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■ 環境活動における4つの活動領域
トッパンでは、環境保全活動の基本理念として「トッパ

ングループ地球環境宣言」を定め、積極的に環境保全の
取り組みを行っています。

トッパンの環境活動では「環境マネジメント活動」「エ
コガード活動」「エコクリエイティブ活動」「環境コミュニ
ケーション活動」の4つの活動領域を設けています。さら
に、自社の環境負荷低減に取り組むエコガード活動を確
実に推進するために「地球温暖化防止細則」「循環型社
会形成細則」「化学物質管理細則」「公害防止細則」「生
物多様性細則」の5つの細則を定め、各分野で環境保全
活動に取り組んでいます。

■ 環境マネジメントシステムの運用
トッパンでは、環境管理規程に基づいて環境マネジメ

ントシステムを構築・運用しています。
国内グループ会社58事業所は「エコガード実行計画

書」に基づいて目標達成に向けた環境活動を実施してお
り、実績は統括組織であるエコロジーセンターが集約し、
評価・検証の結果を取締役会などで報告しています。そし

トッパングループ地球環境宣言

私たちは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者全員が、 
未来を見据えた地球環境の保全に配慮した企業活動を通じて、 
持続可能な社会の実現に努めます。

基本方針
1.  私たちは、環境に関する全ての法令及び社内規程を遵守します。
2.  私たちは、地球の未来のために、限りある資源の有効活用と、

あらゆる環境負荷の低減に努めます。
3.  私たちは、先見性をもって環境に配慮した製品の開発と普及を促

進し、お客さまの環境活動に貢献します。
4.  私たちは、社内外の広範な人びとと環境に関するコミュニケーショ

ンの活性化を図り、相互理解に努めます。
5.  私たちは、国際社会における企業活動においても、環境保全に積

極的に取り組みます。
1992年4月制定 
2009年4月改定

て、改善すべき事項は全社へ展開することで、継続的な
改善を図っています。

環境監査はISO14001認証機関によるシステム監査、
エコロジーセンターによる社内環境監査、各事業所によ
る内部環境監査の3段階で実施しており、2016年度はシ
ステム監査を39システム、社内環境監査を58事業所で
実施し、改善指摘事項への対応を行いました。

■ 環境リテラシーの向上
環境に関する社会の動向や、各年度における環境活動

の重点項目などを踏まえ、環境リテラシー向上に向けた
施策を充実させています。

2016年度は階層別研修、選択研修、内部監査員研修、
全社員を対象としたeラーニングを実施しました。階層別
教育では、集合研修を継続実施したほか、eラーニングを
活用し、営業部門に対してはエコクリエイティブ活動の教
育を継続実施しました。

■ Scope3の算定
トッパンでは、温室効果ガス排出量割合の高いカテゴ

リーを可視化し、削減の優先度を判断するための目安に
する目的で、2016年度のScope3を算定しました。その
結果、トッパンが購入した製品の製造（カテゴリ1）やそれ
らの輸送（カテゴリ4およびカテゴリ9）、トッパンが販売
した後の製品の廃棄（カテゴリ12）など、原材料使用量
に起因する排出量割合が高いことがわかりました。

今後も、バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量
を継続的に把握・評価し、各製品のライフサイクルと生産
工程に応じた環境負荷の低減に取り組んでいきます。

■ 2020年環境目標の見直し
2020年度中長期環境目標は、重点的な取り組みの推

進により、CO2排出量の2008年度比20％削減する目標
および廃棄物最終埋立量の2008年度比87％削減する
目標を5年前倒しで達成しました。そのため、CO2排出量
は2008年度比30％削減を目指す新目標を、また廃棄物
最終埋立量は2008年度比95％削減を目指す新目標を
設定しています。

トッパンの環境活動

環境マネジメント活動

環境
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■ 2016年度環境目標・実績・評価と2017年度環境目標

