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SDGsでは、私たちの社会を持続可能なかたちに変えていくために、
政府や個人、企業などが、それぞれの立場で行動していくことを求められています。
特に企業のソリューション・イノベーションやそれにともなう商品・サービスは、
課題解決に必要なカギの一つであり、さまざまな企業が自分たちのポテンシャルを活かして、
活動に取り組んでいます。
「巻頭インタビュー」では、SDGsの意義や取り組みを考えるためのヒントを、
「トッパンが取り組むSDGsビジネス」では、課題解決へのアプローチを
具体的な実例に触れながらご紹介します。

ビジネス視点から考える
サステナブル

Special Feature
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Robert 
Campbell

Special Interview

ロバート
キャンベルさん

日本文学研究者  早稲田大学特命教授
早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリー）顧問
国文学研究資料館前館長。近世・近代日本文学が専門で、特に19世紀（江戸後期～明治前半）の漢文学と、漢文学
と関連の深い文芸ジャンル、芸術、メディア、思想などに関心を寄せている。テレビでMCやニュース・コメンテー
ター等を務める一方、新聞雑誌連載、書評、ラジオ番組企画・出演など、さまざまなメディアで活躍中。
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創造性のある
一歩進んだ
サステナビリティを
歩もう

世界の中でも、多様な地域だということをご存じでしょうか。
南北に長い地形、黒潮などの海流、気象的な条件の影響で、
渡り鳥や蝶など海を渡ってくる生き物も多く、それにより
さまざまな微生物も日本にもたらされました。江戸時代以前
から酵母菌や納豆菌など菌類の活用が盛んに行われており、
日本の食生活にも大きな影響を及ぼしてきたわけです。例えば、
江戸時代に四つの大きな飢饉がありましたが、発酵食品が発
展し、保存食として人々の命を救ってきました。このように
日本には、どのように自然環境を味方につけていくべきか、
そのうえでどのように生き続けていくべきかという知恵や
知識が、人々が普段気付かないレベルで浸透しているのでは
ないかと、私は考えています。
例えば、お互いが同じ空間で気持ちよく過ごし、安定した

社会空間を持続させるという意味では、マスクを使うという
のも、その一つではないでしょうか。日本ではほとんどの人
が当たり前のようにマスクをし、感染者数を抑制する結果につ
ながったといわれています。こういうことは、1日にしては成
し得ません。何年にもわたる日本の歴史と文化の結果として、
今があるわけです。100年前のスペイン風邪流行のときに、

日本のSDGsに対する意識は、住んでいる地域や職業など、
人によってだいぶ違うとは思いますが、この5年間ぐらいで
大きく変わってきたと感じています。身近なところで、プラス
チックなどごみの分別への意識や、物を買うときもサステナ
ブルな商品かどうかが、消費行動の一つの価値基準になって
きていると思います。
特にこの1～2年、急激に人々の意識を高めたきっかけは、

やはり新型コロナ感染症の流行でしょう。ニューノーマルに
どう対応し、バランスを取りながら社会を持続していくことが
できるか、一人ひとりが考えざるを得なくなりました。それは
SDGsという言葉のもとに考えられたわけではないのですが、
社会の持続性や均衡を意識し、移動、働き方、公共スペース
の使い方など、自分たちの生活を持続させていくために意識
や行動が大きく変わったことは間違いありません。
持続可能な社会に関して言えば、日本は酵母菌の種類が

ニューノーマルへの対応と
日本に根ざした意識や知恵

2030年の達成に向けて、世界共通の目標として掲げられているSDGs。
サステナブルな社会の実現に向けて、私たちはどのように考え、
行動していくべきなのか。日本文学研究者で、日本の文化にも造詣が深い、
ロバート キャンベルさんにお話を伺いました。
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初めて世界中がマスクをしましたが、その後、習慣として定着
したのは日本だけです。
しかも、皆さんさりげなく個性を表現するアイテムとして
マスクを楽しんだりしています。まるで江戸時代の人々が
江戸小紋を楽しんだように。江戸小紋は、一見どんな模様が
入ってるか気付かないくらいにさりげなく、でもとても素晴
らしい模様です。江戸小紋にしてもマスクにしても、人々は
一つの安定した社会を運用しながら、その範囲内で、自分の
個性や意識を表現している。それは少なくとも、欧米の個人
主義、現在の消費社会のあり方とは異なります。
個人の主張を保ちながら周囲に迷惑をかけない、調和を取る

というのが日本人の大きな特徴の一つではないでしょうか。
しかし、それがイノベーションや社会課題の解決につな
がっているかというと、一概にはいえません。実際のところ、
SDGsの取り組みが思うように進んでいない項目も少なくあ
りません。例えば、ジェンダー格差の問題では、日本は先進
国の中で、組織内の管理職の女性の割合が圧倒的に少ないこ
とを、皆さんはよくご存じでしょう。女性に限らず性的マイ
ノリティに関しても同じことがいえます。差別により、さま
ざまな手当を受けられない、税制上の権利を行使できないと
いうことが、働き手としての職場へのコミットを妨げ、離職
率を上げているというのは、もうはっきりしていることです。
これらのことは、日本の社会の大きな損失といえるでしょう。
こうした課題を解消するためには、配偶者控除の撤廃など、
社会の仕組みについて議論を深め、着実に改革していく必要
があります。

SDGsの目標達成のためには、コミュニケーションのあり方
を考え直してみる必要もあると、私は思っています。社会課
題の解決は人々が共通認識を持つことから始まるからです。
人種やジェンダーなどの違いを超えた公平で平等な風通しの
良いコミュニケーションが、解決への第一歩になるのではな
いでしょうか。
一例として、体験談をご紹介しましょう。私が所属していた
組織でも「日本流の会議」が行われていました。広い会議室の
奥にある「お誕生日席」に上席の人間が座り、その左右に近い
ところから役職順に並びます。顔もはっきり見えないくらい
の遠い席に、現場の人たちが座っていました。つまり、現場
にいて「問題は何か」「どうすれば問題を解決できるのか」を
よく知る人たちが、遠くに座っていたわけです。そして、離れ
るほどに年齢が若くなり、女性が多い傾向にありました。
しかし、私たちはコロナ禍をきっかけに、まったく異なる
方法を採用せざるを得なくなりました。Web会議ツールなど
を使ってリモート会議をすることになったのです。慣れるま
ではいろいろと大変でしたが、やってみたらいくつもの感動
的な発見がありました。リモート会議では、誰もが画面上に
同じ大きさ、名前付きで表示され、発言するたびに表示も入
れ替わります。全員が等距離になって、年功序列の席の形式
が消滅したのです。すごく面白い現象だなと感じました。

ロバートさんが顧問
を務められている早
稲田大学国際文学館
（村上春樹ライブラ
リー）でお話を伺いま
した。

公平なコミュニケーションが
課題解決の一歩につながる
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その結果、会議中に「〇〇さん、あの件についてはどうすれ
ばよいと思いますか」と、誰もが互いに声を掛け合えるように
なりました。以前はその人たちの直属の上司を通さないと、直接
語りかけることさえできませんでした。質問を投げかけても、
上司の顔色をうかがって答えを言うのをためらったり……。
それが、リモート会議になったことで直接話せるようになり、
声が拾いやすくなりました。それを1カ月ぐらい続けていたら、
職場の問題点の共通認識が深まり、改善方法や目指すべき
方向性が隅々にまで届くようになりました。場所や空間、
格差、差別に束縛されない新しいコミュニケーション方法は、
効率よく人々の相互認知を高めていくことにつながる気がして
います。このような従来のやり方にとらわれない新しい技術の
活用は、SDGsの問題解決につながる一つの手段になるのでは
ないでしょうか。

