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製品安全と品質保証

トッパンでは、生産部門だけでなく、営業、研究・開発、
企画から設計、販売・出荷のすべての工程における品質
づくりへの取り組みを「総合品質保証」と定義し、品質向
上と製品の安全管理に取り組んでいます。

　
製品安全
「製品の安全管理についての基本理念」と、「製品の安
全管理についての指針」を制定し、製品の安全管理に取
り組んでいます。また、製品の安全管理を支えるため、全
事業所で品質マネジメントシステム（ISO9001）の継続
的改善を推進。このため、内部監査員養成研修を開催
し、2015年度は98名が参加しました。

食品関連事業における製造認定許可制度
特に安全衛生面で高い品質保証が求められる食品関

連事業に対して、食品関連事業品質保証ガイドライン、
および品質監査チェックシートに基づく監査を実施し、製
造を許可する認定許可制度を採用しています。2015年
度は社内外の15事業所の監査を実施しました。

フードディフェンス（食品防御）強化
食品関連事業では、製造プロセスにおける危害因子に

よる食品汚染の防止を図り、食の安全を確保するフード
セーフティに取り組んできました。近年はそれに加えて、
意図的な毒物の混入など、人為的に発生する危害因子
に対して安全を確保するフードディフェンス強化を進め
ています。具体的には、入場者に対するセキュリティ強
化、品質記録カメラの増設、従業員とのコミュニケーショ
ンとトレーニングの強化などを行っています。

製品含有化学物質管理
原材料調達から製品出荷まで、全工程にわたる各種禁

止・規制化学物質に対する管理を行い、製品安全管理の
より一層の推進を図っています。また、お客さまのグリー
ン調達基準の遵守はもちろん、各事業分野の製品に対
応したグリーン調達基準を制定し、サプライチェーン全
体で製品含有化学物質管理に取り組んでいます。

消費者保護のための個人情報保護　　

トッパンでは、消費者の権利・利益を守るため、個人情
報取り扱いエリアでの内部不正防止を前提とした、厳格
な基準による認定監査の継続を徹底しています。さらに

ISMS認証の取得を推進することで、安心・安全なパーソ
ナルデータ活用の提案に努めています。

個人情報取り扱いの監視
個人情報取り扱いセキュリティエリアでは、媒体への
書き出し、その他ファイル操作など様々なログ（記録）を
取得しています。2015年度は、他社における内部不正
起因の情報漏えい事故の多発を受け、ログ解析システム
を導入し、本社と各拠点で監視・確認を行い、内部不正の
防止強化を図りました。
そのほか、入退室、アクセス権限、持ち物、スマートフォ

ンなどを含む電子媒体による接続や書き出しの管理によ
り、内部不正の発生を抑止しています。

サイバー攻撃からの個人情報保護
トッパンは、TOPPAN-CERT※とウイルス対策活動チー
ムという2つの専門組織を持ち、ICTセキュリティ対策の
強化を図っています。2015年度は重要情報の不正な取
得を目的とした標的型攻撃メールへの対応訓練も実施
しました。

社内教育の徹底
「どうせバレない」「大したことない」「ちょっとだけ」
「仕方なかった」という自己を正当化する言い訳が、不正
行為に至る危険なシグナルであることを、全従業員に教
育しています。この教育は、意識喚起を促すために対面
式の集合教育とし、国内で発生した内部不正事件の不幸
な結末やトッパンの就業規則にも触れることで、内部不
正の防止策としています。

マイナンバーの取り扱い
社内からの漏えいが起こらないよう、情報の授受に

おけるリスクを徹底して排除するリスク対策を実施しま
した。

消費者課題

※ CERT：Computer emergency response team
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■ 製品の安全管理についての
　 基本理念

■ 食品充填事業にかかわる監査

■ サイバー攻撃からの個人情報保護

■ 個人情報取り扱いセキュリティエリアのある拠点とその数
　　（2016年3月31日現在）

●  凸版印刷（株）情報コミュニケーション事業本部ICTソリューションセンター 
ITサービス部1チーム、ICT統括本部ICT基盤技術センターエンジニアリング部 
TOPICA構築チーム

