
生物多様性

自然関連のリスクと機会を管理し、情報開示をする
ための枠組みである「TNFDフレームワークβ版」で示さ
れた「LEAPアプローチ」は、自然との接点を発見するこ
とから始まっています。東洋インキグループでは、原材
料調達から廃棄・リサイクルに至る事業活動のライフ
サイクルにおいて、どのような自然との接点（INPUT、
OUTPUT）があり、それが生物多様性の「生息・生育環
境の劣化」「里地里山の減少」「外来種の侵入」「化学物質
によるばく露」「地球温暖化・気候変動」といった項目に
影響を与えているかをまとめ、生物多様性へのリスクを
明確にしています。

東洋インキグループでは、このことを認識したうえ
で、生物多様性に配慮した活動や負荷低減、生物資源の
有効利用、生態系の保護などに取り組んでいます。

東洋インキグループの事業活動が生物多様性に影
響を与える可能性を評価するため、国内外の事業所

（製造所、工場）について生物多様性評価ツールである
IBAT（Integrated Biodiversity Assessment Tool）
を用い、生産拠点から半径2.5km圏内を対象に、生物
多様性の重要エリアの近接状況を調べました。重要エ
リアとしては、自然保護地域（ラムサール条約湿地、ユ
ネスコMAB、IUCNカテゴリーⅠa・Ⅰb・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ）、
生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA：Key 
Biodiversity Area)、国、地方の自然保護地域を対象と
しました。その結果、16の事業所で半径2.5km圏内に
生物多様性の重要エリアが存在することが確認されま
した。

また、水リスクを示したマップ（Aqueduct Water 
Risk Atlas 3.0版）を用いて、事業所所在地の水リス
クの評価を行いました。水リスクのうち、「Coastal 
Eutrophication Potential（沿岸域の富栄養化ポテン
シャル）」が著しく高いと評価された19の事業所につい
ても、生物多様性への影響が高いと判断しています。

これらの結果に基づき、生物多様性の保全活動を優先
的に取り組む事業所を特定し、活動の強化を図っていき
ます。

基本的な考え方

東洋インキグループは、生物多様性の重要性を早くか
ら認識し、「東洋インキグループビジネス行動基準」の
中に、生物多様性の保全を含めた自然保護活動に取り組
むことを明記し、地域での植林活動や河川・湖沼の清掃
活動などを自主的に進めてきました。

愛知県名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議
（COP10）が開催されるに先立ち、2009年3月に「経団
連生物多様性宣言」が制定されたことを受け、東洋イン
キグループでは、これまでの生物多様性に関する考え方
や活動を整理・統合し、「東洋インキグループ生物多様
性に関する基本方針」を制定しました。

2022年3月には、生物多様性などに関する機会とリ
スクの管理、開示にかかわる「TNFDフレームワーク
β版」が公表され、その中で、自然関連リスクと機会の
評価プロセスである「LEAPアプローチ」が示されてい
ます。また、環境省も国際約束である「30by30目標

（2030年までに陸と海の30%以上を保全）」の国内達成
に向けて、「30by30ロードマップ」を策定しています。

東洋インキグループは、生物多様性に関するこれらの
指針を参考にして、これまでの活動を評価して見直し、
改善を図っていきます。

東洋インキグループ生物多様性に関する基本方針
東洋インキグループは、事業活動の中で影響を及ぼしうる生物

多様性の保全活動に積極的に取り組むことを、重要な課題として位
置付けます。
1.  東洋インキグループは、原材料の調達に際して生物多様性に配

慮し、生物資源の持続可能な利用に努めます。
2.  東洋インキグループは、生物多様性に影響を及ぼす懸念のある

化学物質、特に内分泌かく乱物質、いわゆる環境ホルモンの製
品への使用をできるだけ回避する製品開発を積極的に推進し、
環境ホルモン不使用の製品群を充実させます。

3.  東洋インキグループは、地域の水質の維持・保全の取り組みを
積極的に推進します。

4.  東洋インキグループは、VOC低減に対する取り組みを積極的に
推進し、生物多様性への影響を少なくする活動を、自社はもち
ろん、お客様での使用に対しても行います。

5.  東洋インキグループは、国内外の事業所において地域に密着し
た生物多様性の保全活動を、行政や各種団体に協力して実施・
支援します。

6.  東洋インキグループは、生物多様性に関する啓発・教育活動を
推進します。　

（2009年5月制定）

東洋インキグループの事業活動と生物多様性
との関連

東洋インキグループの事業所における
生物多様性リスク評価
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▼ 事業活動と生物多様性との関連（リスク面）

国内外の事業所における生物多様性リスク評価結果（該当する事業所数）

地域 事業所数
IBATによる生物多様性リスク評価（半径2.5km圏内の生物多様性重要エリア） Aqueductによる

水リスク評価結果
ラムサール
条約湿地

ユネスコ
MAB

IUCNカテゴリー 国、地方の
自然保護地域 KBA 沿岸域の富栄養化ポテンシャルが

著しく高いIa Ib II III IV
日本 14 0 0 0 0 0 0 5 5 1 13
北米・中南米 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ヨーロッパ 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
アジア 22 0 0 0 0 1 0 1 1 4 5
合計 44 0 1 0 0 1 0 6 10 6 19

※  IBAT：IBAT Alliance （国連環境計画（UNEP）、世界自然保全モニタリングセンター (WCMC）、コンサーベーション・インターナショナル（CI）、バードライフ・インター
ナショナル ) が開発した自然保護に関する最新の基礎データにアクセスできるアセスメントツール