SDGsの大切なキーワードである「サステナビリティ」に
ついても考えてみましょう。持続可能な社会は、均衡が保た
れている状態にあるわけですが、持続するにしてもいろい
ろなかたちがあり得ます。先進国の一つである日本は、ただ
単に持続するのではなく、創造的な持続性というものを率先
して実現すること、模索しながらでもそれを世界に発信して
いく義務があるのではないでしょうか。
つまり、「生み出しながら持続する」ことがとても大切です。
実は伝統工芸などの分野では、かなり成功例が出てきています。
例えば織物業です。愛知県の尾張や新潟県の小千谷地方は
絹織物の有名な産地ですが、伝統を守りながら、織り方を工夫
したり、新たな商品を考えたりして、今の消費者に合ったもの
を作り続けています。日本酒もそうですね。イノベーションな
ど新たな技術を取り込みながら、日本の伝統的な製造手法を
維持しているわけです。技術伝承のやり方など、人材育成面
においても、従来の閉ざされたやり方から、大きく変わりつつ
あるようです。自分たちの一番大事な部分を守りながら、変え
るべき部分は柔軟に変えていく。こうした姿勢は、私たち一人
ひとりがSDGsに取り組むうえでも参考になると思います。
私の知人で、ワイン醸造家がいます。山梨県北杜市の歴史

あるワイナリーの4代目社主の娘さんで、ボルドーで長く
勉強し、帰国後、自分で新しくぶどう畑から作った方です。
彼女は今年、畑で発生した微生物がぶどうの皮に付着する

ことでできた“土着酵母”を使って新たなワインを作ることにも

成功しました。酵母菌から作るのはとても手間がかかること
ですし、リスクが高いことなのですが、これは、非常に創造
的な試みであったといえるでしょう。「サステナビリティ」と
いうと、資源を無駄にしない、ロスがないようにする、節約
するといった言葉が思い浮かびます。もちろん、それはそれで
大切なことなのですが、SDGsを考えるときは、例えばこの
ワイナリーのように、もう一歩前進したクリエイティブな発想
が、非常に大事なのではないかと思います。
今後、企業のそうした視点が人々の消費行動に大きな影響

を与えるのは確かで、そうした変革はすでに世界中で起きて
います。例えば有名な高級ファッションブランドも、自分た
ちは新しい技術を使い、汚染しない方法で革を染めている
ということを、ブランディングの中にどんどん打ち出してき
ています。SDGsという言葉を使ってはいませんが、世界中
の人々から「SDGsに積極的に取り組んでいるブランドだ」と
認識が浸透し、「環境に配慮しながらすてきな生活をしていく」
というストーリーが、ブランドの中に確立するわけです。
SDGsは、なかなか自分ごと化しにくい部分がありますが、
企業がそうしたストーリーを発信していくことで、一人ひとり
の心に影響を与え、人々の考えや行動変容につながるのでは
ないでしょうか。そのことが、企業がSDGs活動に積極的に
関わるべき一つの理由であるかもしれません。

創造的なストーリーが
行動変容につながるきっかけに

ロバート キャンベルさん編著
『日本古典と感染症』を
サイン入りで5名様に
プレゼント！
簡単なアンケートに
お答えください▶

※ 応募期間：2022年2月7日（月）～3月31日（木）
※ 当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

KADOKAWA
角川ソフィア文庫
『日本古典と感染症』
編著者：ロバート キャンベル
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SDGsとは持続可能な社会をつくるために取り組むべき、世界
共通の目標です。
国連に加盟する193か国により2015年9月に全会一致で採択さ
れました。2030年までの15年間で達成すべき17の目標と、
目標にひも付いた169のターゲットが設定されています。目標
達成を目指して、国や企業、自治体、個人ができることを、それ
ぞれの裁量で積極的に取り組んでいくことが求められています。

“誰ひとり取り残さない社会”を目指す
世界共通の目標です。

サステナビリティへの関わりは、私たちの身近なところでも。

レジ袋の有料化 フードバンクの普及

SDGsって、なんだっけ？

SDGsってよく聞くけど、自分たちにどんな関わりがある？

＼ 2030年に達成すべき17の目標がこちら ／

17のSDGsの目標では幅広い社会的課題を扱っていますが、どのようにその問題に取り組むかを一人ひとりそれぞれ
できることに落とし込んで考えていく必要があります。私たちの身近なところにもさまざまな課題があります。
そして、一つの取り組みが複数の課題解決につながるアプローチも存在します。

世界的に進む脱プラスチックへの取り組み。
日本でも法改正により2020年7月から全国
でレジ袋の有料化の取り組みが始まりまし
た。この取り組みは、リユースバックの普及・
所持を促すなど、私たちの行動やライフス
タイルに影響を与えています。

食品製造や販売で生じた余剰分の食料を収
集して、児童福祉施設などへ支給するフー
ドバンクの活動が日本でも広がっています。
支援先の施設では食費をほかの活動にかか
る資金に回すことができるようになります。

プラスチックごみが海洋投棄される原因の抑制だけでなく、レジ袋
削減は原料となる石油資源やCO2排出量の削減にもつながります。

福祉活動として、貧困・格差の問題に応えるとともに、食品ロス削
減の取り組みにもなっています。

メイン
アクション

メイン
アクション

同時達成
可能

もっと知ろう、    SDGs

同時達成
可能
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目標の中には、進捗状況が遅れている項目もあります。

SDGsは重要課題でもあり、チャンスにもなり得ます。

■ SDGsにおける日本の評価と進捗状況（2021年）

日本における目標の進捗状況は？

SDGsの目標達成のためには、国や個人だけでなく、企業による取り組みを広げていくことが不可欠です。
SDGsは企業にとって、新たなビジネスチャンスや企業のブランドイメージ向上、社会や投資機関からの信頼獲得
につながるなど、多様な効果が期待できる重要なテーマとなっています。

目標達成のために自社の技術やリ
ソース、ネットワークを活かし、
その企業だからできる施策やビジ
ネスを生み出すことで、社会に新
たな価値を生み出せるチャンスにな
り得ます。また、SDGsは全世界で
共通の目標として認知されているた
め、外部のパートナーと連携したイ
ノベーション創出も期待できます。

近年、さまざまなメディアがSDGs
に注目しており、環境や社会、人権
に配慮した「エシカル消費」に興味・
関心を持つ層も増えつつあります。
また、対外的なブランディングだ
けでなく、社員のエンゲージメント
向上やリクルーティングでも、今後
重要な要素になると考えられます。

企業がSDGsに取り組む理由は？

企業の活動は、地域や社会、環境
と密接に関わっています。広い視野
を持ちステークホルダーとの共存
を考えることは、事業の継続性を
保つうえで欠かせない視点となっ
ています。また、近年ではESG投
資が注目を集めており、事業基盤
をより強くしていくためにも、重
要なポイントとなっています。

参考：Sustainable Development Report 2021

持続可能な開発ソリューション・ネットワーク（SDSN）が
公表しているSDGs達成度を調査したレポート「Sustainable 
Development Report」によると、日本のSDGsの取り組みの
2021年のスコアは世界で18位。17の目標の進捗状況を見ると、
5「ジェンダー平等を実現しよう」、13「気候変動に具体的な
対策を」、14「海の豊かさを守ろう」、15「陸の豊かさも守ろう」、
17「パートナーシップで目標を達成しよう」の五つの目標に
対して、主要な課題が残っていると評価されています。

SDGs取り組みのスコア 特に進捗が遅れている目標

もっと知ろう、    SDGs SDGsが国連サミットで採択されてから6年が経ち、さま
ざまなメディアで取り上げられるようになりました。SDGs
という言葉の認知度は上がっていますが、内容については
どうでしょうか。このページではSDGsに関する基礎情報や、
企業が取り組む理由など、ポイントをまとめました。

新たなビジネスの
可能性がある

CHANCE

1 企業の価値向上に
つながる

CHANCE

2 事業の基盤を
築いていく

CHANCE

3

1位 フィンランド
2位 スウェーデン
3位 デンマーク

18位 日本
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食品ロス削減による飢餓撲滅への貢献

革新的なデジタル技術による健康への貢献

ハードルのない教育環境の創造

トッパンが
取り組む
SDGs
ビジネス

もっと知ろう、SDGs
サーキュラーエコノミーの実現

エコプロダクツ・ソリューションの拡大

脱炭素社会の実現

― 

注
力
す
べ
き
分
野 

―

― 

注
力
す
べ
き
分
野 

―

― 

注
力
す
べ
き
分
野 

―

私らしく生きられる安全な社会の創造

文化を「魅せる・未来に残す」への貢献

地域に暮らす人々の生活の質向上への貢献

サステナブ   ルな地球環境

安全安心で   豊かなまちづくり

心と身体の   豊かさと人の
エンパワー   メント

ビジネスアクションとして
注力分野や具体的な目標を設定
企業や自治体でもSDGsを意識した独自の取り組みが次々と

生まれています。トッパンではSDGs達成に向けた事業活動を
通じて、特に注力すべき分野を特定した「TOPPAN Business 
Action for SDGs」を2020年11月に公表しています。
今回の特集では、この三つの注力分野と目標、それに関連