環境目標 管理項目
2016年度 2017年度 

環境目標環境目標 実績 達成率 評価

❶ 地球温暖化 
　 防止  ● CO₂排出量の削減 ● CO₂排出量 550千t 561千t 98.1％ B 550千t

❷ 循環型社会 
　 形成への対応  ● 廃棄物最終埋立量の削減 ● 廃棄物最終埋立量 130t 97t 125.6％ S 100t

❸ 大気環境保全  ● VOC大気排出量削減 ● VOC大気排出量 3,400t 3,403t 99.9％ B 3,200t

評価基準　S……目標を大幅に上回る成果があった（達成率％≧105）　A……目標を達成できた（100≦達成率％＜105）
　　　　　B……積極的に取り組んでいるが目標には至らなかった（70≦達成率％＜100）　C……取り組みが不充分（達成率％＜70）
達成率　   200−（実績値/目標値）×100［％］

■ Scope3の算定 ■ Scope1〜3の
　 温室効果ガス排出量

■ 2020年度中長期環境目標

Scope2

Scope3

● 他者から
　供給される電気の使用
● 他者から供給される
　熱の使用

● 原材料の採掘

調達先事業者など調達先事業者など
● 原材料などの製造

Scope1
自社

製品・商品の使用者
 
製品・商品の使用者
● 製品・商品の使用

● 原材料などの輸送

● 製品・商品の輸送

● 通勤
● 営業・出張

● 製品・商品の廃棄

● 燃料の燃焼
● 工業プロセスからの排出

環
境

Scope2
345千t

Scope1
209千t

Scope3
3,826千t

2015年度

※カテゴリ2、3、5、6、7、8

2016年度

カテゴリ1

カテゴリ12

その他の
カテゴリ※

カテゴリ9

カテゴリ4

3,878千t

355千t

206千t

●  CO₂排出量を 
2008年度比　30％削減 

（751千t→530千t：▲221千t）

●  廃棄物最終埋立量を 
2008年度比　95％削減 

（1,584t→80t：▲1,504t）

●   VOC大気排出量を 
2008年度比　70%削減 

（7,326t→2,198t：▲5,128t）

❶ 地球温暖化防止 ❷ 循環型社会形成への対応 ❸ 大気環境保全

環境
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トッパンでは、事業活動による環境影響を把握するた
め、ライフサイクルアセスメント（LCA）のひとつである
LIME手法※を用いて、事業活動によるINPUTおよび
OUTPUTの環境負荷を環境影響というひとつの指標
に統合しています。

この評価を実施することで、事業活動全体が環境へ与
える影響を把握し、それを中長期環境目標の策定や施策
の効果確認に活かしています。継続的なエコガード活動の
結果、環境影響は毎年減少しており、2016年度は2006年
度と比較して42%減少しました。

また、第13回LCA日本フォーラム表彰において「LCA
日本フォーラム奨励賞」を受賞しました。LCAフォーラム
表彰は、積極的にLCAを利用して環境負荷削減に取り
組む企業、組織、研究者を表彰するもので、トッパンは
2012年度の会長賞に続いて2度目の受賞となります。

「LIME手法による事業活動全体の評価と環境活動が
充実しており、その効果も確実に現れている点」、「10年

という長期にわたる取り組みで、環境影響を大きく削減
した成果を得て、さらに積極的に結果を公表している活
動」、「ウォーターフットプリントも取り入れた積極的な環
境影響評価への取り組みと新設工場の評価や間伐材の
利用価値を高める点」などが評価されました。

■ 地球温暖化防止と省エネルギー
地球温暖化防止のために、CO2排出総量の削減に取

り組んでいます。
2016年度は、全国デマンド監視システムを用い、夏季

のピーク抑制対策を実施、さらに1月以降は本社設定の
電力デマンド目標値による通年管理を行い、節電を推進
しています。また、不要不急電力の削減を目的に、長期休
暇期間における常時連続稼働機器の停止徹底や、電力
を使用する側と電力を供給する側の能力との不均衡是
正対応も推進しました。