● 凸版印刷（株）情報コミュニケーション事業本部、ICT統括本部ICT基盤技術センター、 
（株）トッパンコミュニケーションプロダクツ、凸版情報加工（株）
● 凸版印刷（株）西日本事業本部情報セキュリティ管理部九州中四国チーム 
およびISMS推進委員会

● 凸版印刷（株）東日本事業本部
● （株）トッパンコミュニケーションプロダクツ滝野工場、凸版情報加工（株）滝野製造部、 
凸版印刷（株）関西情報コミュニケーション事業部技術部生産技術チーム

トッパングループの個人情報取り扱いセキュリティエリアにおける
ISO／IEC 27001 認証取得状況 （2016年3月31日現在）

私たちは、行動指針の基本原則に基づき、
製品の安全性確保と品質向上に努めることにより、

使用者の安全と健康を守ることを
企業の社会的責任ととらえ、

グループ全体で製品の安全管理に取り組みます。

監査項目
　お客さまとの取り決め事項
　品質保証体制
　設備・検査機器管理
　安全衛生管理
　異品種混入防止
　防虫管理
　異物混入防止
　不良流出防止
　コンタミネーション防止
　トレーサビリティ
　フードディフェンス
　教育・訓練
　仕組みの維持管理

監査対象事業所
食品充填事業
　製造子会社 5事業所
　生産委託先 10事業所

中部（2エリア）

東北（4エリア）

北海道（3エリア）

中四国（1エリア）

九州（3エリア）

関西（15エリア）

関東（39エリア）

サイバー攻撃 ウイルス

TOPPAN-CERT

● インシデント発生時の調査・対応

● 外部情報（脆弱性情報、セキュリティ動向
など）の収集・分析と関係部門への展開

● 社外のCIRT組織との情報交換・連携

ウイルス対策活動チーム

● ウイルスに感染しにくい環境、水際で
ウイルスの侵入を防ぐ環境構築の推進

● ウイルスインシデント・ウイルス対策
ソフトによる問題への対応

情報交換

連携

2つの組織でサイバー攻撃などからシステムを監視・保護

社内システム お客さま向けシステム 工場

トッパングループICT環境
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ユニバーサルデザインの取り組み　　

「ふれあい豊かなくらし」に貢献することを企業理念に
掲げ、できる限り多くの人にとって使いやすく、魅力的な
パッケージやコミュニケーションツールの企画・開発を
行ってきたトッパンにとって、ユニバーサルデザイン
（UD）の取り組みは、重要な社会的責任の1つです。この
ため、「トッパンユニバーサルデザイン宣言」と「トッパン
ユニバーサルデザイン7原則」を制定し、わかりやすさ・
使いやすさなどの機能性への配慮に加え、カスタマイズ
の思想や感性への配慮も重視した活動を行っています。

具体的な取り組み
2016年4月からの障害者差別解消法の施行を前に、

株式会社ミライロと業務提携し、「ユニバーサルマナー
検定」の代理店販売と、障がい者や高齢者の視点に立っ
た製品・サービス開発のコンサルティング業務の提供を
開始しました。検定は、自分とは違う人の視点に立ち、適
切な理解のもとで行動するためのマナーの理解と定着
を目的としており、高齢者や障がい者の心理、具体的な
接し方を学ぶことができます。トッパンは、この検定の取
得を社内外に促進するとともに、マニュアル、パンフレッ
ト、製品パッケージ、イベントなど、企業が提供する製品・
サービスがより多くの人にとって利用しやすいものにな
るよう、ユニバーサルマナーの視点を加えた総合的な