する取り組みをご紹介します。トッパンの持つノウハウや技
術などの“個性”を活かした社会課題解決のアプローチの創出
や、お客さまのパートナーとしてお互いの知見を組み合わせ
ていくことで、さまざまな形で社会課題の解決に取り組んで
いきます。

トッパンのビジネスを通じたSDGs
貢献へのチャレンジ 詳しくはこちら

環境

まち

ひと

10



食品ロス削減による飢餓撲滅への貢献

革新的なデジタル技術による健康への貢献

ハードルのない教育環境の創造

トッパンが
取り組む
SDGs
ビジネス

もっと知ろう、SDGs
サーキュラーエコノミーの実現

エコプロダクツ・ソリューションの拡大

脱炭素社会の実現

― 

注
力
す
べ
き
分
野 

―

― 

注
力
す
べ
き
分
野 

―

― 

注
力
す
べ
き
分
野 

―

私らしく生きられる安全な社会の創造

文化を「魅せる・未来に残す」への貢献

地域に暮らす人々の生活の質向上への貢献

サステナブ   ルな地球環境

安全安心で   豊かなまちづくり

心と身体の   豊かさと人の
エンパワー   メント

ビジネスアクションとして
注力分野や具体的な目標を設定
企業や自治体でもSDGsを意識した独自の取り組みが次々と

生まれています。トッパンではSDGs達成に向けた事業活動を
通じて、特に注力すべき分野を特定した「TOPPAN Business 
Action for SDGs」を2020年11月に公表しています。
今回の特集では、この三つの注力分野と目標、それに関連

する取り組みをご紹介します。トッパンの持つノウハウや技
術などの“個性”を活かした社会課題解決のアプローチの創出
や、お客さまのパートナーとしてお互いの知見を組み合わせ
ていくことで、さまざまな形で社会課題の解決に取り組んで
いきます。

トッパンのビジネスを通じたSDGs
貢献へのチャレンジ 詳しくはこちら

環境

まち

ひと

10

気候変動や海洋汚染、森林破壊、海洋プ
ラスチックごみ、食品ロスなど、地球環境
問題はSDGsでもさまざまな課題として
取り上げられています。1900年の創業時か
らパッケージ事業を手掛けるトッパンに
とって環境問題は大きな課題であり、取り
組みを続けている分野です。
トッパンでは、環境配慮型のパッケージ
や販促物などのものづくりだけではなく、
消費者にサステナブルな取り組みを伝える
ストーリーや体験づくりまで、多様なアプ
ローチで支援を展開していきます。

少子高齢化・都市への人口集中が進み、
まちにも未来に関わる多くの課題があります。
トッパンは、これまで取り組んできた分野
の知見を活かし、多言語音声翻訳サービス
による訪日外国人や外国人就労者へのコ
ミュニケーション支援や、VR技術を活用し、
寺社仏閣や城など歴史的建造物の保存にも
取り組んでいます。
その一方で、一人ひとりの生活を豊かに
するためのインフラの提供も行っています。
今後も「ふれあい豊かでサステナブルなく
らし」を目指し、トッパンらしさを活かした
課題解決を図っていきます。

超高齢社会を迎えた日本では、寿命の延
伸だけでなく心身ともに健康でいられるこ
とが重要な課題になっています。トッパン
では「革新的なデジタル技術による健康な
暮らし」を注力分野の一つに設定。ヘルス
ケアに関するサービスや情報を提供するこ
とで、全世界の人々の健康寿命の延伸に貢
献します。
また、SDGsでは世界中の人が質の高い
環境で学べることも目標の一つになってい
ます。トッパンでは「ハードルのない教育
環境の創造」を注力分野の一つに設定し、
誰もが、いつ、どこにいても学べる社会の
実現を目指しています。

サステナブ   ルな地球環境

安全安心で   豊かなまちづくり

心と身体の   豊かさと人の
エンパワー   メント

サーキュラーエコノミー

スマートシティ

誰ひとり取り残さない

廃棄されていた製品や原材料など
を新たな資源と捉え、廃棄物を出
すことなく資源を循環させる経済
の仕組みのことを指します。
サーキュラーエコノミーでは原材
料調達・製品デザインの段階から
資源を回収して再利用することを
前提としており、廃棄ゼロを目指
しています。

ICTなど新たな技術を活用するこ
とで、都市・地域が抱える諸課題
を解決し、新たな価値を創出し続
ける持続可能な都市や地域のこと。
トッパンのスマートシティ事業で
は、①基盤インフラ群 ②医療/ヘ
ルスケア ③デジタルガバメント 
④教育 ⑤観光/地域活性 ⑥UI/UX
の六つを注力する領域として設定
しています。

SDGsでは、すべての人のための目
標の達成を目指し、弱い立場の
人々に焦点をあてています。
この背景には、SDGsの前身であ
るミレニアム開発目標があります。
ミレニアム開発目標が発展途上国
中心の取り組みだったのに対し、
SDGsは先進国も含めたすべての
国や地域を対象に、年齢、性別な
どの格差をなくしていくことを目
指すものになっています。

＼ SDGsに関連するキーワード ／

学びに貢献した人数

25年度 国内2,000万人
30年度 海外1億人

国内3,000万人

2030 トッパンの目標（一例）

地域に最適化された
住民サービスを展開する自治体数

25年度 70自治体
30年度 100自治体

2030 トッパンの目標（一例）

包材／販促資材のリサイクル
スキーム確立に向けたPoC実施中

使用後まで価値あるもの
を目指し、リサイクル適
性の向上とリサイクルス
キームの構築のため実証
を行っています。

の詳しい事例はP.12へ 環境

の詳しい事例はP.16へ ひと

の詳しい事例はP.14へ まち

11

Special Feature  SDGsビジネス視点から考えるサステナブル



前川　世界では、一部の国・地域・ビーチにおいて、特定の
成分を含む日やけ止めの持ち込みや販売などを制限する動き
があります。2018年7月に特定の紫外線吸収剤を含む日やけ
止めの販売を規制する法案がハワイ州で成立し、2021年1月
から施行されています。このような規制の広がりによって
お客さまがとても困っているという状況が生まれてきていま
す。そこで、世界の、どのビーチでも美しく楽しく過ごして
ほしいという願いを込め、ハワイやパラオなど、一部の国・
地域・ビーチの規制※に配慮した設計の「ビーチフレンドリー
処方」を採用した「アリィー クロノビューティ」シリーズを発売
します。

店頭販促物を回収し、
数量限定品のパッケージへ

世界と共に自身も美しくありつづけてほしいという思いから、
ブランドコンセプトに「Think Sustainability, Be Beautiful」
を掲げ、世界のどこでも美しく、楽しく過ごせる日やけ止めを
提供するブランドを目指したいと考えました。外装はFSC認証
を取得した紙を採用し、プラスチックを削減。容器の一部には
バイオマス素材を採用するなど、環境保全につながる活動に
取り組んでいます。
徳良　前川様からリニューアルのお話を伺い、ブランドの魅力
を伝えるためには、何かサステナブルな行動実績があった方
がより説得力が増すと考えました。そこで店舗で商品をプロ
モーションする際の販促物を回収し、そこから出る紙資源を
アップサイクルする案をご提案しました。独自調査で、店頭
販促物は半数が燃えるごみとして処理されていることが分
かり、また、日本では古紙回収率が8割なのに再生利用率は

