消費者課題
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

消費者保護のための個人情報保護
トッパンでは、多様化する個人情報の取り扱いに対し、
漏えい・流出事故防止を強化するため、個人情報の取り

づくりへの取り組みを「総合品質保証」
と定義し、品質向

扱いを、厳格な基準による認定監査をクリアしたセキュリ

上と製品の安全管理に取り組んでいます。

ティエリアのみに限定しています。また業務設計や品質
保証面においても安全管理を徹底し、仕組みと工程の両

■ 製品安全

面から安心・安全な個人情報の管理に努めています。

「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

■ 個人情報取り扱いの監視

り組んでいます。
また、製品の安全管理を支えるため、全

2016年度はセキュリティエリアを73エリアに拡大しま

事業所で品質マネジメントシステム（ISO9001）の継続

した。監査基準にマイナンバー対応項目を追加し、
トッパ

的改善を推進。このため、内部監査員養成研修を開催

ングループのマイナンバーを取り扱う2拠点に対しても本

し、2016年度は220名が参加しました。

監査を実施しています。監査に加えて日常的な点検にお
いても、各種の操作ログ（記録）
を作業者ごとに時系列に

■ 食品関連事業における製造認定許可制度

再編集し、異常行為の検出を日々行っています。

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

■ サイバー攻撃からの個人情報保護

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

TOPPAN-CERT ※ およびウイルス対策活動チームと

を許可する認定許可制度を採用しています。2016年度は

いう2つの専門組織を持ち、ICTセキュリティ対策の強化

社内外の16事業所の監査を実施しました。

を図っています。2016年度は、標的型攻撃メールに対す
る訓練をグループ全体に拡大し、セキュリティ意識の向上

■ 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

と、適切な初動対応の定着を図っています。
※ CERT：Computer Emergency Response Team

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、

情報セキュリティ管理の重要性を伝えるため、対面式
の集合教育にこだわり周知徹底に努めています。
そのほかにも、2016年度は、一部施行が開始した改

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

正個人情報保護法についてトッパンにおける課題を整理

トレーニングの強化などを行っています。

し、関係者に対しての勉強会を実施しました。

■ 製品含有化学物質管理

■ お客さまの企業価値向上を目指すBPOソリューション

原材料調達から製品出荷まで、全工程にわたる各種禁

トッパンは、企業･自治体を中心とするお客さまの事務

止・規制化学物質に対する管理を行い、製品安全管理の

局業務やコンタクトセンターなど、個人情報の取り扱い

より一層の推進を図っています。
また、お客さまのグリー

を含む幅広い範囲で業務を代行するBPO（ビジネス・プ

ン調達基準の遵守はもちろん、各事業分野の製品に対応

ロセス・アウトソーシング）事業を推進しています。2016

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

年度は、次世代型BPOソリューションのコア拠点として

製品含有化学物質管理に取り組んでいます。
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■ 社内教育の徹底
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「BPOスクエア朝霞」
を設立しました。

■ 製品の安全管理についての 基本理念

■ 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
（2017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

北海道（4エリア）

関西（14エリア）

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。

中四国（3エリア）

東北（5エリア）

九州（2エリア）

■ 食品充填事業にかかわる監査

関東（43エリア）

監査項目

中部（2エリア）

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

■ 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（2017年3月31日現在）

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

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）

トレーサビリティ

※2001年12月より認証取得していた「TOPICAのサーバホスティングサービス」は、

フードディフェンス

2017年2月17日に本認証に統合されました。

教育・訓練

●

仕組みの維持管理

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

●（株）
トッパングラフィックコミュニケーションズ（関西制作本部）

監査対象事業所

● 凸版印刷
（株）東日本事業本部

食品充填事業
製造子会社

●（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、

4事業所

生産委託先

12事業所

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

■ BPO拠点の全国展開
ウイルス対策
活動チーム

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

●

情報
交換
連携

羽村

（東京）

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

広島

● ウイルスインシデント
・

滝野

（兵庫）

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
サイバー攻撃

お客さま向け
システム

札幌

大阪

仙台
名古屋

ウイルス

トッパングループICT環境
社内システム

坂戸

（埼玉）

BPO
スクエア
朝霞

福岡

ウイルス対策ソフトに
よる問題への対応

社外のCIRT組織と
の情報交換・連携

本所

（東京）

消費者課題

■ サイバー攻撃からの個人情報保護

工場
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ユニバーサルデザインの取り組み
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

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。

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 のひとつです。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