そのほか、埼玉県の嵐山工場においてエア配管の再
構築を実施し、大きな省エネ効果が得られました。

しかし、これらの取り組みを推進したものの生産増加の
影響で、2016年度の目標であるCO₂排出量550千トンに
対し、排出実績は561千トンとなりました。今後は確実な目
標達成に向け、さらに省エネ活動を強化していきます。

■ 物流における輸送の効率化
トッパングループの物流機能を担う凸版物流（株）で

は、荷主であるグループ会社各社と連携し、車両のエネ
ルギー消費原単位の改善とCO2排出量削減に取り組ん
でいます。

2016年度のエネルギー消費原単位は、58.73kL/
百万トンキロで前年度比0.2％減となり、各年度のエネ
ルギー消費原単位を前年度比で1％削減する省エネ法
に対して未達となりました。また、CO₂排出量は34,611
トンで、2015年度比で3.2％増加となりました。

2017年度も輸送の適正化を図り、輸送効率のさらな
る改善を進め、目標達成を目指します。

（注）　 全事業分野で動力・空調の電力、熱源用の都市ガスのエネルギー消
費による地球温暖化への影響が大きく、生活・産業事業分野では、
VOCの大気排出による光化学オキシダントの影響が大きくなってい
ます。これらの項目は中長期環境目標の項目に設定し、改善に向けて
取り組んでいます。

※  LIME手法：日本の環境条件を基礎として開発された日本版被害算定
型環境影響評価手法。影響領域を通じて発生する被害量を人間健康や
生物多様性などの保護対象ごとに求め、これを基礎として複数の事象
の環境影響をひとつの指標に統合する。
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■ 事業分野別環境影響の内訳

エコガード活動

トッパンの環境負荷と環境影響
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■ 国内における事業分野別の主な環境負荷（INPUT/OUTPUTデータ）

■ CO2 排出量の推移

INPUT
原材料投入量

エレクトロニクス
25,661（2.1％）

計 1,244,854（単位：t）

情報コミュニケーション
714,652（57.4％）
生活・産業
504,542（40.5％）

非生産事業所
0（0％）

総エネルギー使用量

エレクトロニクス
3,490（27.2％）

計 12,842（単位：千GJ）

情報コミュニケーション
3,209（25.0％）

生活・産業
5,527（43.0％）

非生産事業所
616（4.8％）

総水使用量

エレクトロニクス
4,029（60.1％）

計 6,699（単位：千㎥）

情報コミュニケーション
775（11.6％）

生活・産業
1,557（23.2％）

非生産事業所
338（5.1％）

PRTR総取扱量

エレクトロニクス
2,083（47.1％）

計 4,424（単位：t）

情報コミュニケーション
398（9.0％）

生活・産業
1,942（43.9％）

非生産事業所
2（0.0％）

OUTPUT
廃棄物総排出量

エレクトロニクス
16,731（7.4％）

計 227,573（単位：t）

情報コミュニケーション
106,025（46.6％）

生活・産業
101,011（44.4％）

非生産事業所
3,806（1.7％）

CO2排出量

エレクトロニクス
140,285（25.0％）

計 560,530（単位：t-CO2）

情報コミュニケーション
135,896（24.2％）

生活・産業
259,470（46.3％）

非生産事業所
24,879（4.4％）

総排水量

エレクトロニクス
3,525（68.9％）

計 5,119（単位：千㎥）

情報コミュニケーション
420（8.2％）

生活・産業
872（17.0％）

非生産事業所
302（5.9％）

PRTR総排出量

エレクトロニクス
2（1.3％）

計 142（単位：t）

情報コミュニケーション
28（19.6％）
生活・産業
111（78.7％）

非生産事業所
0（0.4％）

（注） ●  燃料使用に伴うエネルギー使用量は「エネルギー使用の合理化に関する法律」の平成12年度改正時の係数を使用して算出。電気使用に伴うエネル
ギー投入量は一律0.00983GJ/kWhで算出。原材料投入量の集計方法は一部生産額に基づく推定値により算出。