日やけ止めブランドALLIEは2022年2月にブランドが提供する価値の一つに
サステナブルを掲げ、全面リニューアル。前年度の商品プロモーションに使用
した店頭販促物をアップサイクルするなど、多様な取り組みを展開していく予定
です。ブランドマネジャーの前川裕一さん、トッパンの担当者の徳良銀に、プロ
モーションのねらいやアップサイクルの取り組み、今後の展望について聞きました。

花王株式会社様

サステナブルを実感できる
仕組みやストーリーを

徳
とくら
良 銀

ぎん

凸版印刷株式会社 
情報コミュニケーション事業本部
マーケティング事業部
ビジネスプロデュース本部
兼 SDGs Unit プロデューサー

前
まえかわ
川 裕

ゆういち
一さん

花王株式会社
化粧品事業部門 ALLIEグループ
ブランドマネジャー

環境
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バイオマス素材を採用するなど、環境保全につながる活動に
取り組んでいます。
徳良　前川様からリニューアルのお話を伺い、ブランドの魅力
を伝えるためには、何かサステナブルな行動実績があった方
がより説得力が増すと考えました。そこで店舗で商品をプロ
モーションする際の販促物を回収し、そこから出る紙資源を
アップサイクルする案をご提案しました。独自調査で、店頭
販促物は半数が燃えるごみとして処理されていることが分
かり、また、日本では古紙回収率が8割なのに再生利用率は

日やけ止めブランドALLIEは2022年2月にブランドが提供する価値の一つに
サステナブルを掲げ、全面リニューアル。前年度の商品プロモーションに使用
した店頭販促物をアップサイクルするなど、多様な取り組みを展開していく予定
です。ブランドマネジャーの前川裕一さん、トッパンの担当者の徳良銀に、プロ
モーションのねらいやアップサイクルの取り組み、今後の展望について聞きました。

花王株式会社様

サステナブルを実感できる
仕組みやストーリーを

徳
とくら
良 銀

ぎん

凸版印刷株式会社 
情報コミュニケーション事業本部
マーケティング事業部
ビジネスプロデュース本部
兼 SDGs Unit プロデューサー

前
まえかわ
川 裕

ゆういち
一さん

花王株式会社
化粧品事業部門 ALLIEグループ
ブランドマネジャー

環境
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製品

回収

加工

付加価値を付けて
新たなものへ

New Value
+

Recycle

6割台にとどまるという調査
データもあったので、そうした
社会課題の解決につながればと
思いました。
前川　ただ回収して再資源化す
るだけではなく、実際にお客さま
の手元に届く商品のパッケージ
にアップサイクルさせる案を聞

いて、ぜひ実施したいと思いました。パッケージとして、強
度などの基準を満たす必要があったので、すぐに弊社の研究・
開発部門との打ち合わせを開始しました。
徳良　あえて少しラフな古紙らしさを活かす紙質にしたことで、
お客さまご自身がサステナビリティに貢献していることをより
実感いただけるものになったのではないかと感じています。
前川　店頭販促物の回収については弊社の営業部門から各
チェーン様にお話させていただいたところ、サステナブル意識
が高まっていることもあり、快くご協力くださいました。この
協力がなければこの取り組みも実行できていないのでとても
感謝しております。

前川　2022年3月からは、ALLIEの考えるサステナビリティ
に共感していただける企業や団体、お客さまと共に取り組む
活動「Think Sustainability Action」をスタートさせ、海を
キレイにする活動などを実施します。この商品の売り上げの
一部を環境保全活動団体に寄付する予定です。社内での期待

値も非常に高い企画になりました。
徳良　化粧品業界では、企業の枠
組みを超えてサステナブルな動き
が始まっているので、その点、社会
への影響も大きいのではないで
しょうか。トッパンとしても何かし
らのご協力ができたらと思っており
ます。
前川　今後、ALLIEを多くの皆さんに好きになっていただ
けるようなブランドに育てていきたいと考えています。今回
のリニューアルはそのための第一歩。御社には、中長期的な
視点でブランド強化につながるご提案を期待しています。
徳良　サステナブルの輪をつなげるためのストーリーづくり
や企画推進、実際にパッケージなど、ものを形にしていく段
階などでお手伝いさせていただき、サーキュラーエコノミー
の実現に貢献していきたいと考えています。

トッパンでは、ALLIEの販促物（フロア什器）から、次のシーズンの商品パッケージ
の素材を生み出すアップサイクルに取り組んでいます。

回収した店頭販促物を解体・選別 付加価値のあるパッケージに
アップサイクル！

販促物（フロア什器）を回収

300店以上の販売店様などから、2021年の
店頭プロモーションに使用した店頭販促物を
シーズン終了後に回収。販売店や花王様の
社員の方にもご協力いただきました。

回収した什器を紙とそれ以外の部分（プラス
チック、木材、金属、キャスター）に選別。
ID-NEX®を用いてリサイクルの工程管理を
行い、トレーサビリティを確保。

厚紙に製紙化し、次のシーズンにお客さまの
手元に届くパッケージとして活用いただく予
定です。資源の循環・再利用を目に見える
形で実現します。

ID-NEX®を
活用してトレー
サビリティ管理！
詳しくは P.19へ

今回はあえて
古紙の風合いを
活かした質感に

廃棄物や不用品に
新たな価値を付加
したうえで、別の
新しいものや製品
に生まれ変わらせ
ること。

アクションの輪を
さらに広げていくための仕掛けを

※パッケージ制作中

2022年夏
発売予定！

■ アップサイクルとは

販促物がパッケージになるまでPOINT

※  ハワイ州のほかにも、パラオで2020年1月から販売と使用が禁止に
なるなど、ヴァージン諸島・アルバ・ボネール・タイ国立公園などで
販売や使用が禁止されています。
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センシング
データ

パーソナル
データ

行政・公共
データ

先端的サービス群

その他サービス多数

住
民（
利
用
者
）

住
民
向
け
ポ
ー
タ
ル

デ
ー
タ
連
携
基
盤

各種データ群
ア
ク
セ
ス

情
報
提
供

ヘルスケア
サービス

移動
サービス

誘
導

トッパンではスマートシティを右図のように体系化して整理しています。
今後スマートシティの取り組みが進むと、さまざまな先端的サービスが
乱立し、住民に対して混乱を招いてしまうことが想定されます。その際、
住民向けポータルが住民それぞれの状況に合わせて適切なサービスに
誘導するゲートウェイとなることにより、ストレスなく多様なサービス
を利用することが可能となると考えています。今後この住民向けポータ
ルを、アプリ型でより多くの自治体へ導入することを目指します。

スマートシティにおけるトッパンの事業領域

スマートシティへの取り組みは、デジタル技術を活用して教育の格差解消や
サステナビリティの確保といった地域課題の解決を目指しており、誰ひとり取り
残さない社会を目指すSDGsと親和性が高い活動です。産学官が協働で進める
つくば市様のスーパーシティ構想の取り組みや、トッパンのスマートシティに
関するサービスについてご紹介します。

担当者の声

近年、ライフスタイルは本当に多様化しています。私たちはこれらのニーズに応え、さまざ
まな観点から個別最適化されたコミュニケーション／UI／UXを実現するべく日々サービス設
計をしています。ポータルアプリはただ行政からのメッセージを届けるツールではなく、親し
みやすく、それでいて便利でスマートな、住民と自治体と民間事業者みんなの「暮らし」に対す
る想いをお預かりして知らせる、コンシェルジュのような存在にしていければと思います。

誰ひとり取り残さない「デジタルコンシェルジュ」

鮫
さめじま
島 淳

あつ し
志

凸版印刷株式会社
DXデザイン事業本部
ビジネスアーキテクトセンター
事業企画本部
スマートシティ推進部

まち

CASE　つくば市様

つくば市様では誰ひとり取り残さないの
精神の下、「つくばスーパーサイエンス
シティ構想」を産学官の協働で推進。この
取り組みの一環で、多言語ポータルアプリ
による一人ひとりに寄り添った情報提供を
実施します。トッパンはこれまでデジタル
マーケティング技術や多言語ソリュー
ション技術を培ってきました。今後はさら
にスマートシティ構想実現を意識し地域
や行政を支援してきた経験・ノウハウを
活かして、住民ファーストな「行政と住民
の双方向コミュニケーションサービス」を
提供していきます。