■ 使用後の解体が容易な紙パック容器
「EP-PAKオルカット」の開発

バーサルデザイン7原則」を制定し、わかりやすさ・使い

トッパンが開発した使用後の解体が容易な紙パック容

やすさなどの機能性への配慮に加え、
カスタマイズの思

器「EP-PAKオルカット」で、第13回エコプロダクツ大賞

想や感性への配慮も重視した活動を行っています。

の「エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞」
を受賞しまし

http://www.toppan.co.jp/ud/

た。
「EP-PAK」はトッパンの開発した口栓付き紙パック
で、内容物の保護性に優れ、常温での長期保管が可能で

■ 具体的な取り組み
トッパンは、2015年度から株式会社ミライロ（以下ミ

す。
しかし、内容物の品質保持のため、容器が堅牢でシー

ライロ）
と業務提携し、
「ユニバーサルマナー検定」の代理

ル部も強固に接着されており、使用済み容器を分別廃棄

店販売と、障がい者や高齢者の視点に立った製品・サー

しやすくするというリサイクル面での課題がありました。

ビス開発のコンサルティング業務の提供を行っています。

「EP-PAKオルカット」は、従来の「EP-PAK」の特長は

トッパンでは、この「ユニバーサルマナー検定」の3級・2

そのままに、口栓のついた頭部にミシン目加工を加える

級の合格者が2017年4月までに合わせて280名を超え

ことで、前後に折り曲げて手で引き裂いて分離できるた

ました。2016年8月には、
ミライロの垣内社長を招き、社

め、液体用の紙製容器としてのリサイクル適性が向上し、

員向けに「バリアバリューから未来を創る〜ユニバーサ

これからの持続可能社会を意識した製品である点が評

ルデザインが生み出す4,000万人の市場」
と題したセミ

価されました。

ナーを開催しました。
また、お客さまへの出張展示会にお
いても同様のセミナーを開催し、ユニバーサルマナーの

■ イベントでのCO₂排出量算定とカーボン・オフセット

重要性についての啓発活動を進めました。今後は啓発活

申請代行による地球温暖化防止活動への貢献

動とともにこのような視点に立った提案、モノづくりを社
会に提供していくことに努めていきます。

トプリントの算定手法による、CO₂排出量の算定および

また、エスビー食品株式会社（以下エスビー食品）、
トッ

カーボン・オフセット申請の受託範囲をイベントにまで拡

パン、PIJIN株式会社（以下PIJIN）の3社は、エスビー

大しました。イベントの算定においては、算定が困難とさ

食品が販売するチューブ入り香辛料「名匠シリーズ」で、

れる参加者の移動に関するCO₂排出量についても、独自

公益財団法人日本包装技術協会が主催する
「第41回木

の手法を構築して対応しています。
このサービスはお客さ

下賞包装技術賞」
を受賞しました。同商品にはトッパンと

まへの提供前にモデルケースとして、自社の社員向けの

PIJINが提供する多言語対応パッケージを採用。外箱に

教育イベントで実施しています。
カーボン・オフセットには

印字されたQRコード をスマートフォンで読み取ると、
ス

復興支援の意味も込めて、熊本県県有林の森林吸収クレ

マートフォンの設定言語を自動で認識し、英語、中国語、

ジットを用いました。こうした活動により、印刷物に限ら

韓 国 語 、日 本 語で 商品 の 特 徴を表示することができ、

ず様々な形での地球温暖化防止活動へ貢献しています。

※

パッケージを通じた多言語による伝統的な和食文化の

2016年度は、上記イベントのほか製品・サービスでの実

情報発信が可能である点が評価され、受賞につながりま

績を合わせ、
カーボンフットプリントのCO₂排出量算定14

した。

件、
およびカーボン・オフセットの申請を8件実施しました。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの商標登録です。
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これまでに行ってきた製品やサービスのカーボンフッ
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■ トッパンユニバーサルデザイン7原則
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

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


が少なく操作・利用できる。

れる。

2001年制定 2010年4月改定

ハサミ不要！
手で分離できる
ユニバーサルマナー検定 高齢者疑似体験

チューブ入り香辛料「名匠シリーズ」の
多言語対応パッケージ

EP-PAKオルカット

■ 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

カーボンフットプリント

パンフレット

消費者課題

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

SHOP
リサイクル
BOX

パンフレット

① 原材料調達段階

② 生産段階

③ 流通段階

④ 使用・維持管理段階

⑤ 廃棄・リサイクル段階

カーボン・オフセット
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）
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