 ● 本レポートの「廃棄物」には、事業活動に伴って発生し、不要となった産業廃棄物のほか、資源として売却・譲渡したものを含みます。  
 ● 総エネルギー使用量は、電気と熱のエネルギー使用量合算です。
 ● 小数点以下の数値の影響により、合計値が個々の数値の合計と一致しない場合があります。
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593 （注）　 CO2排出量は、環境省の「事業者からの温室効果ガス排出量算定方法
ガイドライン（平成15年）」に基づき算出しています。ただし、電気使用
に伴うCO2排出量は、一律0.378t-CO2/千kWhで算出しています。  
2016年度のCO2排出量を「特定排出者の事業活動に伴う温室効果
ガスの排出量の算定に関する省令」（最終改正平成27年4月30日）
に基づいて実排出係数で算出した場合、685,303t-CO2となります。

高天井LED照明の導入（幸手工場）LCAフォーラム エア配管の再構築（嵐山工場）

環
境
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■ 循環型社会形成
限りある資源の有効活用のために、廃棄物の排出量

削減、再資源化、適正処理を実施しています。
トッパンの廃棄物は、情報コミュニケーションと生活・

産業の事業分野を中心とした事業所から出る紙くずが最
も多く、総排出量の73.3%を占めます。生活・産業事業分
野の廃プラスチック類、エレクトロニクス事業分野の廃酸
がこれに続きます。紙くずは再生紙へ、廃プラスチックは
分別や複合素材のペレット化などマテリアルリサイクル
率の向上に努め、廃酸は社内で減容化処理を行っていま
す。その結果、2016年度の最終埋立量は97トンとなりま
した。

今後も、廃棄物排出量の抑制に努めるとともに、リサ
イクルの推進に取り組みます。

■ 汚染予防の取り組み
各事業所のエコガード推進委員会では、法規制値より

も厳しい自主基準値を設定し、これを遵守することで、環
境負荷の低減と汚染の未然防止に取り組んでいます。

大気汚染防止のため、ボイラーなどのばい煙を発生す
る設備では、適正に燃焼が起きる条件下での運転を行っ
ています。また、大気汚染防止法の規制対象設備につい
ては、回収装置で回収した有機溶剤の再使用や、燃焼装
置の適正管理による排ガス処理効率の向上に努め、トル
エン大気排出量はほぼ横ばいとなりましたが、VOC大
気排出量は減少しました。

水質汚染の防止については、事業所ごとに水の使用
量や汚染状況に応じた排水処理施設を設置しています。
排水量が多いエレクトロニクス事業分野の事業所では、
排水リサイクルシステムを活用した水の回収・再生によ
り、取水量と排水量の削減に努めています。

また、水質汚濁防止法の規制対象設備は、法に基づく
構造基準の遵守、点検を実施しています。さらに、規制対
象外の設備も含め、劣化状態の確認、更新を行い、薬液
などの漏えいによる地下水汚染の未然防止に取り組ん
でいきます。

■ 化学物質の管理状況
トッパンでは化学物質による環境負荷の低減に向け

て、化学物質の使用量削減に取り組んでいます。具体的

には、PRTR指定化学物質の中から優先的に削減に努
める物質・用途を定め、使用量の削減とより安全な物質
への代替を進めています。これらの取り組みを行ったも
のの、2016年度は生産量の増加の影響により、PRTR
指定化学物質の取扱量は前年度に比べ13%増加しまし
た。

また、各事業所においては化学物質の管理手順を定め
ることで、適切な管理を実施しています。

■ 水リスクへの対応
水資源保全については、排水量の多いエレクトロニク

ス事業分野で、排水リサイクルシステムの運用により使
用した水の回収・再生を行っています。さらに、使用量の
モニタリングはオフィスビルや厚生施設・食堂などでも
実施することで、取水量、排水量の削減に努めています。
その結果、2016年度の取水量の売上高原単位は7.59
㎥／百万円となりました。