つくばスマートシティアプリ
『つくスマ』
powered by トッパン多言語ポータルアプリ

テクノロジーの活用で
未来のまちの姿を描き出す

使いやすい・
分かりやすい
デザインに！

利用者に属性および防災や子育てといった関心のある
カテゴリを登録してもらうことによって、必要な情報を
必要とする人に向け、パーソナライズしてプッシュ発信。

POINT パーソナライズした情報を発信

スマートシティでの実装が推奨されるデータ連携基盤
につなげることにより、バス、タクシー、移動スーパー
の位置などもリアルタイムに取得・表示する仕組みを
実装。住民の生活をより豊かに。

POINT
データ連携基盤を介した
サービス連携

自動翻訳により日・中・英・韓の4言語での利用に対応。
アプリ内のすべての機能が多言語化され、災害などの
緊急時でも即時に外国人に向けて情報発信が可能。

POINT
多言語対応により
情報格差の解消へ

■ スマートシティ体系イメージ
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つくば市 ご担当者様インタビュー

金
かなつか

塚 安
やすのぶ

伸さん

つくば市
政策イノベーション部
スマートシティ戦略室 係長

中
なかやま

山 秀
ひでゆき

之さん

つくば市
政策イノベーション部
スマートシティ戦略室 室長

つくば市の現在の人口は約25万人で、ここ10年ほど増加し
続けています。国勢調査をもとに行った分析によると、住民
の方には、高齢者、外国人、研究者、大学生、そして子育て
世代など多様な層の方がいるという特徴があります。

これまで行ってきた市民の皆さんへのヒアリングやアン
ケート調査、タウンミーティングなどの結果から見えてきた、
つくば市の主な課題は三つあります。

まず、一つ目が「都市と郊外の二極化」です。つくばエクス
プレスの開通に伴い、沿線の駅周辺はかなり便利になったの
ですが、一方で、沿線から外れた地域などは学校やスーパー、
病院も少なく、地域住民の方の生活のための移動手段確保
が急務となっています。二つ目が「多様性」です。市内には約
140カ国から1万人ほどの外国人が居住し、外国人研究者・
留学生の数も多く、さらに毎年約3,500人ずつ子育て世代の
転入も続き、住民の多様性が広がっています。そして最後が、
約50年前に誕生した筑波研究学園都市の「インフラ老朽化」
です。

こうした課題の解決のためにも、つくば市は地域の特長で
ある科学に注目し、スーパーシティ構想※への取り組みを、 

「科学で新たな選択肢を、人々に多様な幸せを」というスロー
ガンのもと推進しています。市長を本部長とし、特別職・アーキ
テクト・庁内全部局長で構成される「つくば市スマートシティ
推進本部」が推進役となり、行政、移動、物流、医療・介護、
防犯・防災・インフラの各分野において先端技術の実装を
目指し、活動を進めています。

これまで、行政からの情報発信とサービスの提供は、画一
的で一方的なものになりがちでした。しかし求められている
のは、一人ひとりに合った、本当に必要な情報とサービスの
スピーディーな提供です。それができてこそ、SDGsが目指し
ている「誰ひとり取り残さない」街の実現に近づくものと考え
ています。

科学という地域の資産を活かし、
先端技術の実装により課題を解決

その際、ポイントの一つとなってくるのが、トッパンさん
に製作いただいてる多言語ポータルアプリのような、デジタル
テクノロジーの活用です。従来のアナログなやり方よりも人
も予算も時間も圧縮できるのではないかと模索している最中
です。アプリの活用が広まれば、市が伝えたいことがより幅
広い人々に届きやすくなるのはもちろん、外国人の方をはじめ、
これまで自分たちの声を市政に反映させにくかったマイノ
リティーとされていた方々の意見を市が吸収できるようになり、
多様な人々の市政への参加を促進すると思っています。

トッパンさんをはじめとした連携企業の方々には、つくば
で実施して成功した事業は、ぜひほかの自治体や海外にも広
げていただき、ビジネスとして大きく育てる役割を担ってい
ただきたいと思っています。それが最終的に、つくば市をは
じめ、全国の自治体のサステナビリティにつながってくるも
のと期待しています。

科学で新たな選択肢を、
人々に多様な幸せを

先端的物流サービス
どこに住んでいても

快適に買物ができるまちを

先端的防犯・防災・
インフラサービス

安全で持続可能な都市空間を

先端的医療介護サービス
人生100年時代に自立して
いきいきとした生活を

先端的移動
サービス

必要なとき、場所へ
あらゆる移動手段を

先端的行政
サービス

データ駆動型の
地域共生社会を

つくば
市役所

つくば市
周辺部

つくば市
中心部

国研・民間
研究機関

■ つくば市が科学で目指す住民中心のスーパーシティ

※スーパーシティ構想
ビッグデータの利活用と規制・制度改革を推進し、暮らしを支えるさま
ざまな最先端サービスを地域に社会実装していく取り組み。国家戦略特区
の一つとして、2020年の国家戦略特別区域法改正により創設された制度。

科学やデジタル技術で
サステナブルなまちを
実現していく
つくば市で、スマートシティへの取り組みを進める中山さん、
金塚さんに、現状の課題や今後の展望、企業との連携に 
ついて伺いました。
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大阪市など全国700校以上の小中学校で導入
（2021年12月末現在）

“一対多”での学びを支える

児
童
・
生
徒

先
生

一緒に学ぶ

自分の考えを自由に
記入できる

メモとして残し先生に
質問も可能

1人で学ぶ

アダプティブドリル 解説動画 学びのポストカード 学びメモ
つまずきに応じて自動
出題するドリル

習熟度・進捗状況
把握機能

クラスの習熟・進捗状
況を一覧で表示し、個
別にフォローアップす
ることが可能

回答確認・
コメント機能

クラス全員の回答を一
覧で表示し一括採点、
比較・共有や個別へ
のコメント返却も可能

ドリル教材（ドリル + 動画） 学び合いツール

問題ごとに動画がひも
付き何度でも視聴可能

トッパンでは2015年に教育事業推進本部を立ち上げ、
「navima」の前身となる小学校向けデジタルドリル学習サービ
ス「やるKey」を開発。グループ企業である東京書籍の協力の
もと、教科書準拠の問題に対し、“つまずきポイント”を設定し、
作問。学習者ごとに最適化した問題をレコメンドする機能や、
学習履歴確認機能を搭載しました。子どもたちのがんばりを

自発的な学びを促進

SDGsの四つ目の目標は「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習
の機会を促進する」ことです。トッパンは、デジタル教材プラットフォーム「navima（ナビマ）」
を開発し、読解力の向上や探究学習を支援するコンテンツを提供しています。子どもたち
が学習を通じて、基礎・基本学力とともに意欲、協調性、自制心などの「非認知能力」を
向上させることを目指し、サービスを展開しています。

デジタル技術を活用して
考え抜く力を伸ばす教育

ひと

可視化し、学習履歴をもとに先生が声掛けすることで、子ど
もたちがやり抜く力を育成するという特徴を持った学習サー
ビスです。
2021年4月に提供開始した「navima」は、これらの高品質の

ドリル機能を引き継いだうえで、あらゆる教科で基礎学力の
土台となる「読解力」を醸成するコンテンツの追加や、学習が
苦手な子どもたちにも「できた！」「もっとやりたい！」という
能動的な学習を促す機能を強化しています。

「navima」では、間違え方に応じて最適な問題をレコメンドする従来の機能に
加え、分からない問題を動画で解説する「おたすけ機能」を追加。学習に対して苦手
意識のある子どもの習熟度の向上を図りました。先生は学習履歴データを活用する
ことで、今まで以上に高い精度の個別指導が可能になります。
5教科で計6万問を超えるドリルコンテンツがあり、児童・生徒一人ひとりに最適

な問題を自動で出題。理科・社会では教科書に準拠した「探究学習」のコンテンツを
指導案とともに提供し、子どもたちが自発的に考えるシーンを増やし、学びを深め
る機会をつくります。