UDの提案を行います。
また、2016年4月からは、ムスリムフレンドリーな製
品パッケージの調査、企画・開発、製造までを総合的に支
援するサービスの提供を本格的に開始しています。ムス
リムフレンドリーとは、様々な戒律のあるイスラームを信
仰するムスリムの人々に、その文化や習慣を尊重したホ
スピタリティーを提供することです。トッパンは、訪日ム
スリム観光客の好むデザイン、原材料の表現手法など、
ムスリムフレンドリーな製品パッケージの作成にトータ
ルに対応します。また、イスラーム圏に居住するムスリム
によるモニター調査、ムスリムフレンドリーな製品パッ
ケージの勉強会開催支援などのサービスを顧客企業に
提供していきます。

持続可能な消費への貢献

トッパンは、環境配慮型製品やサービスの提供を通じ
て、持続可能な消費に貢献しています。

リサイクルができる
「アルミレス紙パック飲料容器」の開発
株式会社伊藤園とトッパンは、日本製紙株式会社と協
働して開発した、リサイクルができる「アルミレス紙パッ
ク飲料容器」で、第25回地球環境大賞（主催：フジサンケ
イグループ）の環境大臣賞を受賞しました。
従来の紙パック飲料容器は、長期保存するために、容
器の内側にアルミ箔を使用しています。飲用後に容器を
リサイクルするためには、紙とアルミ箔を分離しなけれ
ばならず、その手間と分離の難しさから、リサイクルの仕
組みが利用できず、廃棄されていました。
これを解決するため、2010年に株式会社伊藤園は、
アルミ箔に代わる環境配慮型フィルムとして、食品、化粧
品類やトイレタリーなどの包装に使用されていた、トッパ
ンの透明ハイバリアフィルム「GLフィルム」に着目。4年
にわたる開発を経て、酸素透過性などで、従来製品とほ
ぼ同等の品質保持性能を持つ本容器を開発しました。常
温で長期保存可能な野菜飲料の紙パック飲料容器とし
て初めて、牛乳などの紙パックと同じリサイクルの仕組
みを利用することが可能となり、環境負荷の低減につな
がるものとして評価されました。

「カーボンフットプリントを活用した
カーボン・オフセット」の普及に向けた取り組み
製品やサービスの原材料調達から、廃棄・リサイクルに
至るまでのライフサイクルを通じて排出される温室効果
ガスの排出量をCO2に換算して、わかりやすく表示する
「カーボンフットプリント」と、排出した温室効果ガスのう
ち、削減が困難な部分の排出量の全部または一部を、ほ
かの場所で排出削減・吸収された量で埋め合わせをする
「カーボン・オフセット」をワンストップで実施するサービ
スを、顧客企業に提供しています。また、トッパンが発行
する印刷物にも活用しています。

http://www.toppan.co.jp/ud/
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■ トッパンユニバーサルデザイン7原則

■ カーボンフットプリントとカーボン・オフセットの仕組み

1.  さまざまな人々の身体・知覚特性に対応しやすくなっている。
2.  視覚・聴覚・触覚など複数（多重）の方法により、わかりやすくコミュニ 
ケーションできる。

3.  直感的にわかりやすく、心理的負担が少なく操作・利用できる。
4.  より少ない力での取り扱いや、移動・接近が容易など、身体的負担 
が少なく操作・利用できる。

5.  素材・構造・機能・手順・環境などへの配慮があり、安全に利用できる。
6.  適正な価格での提供、社会への充分な供給が可能である。
7.  心地よさ・楽しさ・美しさなどへの配慮があり、感性に響く魅力が感じら
れる。

 
2001年制定　2010年4月改定

ユニバーサルマナー検定の講義 ムスリムによるモニター調査 「充実野菜」200mlパック
（アルミレス紙パック飲料容器）

カーボンフットプリント

SHOP

① 原材料調達段階 ② 生産段階 ③ 流通段階

TOPPAN

④ 使用・維持管理段階 ⑤ 廃棄・リサイクル段階

ライフサイクル全体（①～⑤）のCO2

排出量を算出して印刷物に表示

パンフレット

パンフレット リサイクル
BOX

排出した温室効果ガスのうち、削減が困難な部分の排出量の全部または一部を、
ほかの場所で排出削減・吸収された量で埋め合わせ（オフセット）

カーボン・オフセット
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