■ 環境コンプライアンスへの対応
2016年度は、社内環境データベースを活用して、法

令・条例・協定などで定められている規制値超過のリス
クの把握を行い、リスクが高い項目については事前に
対応をすることで、規制値超過の未然防止を図りまし
た。その結果、2016年度の規制値超過件数は0件でし
た。なお、生産活動で想定される緊急事態への対応訓練
も適宜見直し、環境汚染の予防と未然防止に取り組ん
でいます。

2016年度に寄せられた苦情や問い合わせは3事業所
で合計3件（騒音2件、臭気1件）となり、近隣の方々にご
迷惑をおかけしました。騒音に対しては作業ルールの見
直しを実施し、発生源となる設備の保守・点検も強化しま
した。臭気に対しては除害装置の保守・点検を強化しまし
た。今後も継続して近隣の方々と充分なコミュニケーショ
ンを図りながら、管理の質的向上を推進していきます。
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■ 廃棄物総排出量および最終埋立量の推移

■ リサイクル率/マテリアルリサイクル率の推移

■ 土壌・地下水汚染の浄化状況

■ 再開発に伴う法令条例などへの対応としての土壌汚染対策状況

■ VOC・トルエンの大気排出量推移※1

■ PRTR指定化学物質量の推移※2

※1 日本印刷産業連合会および社団法人情報技術産業協会（ JEITA）基準
に準じた大気排出量を集計。

※2  集計単位が異なるため、対象物質にダイオキシンは含まれません。

※3 2017年3月現在

事業所名 経緯 現在の状況※3

板橋工場（東京都板橋区） 六価クロム・トルエンによる地下水汚染 監視継続
新潟工場（新潟県新発田市） ふっ素およびその化合物による土壌汚染 監視継続

事業所名 対策物質 対策内容 現在の状況※3

伊丹工場(兵庫県伊丹市) 鉛・ふっ素およびその化合物 掘削除去 対策一部完了

2016
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■ 生物多様性保全の取り組み
事業所内生物多様性保全

埼玉県の深谷工場では、2012年度から事業所内の生
物多様性保全活動を特定非営利活動法人樹木・環境ネッ
トワーク協会と協働で行っています。2016年度の活動で
は、各自が森で集めた様々な葉を型紙に、様々な色のス
タンプで輪郭をプリントする「ステンシル手ぬぐい」をつく
り、葉の形の多様性を知りました。10回目の活動となる
冬には、コゲラやシジュウカラ用の巣箱の清掃と昨冬設
置した巣箱の観察をしました。巣箱は約8割の高い利用
率で実際に使われていることがわかりました。

こういった活動が評価され、一般社団法人いきもの共
生事業推進協議会より第1回 ABINC賞優秀賞を受賞
し、記念に利根川水産系のキブシの種苗を深谷工場に植
えました。

愛知県の名古屋事業所では、生物多様性保全活動の
一環として、名古屋事業所内に飛来するアゲハチョウの
産卵場所を確保するため、同じ中部地区の三ヶ日工場が
ある三ヶ日町から取り寄せたみかんの苗木の植樹を行
いました。

事業所外生物多様性保全
北海道では2016年度も、札幌市の旭山記念公園内の

森林で、視覚・聴覚・触覚など、五感を使った森林学習を
行いました。クラフト体験として、森の倒木を切り出し、
バードコールを作成するなど、身近な都市公園でも自然
の豊かさを感じることができました。

埼玉県では、2013年度から埼玉県生態系保護協会の
監修のもと、柳瀬川での学習会を開催しています。水生
生物の採集方法を教わり、箱メガネを用いて、直接、水中
の生き物の観察を行いました。また投網のデモンスト
レーションと代表者による投網体験を行いました。採集し
た水生生物を水槽に入れたミニ水族館では、希少種を含
め約20種を確認することができました。海から離れた河
川にも、海と川を行き来する回遊魚と、行き来しない純水
魚に分けられることを知ることができました。引き続き、
保全活動を全国に広げていきます。