誰ひとり取り残さず、一人ひとりが学びの主役に

私は現在、navimaの「読解力」の
コンテンツを担当しています。教科書
を正確に読む力は、すべての教科に通
じる基盤になるとも言えます。
昨年4月のリリースからさまざまな
声をいただいています。それらの声を
取り入れながら、さらなる学習体験の
向上を図り、navimaを使った子ども
たちの読む力の底上げに貢献できる
よう取り組んでいければと思います。
また、先生方の業務負担の軽減につ
ながるよう、サポート機能の充実に
も取り組んでまいります。

子どもたちが楽しみながら
学力を向上できるように

担当者の声

杉
すぎはら
原 千

ちは る
晴

凸版印刷株式会社
教育事業推進本部
事業戦略部

POINT
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大阪市など全国700校以上の小中学校で導入
（2021年12月末現在）

“一対多”での学びを支える

児
童
・
生
徒

先
生

一緒に学ぶ

自分の考えを自由に
記入できる

メモとして残し先生に
質問も可能

1人で学ぶ

アダプティブドリル 解説動画 学びのポストカード 学びメモ
つまずきに応じて自動
出題するドリル

習熟度・進捗状況
把握機能

クラスの習熟・進捗状
況を一覧で表示し、個
別にフォローアップす
ることが可能

回答確認・
コメント機能

クラス全員の回答を一
覧で表示し一括採点、
比較・共有や個別へ
のコメント返却も可能

ドリル教材（ドリル + 動画） 学び合いツール

問題ごとに動画がひも
付き何度でも視聴可能

トッパンでは2015年に教育事業推進本部を立ち上げ、
「navima」の前身となる小学校向けデジタルドリル学習サービ
ス「やるKey」を開発。グループ企業である東京書籍の協力の
もと、教科書準拠の問題に対し、“つまずきポイント”を設定し、
作問。学習者ごとに最適化した問題をレコメンドする機能や、
学習履歴確認機能を搭載しました。子どもたちのがんばりを

自発的な学びを促進

SDGsの四つ目の目標は「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習
の機会を促進する」ことです。トッパンは、デジタル教材プラットフォーム「navima（ナビマ）」
を開発し、読解力の向上や探究学習を支援するコンテンツを提供しています。子どもたち
が学習を通じて、基礎・基本学力とともに意欲、協調性、自制心などの「非認知能力」を
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デジタル技術を活用して
考え抜く力を伸ばす教育

ひと
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もたちがやり抜く力を育成するという特徴を持った学習サー
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意識のある子どもの習熟度の向上を図りました。先生は学習履歴データを活用する
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5教科で計6万問を超えるドリルコンテンツがあり、児童・生徒一人ひとりに最適

な問題を自動で出題。理科・社会では教科書に準拠した「探究学習」のコンテンツを
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誰ひとり取り残さず、一人ひとりが学びの主役に

私は現在、navimaの「読解力」の
コンテンツを担当しています。教科書
を正確に読む力は、すべての教科に通
じる基盤になるとも言えます。
昨年4月のリリースからさまざまな
声をいただいています。それらの声を
取り入れながら、さらなる学習体験の
向上を図り、navimaを使った子ども
たちの読む力の底上げに貢献できる
よう取り組んでいければと思います。
また、先生方の業務負担の軽減につ
ながるよう、サポート機能の充実に
も取り組んでまいります。

子どもたちが楽しみながら
学力を向上できるように

担当者の声

杉
すぎはら
原 千

ちは る
晴

凸版印刷株式会社
教育事業推進本部
事業戦略部

POINT
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トッパンの「認知症体験VR」は、紙製のヘッドマウントディスプレイ
「VRscope®」を用いて手軽に認知症の体験ができます。コンテンツには理解が
より深まるように疑似体験だけでなく、症状の特徴や応対ポイントに関する解
説も含まれています。認知症の方の視点映像のほかに、金融機関の社員視点
から応対方法を学べる
コンテンツや、軽度認
知障がいの方の視点か
ら運転を体験できるコ
ンテンツもあります。
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デジタル技術を活用して
考え抜く力を伸ばす教育

東京都様では、認知症の普及啓発にあ
たり、新型コロナウイルスの感染拡大防止
のため、会場に集まらず自宅などでいつで
も手軽に体験が可能なトッパンの「認知症
体験VR」が活用されました。希望される都
民の方に、認知症の基本知識等が学べる
パンフレットととも
に「VRscope®」を送
付し、実際の症状を
体験していただくこ
とで認知症に関する
理解促進を図ってい
ます。

筑波大学、茨城県、トッパンの3者は、
茨城県に住む外国籍の生徒の日本語学習
効果を向上させるため、実証研究を進め
ています。この取り組みでは、県内6校の
中学校で、6言語を母語にする生徒を対象
に、遠隔での個別型授業をそれぞれ週3回
実施。指導は、生徒1～4人に対して、基
本的に3人1チームの大学生の日本語サ
ポーターが支援します。
1年間の実証研究の開始時と終了時に子

どもたちへの読解力テストや、ユーザビ
リティ調査を実施することで、ツールの
有用性を探り、今後の学習効果の向上に
つなげます。

「認知症体験VR」で“自分ごと化”

自宅で手軽に学べるように
「認知症体験VR」を配布

多言語支援と最適化した教育で
「誰ひとり取り残さない」学びを

超高齢社会をほかの国より早く迎えた日本では、認知症の方との共生社会の実現が重要な課題となっています。
トッパンは認知症を手軽かつ直感的に理解できるコンテンツとして、「認知症体験VR」の開発や普及を進めています。

追体験で理解を深める
「認知症体験VR」

CASE　東京都福祉保健局様

CASE　筑波大学様

本人視点から、症状や認
知症により引き起こされ
る行動への理解を深める

本人体験編
業務に即したケースス
タディでお客さまへの
応対方法を学べる

業務応対編
軽度認知障がいの方の
運転の特徴を本人視点
で学べる

運転編

茨城県
教育委員会

遠隔
多言語支援
RemoteVoice

1

対面
多言語支援
VoiceBiz®

2
連絡帳

多言語支援
E-Traノート

3

コミュニケーション
支援ツールとして使用1 2 3

生徒

筑波大学

学校

先生他

外国人生徒

日本語
サポーター
（学生）

家庭

保護者（外国人含）

読解力向上支援ドリル

多言語、個別教育で
質の高い教育を提供

マーカーの
読取り

「VRscope®」に
スマートフォンをセット

VR体験

実証研究では、ICT学習サービス「navima」を外国人生徒の日本語学習サポートツールとして使用。
生徒一人ひとりの日本語習熟度の段階に合わせて、日本語サポーターが教材を用いて指導します。
また、この取り組みでは「navima」以外にも、トッパンの多言語支援ツールを用いて、学校の先生と
生徒・保護者間のコミュニケーションや、日本語サポーターと生徒間の対話の支援をしています。
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トッパンが行うSDGsコンサルティング

トッパン環境配慮活動スキーム

設計・製造

省資源化、リサイクルしや
すさ、廃棄物削減を意識し
た設計・製造など

素材調達

環境負荷を低減する素材の
調達、製品・アプローチの
提案など

PR・プロモーション

環境配慮活動の指針立案

再資源化

ロゴ開発、売り場づくり、イベント実施、パッケージ回収など

勉強会の開催、社員への浸透施策、ワークショップなど

全国規模で廃品回収・リサ
イクル加工を展開している
企業と協業など

SDGs課題解決に向けたソ    リューション
「環境」「まち」「ひと」に関連した

環境配慮活動の指針を立案

勉強会 ワークショップ 優先課題・
マテリアリティ特定

素材調達、設計・製造、
再資源化を支援

SDGs視点で環境配慮活動の指針を
考える際に、役立つメニューを取りそ
ろえています。経営層や社員向けに
SDGsに関する勉強会の開催、社員へ
の取り組みの周知や理解をより深めて
いただくための浸透施策、SDGsに関
して個々のアイデアや考えを共有・発
信し、次の行動につなげるためのワー
クショップなどを提供しています。

