性・行動にあったコミュ
ニケーションによる新しいマーケティングを実現しま
した。

トッパンは、電力使用量の見える化だけではなく、生
活者や電力に関連する事業者にとって有益な仕組みを
構築することで、今後もCO2削減に貢献していきます。