■ 環境配慮型製品の開発と認定
ライフサイクルの5つのステージからなる「トッパン環

境配慮型製品基準」を制定しており、2017年3月末時点
で、87件を環境配慮型製品に認定・登録しています。

さらに、LCAでライフサイクル全体の環境負荷を可視
化した製品や第三者機関に認められた製品を「トップ環
境配慮型製品」に認定・登録しており、2017年3月末時
点で8件となっています。

■ グループ会社における環境関連ビジネス
グループ会社各社においても、社会からの要求に合わ

せた自主基準を定め、環境に配慮した製品の開発・製
造・販売を行っています。

トッパングループにおいて、独自基準を満たした環境
配慮型製品をはじめとする環境関連ビジネスの2016年
度売上高は5,094億円となりました。

■ 「エコプロ2016」への出展
2016年12月に「エコプロ2016」へ出展しました。展示

会の名称がエコプロダクツからエコプロに変わり、トッパ
ンブースでは従来より幅広く、「健康で長生きできる未来
のくらし」、「快適でスマートな未来のまち」、「世界中がつ
ながる未来のくらし」、「資源を大切に使う未来のくらし」
の4つのテーマに基づくコーナーと、VRドームやAR、ス
テージを通じてトッパンがお客さまや団体などとともに
開発・販売・運用に取り組む製品・サービスの紹介を行っ
たり、来場者に体感いただいたりしました。

■ サイトエコレポートの発行
ISO14001認証取得事業所では、地域の自治体や近

隣の方に向けた環境報告書「サイトエコレポート」を発行
しています。2016年度は、49事業所・37レポートを発行
しました。

環境コミュニケーション活動

エコクリエイティブ活動
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柳瀬川でのミニ水族館づくり

ステンシル手ぬぐい作成（深谷工場）

旭山記念公園での森林学習

エコプロ2016

エコプロ2016

植樹した木のアゲハチョウの幼虫（名古屋事業所）

ライフサイクル 
ステージ

トッパン環境配慮型製品基準
大項目 小項目

原材料調達

有害物質の削減 有害物質・揮発性溶剤の削減（使用禁止物質は除く）

リサイクル素材の利用 古紙の利用
リサイクルプラスチックの利用

環境負荷低減材料の利用 エネルギー使用量の削減、水使用量の削減
省資源化への取り組み 材料投入量の削減

持続可能な資源の利用
間伐材、森林認証紙、非木材紙の利用
石油由来材料・鉱物資源の代替
バイオマス資源の有効利用

生産

生産時のエネルギー使用量削減 製品設計・製造プロセスの変更によるエネルギー削減（設備の変更による削減は除く）
再生可能エネルギーの利用 グリーン電力の利用
カーボンオフセットの実施 同左
生産時の水使用量削減 製品設計・製造プロセスの変更による水使用量削減（設備の変更による削減は除く）
生産時の廃棄物削減 廃棄物削減（工場内でのリユースは除く）

流通 輸送効率の向上 積載率向上のための製品設計
輸送手段の適正化 環境負荷低減に寄与した輸送手段の選択

使用
使用時の化学物質放散量削減 製品から放出される恐れのある化学物質の削減
製品の長寿命化の達成 耐久性の向上および機能拡張性の採用による長期使用可能な製品
使用時の環境負荷低減 使用時の消費エネルギー削減、水量削減

廃棄・リサイクル

リユースへの対応 リユース適性の向上
リユースのための易分離・易解体

リサイクルへの対応
リサイクル適性の向上
リサイクルのための易分離・易解体
既存リサイクルルートでのリサイクル可能（古紙回収ルートを除く）

廃棄における環境配慮 廃棄時の有害ガスの発生の低減
生分解性材料の使用 物質が分解して自然界と循環可能な材料（生分解性、光分解性など）

環境配慮の証明 環境負荷の見える化 カーボンフットプリント（CFP）、ライフサイクルアセスメント（LCA）、ウォーターフットプリント（WF）
などの環境フットプリント（EFP）

環境マークの表示 参考例／エコマーク、間伐材マークなど

■ トッパン環境配慮型製品基準

環
境