製造段階における最適な環境配慮素
材の選定や調達のコンサルティングを
行っています。また、トッパン独自技
術で開発した環境負荷を低減する素材
の調達、製品・アプローチの提案をし、
回収・リサイクル加工企業と協業して、
再資源化に関するスキーム構築などを
支援しています。

環境

環境配慮型サービスや製品の展開
には、ものづくりの設計・製造段階
を検討することが大切です。また、
社員への普及・啓発策や、お客さま
や社会へのプロモーション、廃棄・
リサイクル段階の検討など、広い視
野を持って取り組むことも重要です。
トッパンでは指針立案から再資源化、
PRなど多様なスキームで、包括的
な支援を実現します。

トッパンは、環境配慮型ICタグラベル
の販売を2021年10月にスタートしました。
独自技術で通信性能を維持した紙のアン
テナを開発。紙は環境に配慮した「森林認
証紙」を使用しています。

環境配慮型の
ICタグラベル活用ICタグ

MAPKA（マプカ）は紙パウダーを51％
使用した素材です。汎用の樹脂トレーなど
と代替することで、プラスチック使用量を
削減。シート成形と射出成形に対応して
おり、また、バイオマスマーク50の表示
が可能です。

省プラスチックの
新素材活用MAPKA
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SDGs課題解決に向けたソ    リューション

環境配慮型社会の実現を考えた際、ものづく
りは、生産・流通の段階だけではなく、消費、
廃棄・リサイクル段階までを視野に入れること
が大切になります。「ID-NEX®」は、商品一つ
ひとつにIDを付与し、クラウド上で管理する
ことで流通情報の記録と集約を可能にするシス
テムです。従来、製品の出荷・入荷・荷積み・荷
ほどきなどの際に読み取ることで、流通履歴の
一元管理に活用されていますが、リサイクル・
アップサイクル工程における、回収・再製品化
などのトレーサビリティ確保にも活用できます。

エコ商品の認知拡大を目的としたロゴ開発や売り場のスペースデザイン、イベントの実施・運営や、パッ
ケージ回収に応じてエコポイントを付与するキャンペーンの企画・運営など、ニーズや目的に合わせた、
企画の立案や運営を行っています。

トッパンでは「環境」「まち」「ひと」をテーマに、多様な
ソリューションを提供しています。各テーマで展開し
ているソリューションの一部をご紹介します。

ID-NEX®

企業様 拠点 消費者

管理者

個々の製品にシリアルIDを付与 流通過程でIDを読み込む IDから流通情報の取得が可能

ID-NEX®から
シリアル IDリストを
発行、ひも付け クラウド上で

情報を更新

ID-NEX®に
問い合わせ
可能

回収・再資源化工程のトレーサビリティを確保

サーキュラーエコノミーの
実現

注力すべき分野 ▶

エコプロダクツ・
ソリューションの拡大

注力すべき分野 ▶

プロモーション
支援

トッパンでは販売フェーズでも「環境に配慮
した店頭づくり」を実現できます。エシカル
POP™ は、「紙の使用量削減」「環境負担が少な
い再生素材を使用」「梱包材と一体化すること
でごみを削減」「分別・廃棄がしやすく、簡単に
処分ができる」の四つの視点をもって開発され
た環境配慮型の店頭ツールです。梱包箱がその
まま本体の一部となり、使用後の分別も簡単
で廃棄物の量を削減した「フロア販売什器」や、
従来プラスチックや金属素材だったフック部分
を紙化した「吊り下げ販売什器」など多様な販
促物をラインアップしています。

環境配慮型の店頭ツールも多様なラインアップエシカルPOP™ 

ID-NEX®

フロア カウンター ハンガー

ほかにも、トップボード／展示台／スタンディー など
多数取りそろえています

梱包箱レスシリーズ 紙化シリーズ

フック＆
S管

プラスチックの使用を抑えた
環境配慮型店頭ツール

P.13 アップサイクルでも使用

モノ構造
ボードシリーズ
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鮮度予測・可視化システム

食品情報追跡管理プラットフォーム

商品情報／価格情報

出荷履歴／温度・湿度履歴 鮮度予測結果

産地
協力者

流通
業者

小売
業者

eコマース
ストア

eコマース
アプリ

鮮度が
良いものを
買おう

私は
安くなってる
方が良い

鮮度情報
物流情報

鮮度予想結果など

鮮度良好
100円

鮮度やや低下
80円

購入
履歴

トッパンでは、文化史跡の現地でしか味わえない感動観光体験を
「ストリートミュージアム®」で提供しています。ストリートミュージアム®
はVRと全地球測位システム（GPS）を組み合わせたサービスです。
現存しない史跡を高精細かつ色鮮やかにVRコンテンツで再現し、
スマートフォンやタブレット端末で位置情報と連動して、その土地、
その場所ならではの歴史体験を提供します。2021年9月からは古事記
「国譲り神話」のシーンを見ることができる二つのVR/ARコンテンツ
を新たに公開。島根県出雲市の稲佐の浜、出雲日御碕灯台周辺の観
光客数増加を目指します。

新型コロナウイルスの感染者数増大を受け、人が集中する可能性
が高い場所・催しなどでは混雑状況を可視化したうえで、利用者に
その情報を配信することが課題となっています。トッパンは、施設の
混雑状況をリアルタイムにデバイスに表示するサービス「nomachi
（ノマチ）」を提供しています。これまで商業施設の待ち時間に使用し
ていた「nomachi」の「サイコロセンサー」を一時的に人の集中が予想
される選挙会場や税務申告会場の混雑平準化にも活用。待ち時間な
どの情報をリアルタイムで案内することを可能にしました。

食品ロスの削減はSDGsのターゲットの一つであり、日本でも食品
ロス削減推進法が2019年に施行されるなど、食品流通業界では関連
する取り組みが活発化しています。トッパンはRFIDタグやセンシン
グデバイスなどのIoTを活用して、eコマースを経由した食品流通に
関する情報を追跡管理する実証実験に参画。この実験では、食品が
産地から卸やネットスーパーなどを経て、消費者が消費・廃棄する
までの一連のフードチェーンでの生鮮食品情報を、個品ごとに追跡
管理。鮮度情報を可視化し、小売業者は鮮度を基に、ダイナミック
プライシングを実現します。

その土地ならではの
新たな文化体験を

混雑状況を把握し、
利便性と安全性を確保

鮮度情報を価格に
反映して食品ロスを削減

RFID

nomachi

ストリートミュージアム®

文化を「魅せる・未来に残す」への貢献注力すべき分野 ▶

地域に暮らす人々の生活の質向上への貢献注力すべき分野 ▶

食品ロス削減による飢餓撲滅への貢献注力すべき分野 ▶

まち

ひと

製作・著作：出雲市
制作：山陰中央テレビジョン放送株式
会社、凸版印刷株式会社

■ サイコロセンサー運用イメージ

現地でしか味わえない
歴史体験

「国譲り神話AR」 地面認識機能による臨場感ある鑑賞体験が可能

「日本遺産～日が沈む聖地出雲 
夕日VR」
天候に左右されずに鑑賞が可能

RFIDで産地から小売現場まで
食品ごとの鮮度情報を管理

クラウドが混雑状況を判断

混雑状況により
IoTセンサーを
操作

スマートフォンやサイネージ
にリアルタイムで表示
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Special Feature  SDGsビジネス視点から考えるサステナブル

トッパンでは一人ひとりの社員が自身の仕事をSDGsのストー
リーで語り、行動できるようになることを目指し、コンテスト

形式で活動内容を競い合う「SDGsビジネスセールスアワード」を実施。この活動は社内の研修
プラグラムの一環で、SDGsの理解や知識習得にとどまらず、実際に行動するためのきっかけ
をつくることを目的としています。2021年9月に1回目が始まり、翌年3月までそれぞれの
営業チームが考えたSDGsビジネスの活動を通じて、ベストプラクティスを選出。それらの
取り組みを共有することで、SDGsビジネスのさらなる加速を図ります。