水資源 廃棄物エネルギー資源
（石油、天然ガスなど）

大気への排出
（CO2、VOCなど）

水域への排出
（BOD、COD、化学物質など）

水域への排出
（BOD、COD、化学物質など）

大気への排出
（CO2など）

石油化学製品

天然由来原料

大気への排出
（CO2、VOCなど）

エネルギー資源
（石油、天然ガスなど）

金属・鉱物原材料

水資源

エネルギー資源
（石油、天然ガスなど）

水域への排出
（BOD、COD、化学物質など）

大気への排出
（CO2、NOx、SOx、ばいじん、VOCなど）

製品設計・製造

原材料調達

生息・生育環境の劣化　里地里山の減少　化学物質によるばく露　地球温暖化・気候変動

生息・生育環境の劣化　里地里山の減少　化学物質によるばく露　地球温暖化・気候変動

外来種の侵入
地球温暖化・気候変動

生息・生育環境の劣化
外来種の侵入

地球温暖化・気候変動

化学物質によるばく露
地球温暖化・気候変動

INPUT
OUTPUT

輸送・販売

土地利用

エネルギー資源
（石油、天然ガスなど）

使用

廃棄・リサイクル

エネルギー資源
（石油、天然ガスなど）

色材・機能材関連事業

ポリマー・塗加工関連事業

印刷・情報関連事業
パッケージ関連事業
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内でも、南西にまとまった樹林地（社有林）があるほか、
南にグラウンドを取り巻くように樹林地がみられます。
これらは、周辺の樹林地との連続性の観点から地域の生
物多様性の保全において重要な役割を果たしている可
能性があります。

この社有林やグラウンド周囲の樹林地における生物
の生息状況を把握するため、2016年12月と2017年6
月の2回、植物と鳥類を主な対象とした調査を実施しま
した。その結果、合計で植物68科169種、鳥類16科24
種、動物3科3種の存在が確認され、その中には、保護上
重要な種に該当する「埼玉県レッドデータブック2011
植物編」における選定種
であるシュンラン、「埼
玉県レッドデータブック
動物編2018」における選
定種であるアオゲラ、ホ
オジロが含まれていまし
た。

川越製造所では、この
結果を受けてシュンラン
の保護活動を行うととも
に、社有林の生態系の保
全に努めています。

■  びわ湖の日の環境美化活動 
（東洋ビジュアルソリューションズ(株)守山製造所）
滋賀県では、「環境基本条例」において7月1日を「び

わ湖の日」と定めており、県内で一斉に清掃活動が行わ
れています。琵琶湖に近い東洋ビジュアルソリューショ
ンズ(株)守山製造所では、2021年7月1日の「びわ湖の
日環境美化活動」に参加しました。

■ 動植物生息地の保全活動（LioChem, INC.）
LioChem, INC.（アメリカ）は、敷地内にある低地を

含む一帯を動植物生息地として管理しています。この
低地は、場内で漏洩事故が発生した場合に汚染された
排水が低地の先の河川に流れ込むのを防ぐためのもの
ですが、2000年3月のISO 14001認証取得後は、社会
貢献活動の一つとして位置付けて活動を行っています。
生息地の水たまりには食塩が置かれ、鹿などの野生生物
が塩分を求めてやってきます。

生物多様性に関連した団体への参画

2018年10月、経団連から「経団連生物多様性宣言・
行動指針（改定版）」が公表されました。東洋インキグ
ループは、この宣言・行動指針の趣旨に賛同し、「経団
連生物多様性イニシアチブ」に参画しています。

海洋プラスチックごみは長期にわたり海に残存し、地
球規模での環境汚染や海洋の生物多様性への影響が懸念
されています。2019年1月、海洋プラスチックごみ問
題の解決に向け、サプライチェーンを構成する幅広い事
業者からなる「クリーン・オーシャン・マテリアル・ア
ライアンス（CLOMA）」が設立されました。東洋インキ
グループも、CLOMAに参加して、活動を行っています。

2022年4月、前述の「30by30ロードマップ」の策定
と同時に、30by30目標にかかわる先駆的な取り組みを
促し、発信するため、有志の企業・自治体・団体による

「30by30アライアンス」が発足しました。東洋インキグ
ループは、「30by30アライアンス」に参加し、国立公園
などの保護地域の拡張と管理の質の向上や、保護地域以
外にある里地里山や企業林な
ど生物多様性保全が図られて
いる地域（OECM）の設定・
管理、またその保全の促進と
いった取り組みに積極的に参
加していきます。

主な生物多様性の保全活動

東洋インキグループは、事業活動の中で影響を及ぼし
うる生物多様性の保全活動に積極的に取り組むことを
重要な課題とし、製造や物流段階での環境負荷の低減、
環境調和型製品の開発・提供に取り組んでいます。

また、東洋インキグループの国内外の事業所で、敷地
内や地域の生態系の保全、土地の緑化・植林や森林育成
活動などの環境保護活動を行っています。

■  社有林の生態系調査と貴重な種の保存活動 
（トーヨーケム(株)川越製造所）
トーヨーケム(株)川越製造所の周辺には、北東から南

西にかけて帯状にまとまった樹林地がみられます。こ
の樹林地は、江戸時代の元禄期に開拓された三富新田

（さんとめしんでん）の一部であり、現在も屋敷地、耕
地、雑木林の地割が残されています。川越製造所の敷地

植物状況調査

シュンラン
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