社内アワードをビジネスアクションのきっかけにSDGsビジネス
セールスアワード

課題解決のさらなる加速を目指す

2019年11月、「Toppan Business Action for SDGs」が発表されたことで、SDGsをビジネス
として進めるための指針ができました。トッパンの次のステップを考えたとき、目標の実現に
向かって実践していく動きが必要だと思いました。また、SDGsが取り扱う分野は大変幅広く、
課題間に相互のつながりがあります。これらに取り組むためには、事業部の壁を超えて柔軟に
ビジネス活動を展開していく必要があると考えました。
新たに発足した「TOPPAN SDGs Unit」は、さまざまなフェーズの課題をワンストップで

対応できる既存の枠組みを超えた事業部門横断のプロジェクトチームです。各社のSDGsご担当
者からは、「SDGsを重要と理解しているものの社内に推進できる人材が不足している」「目標の
整理が難しく進んでいない」といった声を耳にします。そのような企業の課題に対して、経営層
や従業員に向けてのSDGs勉強会、レポート作成など幅広い活動でサポートしています。今後
も本当に困っているお客さまに向き合っていくために、メンバーそれぞれの個性や専門性を活か
して、挑戦を続けてまいります。

お客さま企業が抱える「SDGsの戦略策
定から、取り組み進捗・結果の情報発信
までのSDGsバリューチェーン全体を設計
することが難しい」「設定した目標の達成
に向けた多様なアプローチの中で最適な
選択が分からない」といった課題に対し、
事業部門横断による機能編成でSDGs
バリューチェーン全体を川上から川下まで
ワンストップで支援します。

SDGsのアクションの輪をより大きくするためには、主体的に考え、行動できる人を増やし、知恵を集結させ
る必要があります。トッパンでは多角的なアプローチで問題解決を図るためにSDGs支援専門チームを編成。
また、SDGsの考え方を広く普及・浸透させていくための取り組みを社内外で進めています。

パートナーシップや人財育成により

これまでの「壁」を超えたビジネス活動の実現のために

■ TOPPAN SDGs Unitの特長

今
いまづ
津 秀

ひで き
紀

凸版印刷株式会社 
TOPPAN SDGs Unit リーダー
シニアコンサルタント

SDGs戦略の策定 目標達成に向けた具体的な取り組み エンゲージメントの醸成

パーパス・
目標設定

お客さま企業の
特性に合わせた
SDGs戦略の策定

TOPPAN SDGs Unit
情報コミュニケーション

事業部門 生活・産業事業部門

他、エレクトロニクス事業部門、全国エリア事業部門とも連携

DX事業部門

「ものづくり×DX」により
課題に対しての

最適なアプローチを支援

ステークホルダーとの
エンゲージメントを強化する
コミュニケーション支援

DX支援、素材開発、
包材開発/製造/

販促資材/プロモーション支援、
リサイクル（アップサイクル）

TOPPAN SDGs Unitが支援するSDGsバリューチェーン

PR、
レポーティング

詳しくは
こちら

Topic
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約500名の
参加者の声

SDGsについて考えるきっかけになり
ました。牛乳石鹸が取り組めるSDGsを、
グループワークを通して考えることが
できました。
（牛乳石鹸参加：高校生より）

ネスレ日本さんのパッケージの紙化の
取り組みがすごいと感じた。
（ネスレ日本参加：小学生より）

今まで親子で「SDGs
のこと」を話す機会が
なかったので良い機
会になった。
（保護者より）

SDGsに関する取り組みの
第三者評価（一部抜粋）

トッパンでは「TOPPAN Business 
Action for SDGs」の注力分野の一つに
「ハードルのない教育環境の創造」を掲
げており、教育分野のSDGsの活動の
一環で、児童・生徒向けのSDGsをテー
マとしたワークショップを実施してい
ます。SDGsを推進する企業と連携し、
児童・生徒が環境課題について考える
機会を創出。これまでにネスレ日本様
や牛乳石鹸様と共同でワークショップ
を開催、約500名がプログラムに参加
しています。
2021年10月に行ったワークショップ

では、オンライン接続で大阪ビジネス

トッパンでは、ほかにもダイバーシティ推進や健康経営や働き方変革といった社内に向けた取り組み
を推進。SDGsに関連する取り組みで第三者評価や認証を受けています。

ネスレ日本様（小学生向け）や
牛乳石鹸様（高校生向け）と
SDGsをテーマとしたワークショップを実施

フロンティア高校の教室、トッパンの
ショールーム、牛乳石鹸様の工場の
3拠点を中継。プログラムにオンライン
工場見学を組み込むなど、リアルとオン
ラインのハイブリッド型ワークショップ
で、地球環境などのSDGsを取り巻く
課題を学びました。参加した生徒から
は「SDGsについて考えるきっかけに
なりました」といった声が寄せられま
した。
この事業を通じて未来を担う次世代
が、SDGsを取り巻く課題に触れるこ
とで、主体的に考え、行動する力を育み、
SDGsの浸透を図っていきます。

PRIDE指標

「PRIDE指標」は、職場におけるLGBTQなど
のセクシュアル・マイノリティに関する取り
組みの評価指標です。トッパンは2021年度、
最高評価の「ゴールド」を受賞しました。

健康経営銘柄

経済産業省と東京証券取引所が共同で選定。
従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦
略的に取り組む上場企業の中から「健康経営」
を実践している法人が選定されています。

なでしこ銘柄

女性活躍推進に優れた上場企業を紹介する
銘柄です。2020年度は全上場企業の中から
44社が選定されており、トッパンはそのう
ちの１社として選定されています。

えるぼし

「女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律（女性活躍推進法）」による認定制度で
す。トッパンは2021年3月に「えるぼし」認定
の「2段階目」の認定も受けています。

2022年1月現在

カートカンは紙で作られた小型飲料容
器で、材料に間伐材を含む国産材を30%以
上使用しています。また、トッパンが開発
した透明バリアフィルム「GL BARRIER」
を使用し、おいしさを損なわず長期保存と
リサイクルを
可能にしてい
ます。

カートカン ワークショップでは
トッパンのカートカンを紹介
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トッパンでは、印刷技術・印刷表現をもとにした新たな製品・サービスを日々生み出しています。
その中から、最新ニュースをピックアップしてお届けします。

NEWS & INFORMATION

DX事業拡大や新規事業創出で新拠点を開設

トッパンは、DX事業の拡大と新規事業の創出を目的とし、試作・
実験の拠点「TOPPAN DIGITAL SANDBOX®」を、秋葉原と本所
の2カ所に開設しました。本拠点は、社員が最新のデジタルテクノロ
ジーに触れながら、新しい価値を創造し、新規事業のタネをつくる
場として機能。最新のデジタルテクノロジーと社内のリソースを掛け
合わせるとともに、社内外との共創を通じて新規事業の創出を目指
します。
ニューノーマルの社会への変化や、デジタルシフトの加速に対応す

る社会的価値創造企業を目指し、トッパンは事業ポートフォリオの変革
を進めています。事業ポートフォリオ変革につながる最新のデジタル
テクノロジー利活用を試行する場として、2拠点ではローカル5G基地
局や高速通信回線、デジタル機器、工作機器をはじめとし、試作や
実験を自由に実施できる環境を整備。秋葉原では構想・試作を、本
所では実験・検証を中心に、事業のタネを数多くつくることで、DX
事業の拡大と新規事業の創出に取り組んでいきます。

新規事業開発DX

TOPPAN DIGITAL SANDBOX® AKIHABARA

ハードウエア製作室や
高速通信技術検証を行う
実験場を整備

そのほかの最新情報はホームページをご覧ください  https://www.toppan.co.jp/

TOPPAN Professional Talkは、
トッパンがおすすめする
旬な情報やソリューションをお伝えする
オンラインセミナーです。
今後開催予定のセミナー情報はもちろん、
終了したセミナーについて、
開催レポートを公開しています。

「TOPPAN Professional Talk」
オンラインセミナーのご案内

https://www.toppan.co.jp/solution/seminar/

セミナー情報は
こちらからアクセス！
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CO2の「見える化」
カーボンフットプリント
１冊あたり
https://www.cfp-japan.jp
CR-BS02ｰ13008

グリーン電力証書システムに
参加し、製造にかかる年間電
力3,000kWh相当量の自然
エネルギーの普及に貢献し
ている製品です。
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