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エコマーク類型・基準制定委員会（第５回）の開催並びに決定事項について

  第５回エコマーク類型・基準制定委員会（座長：群嶌孝　同志社大学教授）が２０００

年４月２０日、（財）日本環境協会において開催され、審議の結果、以下のことが決定さ

れました。

 <決定事項>
  ･エコマーク商品類型 No.118「再生材料を使用したプラスチック製品」認定基準が５月

１０日付けで制定されます。

  ･商品類型 No.63「省電力のための負荷安定装置」認定基準が 4 月３０日付けで廃止され

ます。

  ･エコマーク商品類型 No.106「情報用紙」の認定基準の一部が 5 月 10 日付けで改定され

   ます。
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新エコマーク商品類型 No.118 ｢再生材料を使用したプラスチック製品｣の

認定基準制定について

  エコマークニュース第１２号（１９９９年４月３０日発行）において、エコマーク新商

品類型見直し試案「再生材料を使用したプラスチック製品」（案）として公表された新商

品類型認定基準は、公表後に寄せられた意見（別添２）を踏まえて修正がなされ、エコマ

ーク類型･基準制定委員会（第５回）において審議されました。その結果、基準案は承認さ

れ、5 月１０日付けで基準として別添１ No.118 ｢再生材料を使用したプラスチック製品｣

の通り制定されることが決定しました。

  なお、同日付けでエコマーク商品類型 No.13 ｢廃プラスチック再生品｣は廃止となります。

商品類型 No.63「省電力のための負荷安定装置」認定基準廃止について

  商品類型Ｎｏ．６３「省電力のための負荷安定装置」については、エコマークニュース

第１７号（２０００年２月１４発行）で廃止を公表し、それに対する意見をいただきまし

た。これを受けて、第５回エコマーク類型・基準制定委員会（第５回）で審議した結果、

本案件は予定とおり２０００年４月３０日に廃止されることが決定しました。

エコマーク商品類型 No.106「情報用紙」の認定基準の一部改定について

  エコマーク商品類型 No.106「情報用紙」の認定基準は、エコマーク類型・基準制定委員

会（第５回）で審議した結果、以下の通り一部改定されることが決定しました。

「改定理由」

  　意見申請に基づき、カラーインクジェット用の用紙の坪量・厚さについて JBMS32 と

  の関係を調査したところ、以下の点について問題があることが判明したため。

① JBMS32 が作成されてから１０年が経過し、現状とかけ離れたものになっていること。

② カラーインクジェットプリンター用の用紙は、インクの特性上、用紙の厚さが必要で

  あること。

「改定点」

　４－２．品質に関する基準

（１） 品質および安全性については、日本事務機械工業会規格 JBMS-32 または、

JBMS-32 に適合していること。ただし、カラーインクジェットプリンター用の

用紙については、その坪量および厚さに関してはこの規格を適用しない。

「改定日」

  ２０００年５月１０日
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別添１　　　エコマーク商品類型 No.118

「再生材料を使用したプラスチック製品」

                                                           （財）日本環境協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エコマーク事務局

１．環境的背景

　国内のプラスチック原材料の生産高は、１９９７年でおよそ１，５２１万トンである。

一方、廃棄されるプラスチックは、（社）プラスチック処理促進協会の統計によると、産

業廃棄物と一般廃棄物がほぼ等しく、合計で９４９万トンとなっている。このうち再生

材料として、いわゆるマテリアルリサイクルされている量は１１３万トン（約１２％）

であり、５１１万トン（５４％）は焼却され、残りの３２５万トンは埋め立てされてい

る。

　このような状況において、エコマーク商品としてはプラスチックの再資源化率の向上

に、再生材料の使用を促すことで寄与することが望ましい。そのためには、プラスチッ

クと他の廃棄物との分別回収のみでなく、種類の多いプラスチック種の中でも、できる

だけ同一種毎に分別回収を進めることが望まれる。一例として、PET ボトルや PET 製品

のリサイクルについては、既にエコマーク商品類型として採り上げ、ポリエステル繊維

製品としての利用を促している。

　また、２０００年４月からは「容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関

する法律」に基づいて、PET ボトル以外のプラスチック製容器包装についても再商品化

義務が生ずることになるが、エコマーク商品の認定を促進することと、各自治体が定め

る分別収集の仕組みのような具体的な計画とが、方向が合ったものにすることも考慮し

ていく必要がある。

　本類型では、他のエコマーク商品類型に入っていない、プラスチックを主材料とする

商品をできるだけ幅広く採り上げ、再生材料としてバージン材料に置き換わることを念

頭に検討が進められた。その際に、原料の採取段階（再生材料の使用）のみでなく、商

品の製造工程や使用段階、廃棄やリサイクル段階など、ライフサイクル全体を通して環

境側面に配慮した「再生材料を使用したプラスチック製品」を認定の対象とした。

２．対象商品の範囲

　別表１の商品区分 A に示す廃棄時に主として一般廃棄物となる商品については、ハロ

ゲン系の元素を含むポリマー種を使用（表面コーティング等を含む）した製品は対象範

囲外とする。区分 B の商品については対象とする。

　再生材料を使用したプラスチック製品として、他に個別に設定されている類型（例：

「再生 PET 樹脂を使用した衣服、繊維製品」、「使用済みタイヤ・チューブの再生品」等）

に属する製品は本類型の対象としない。

　　また、個々に以下の商品についても対象範囲外とする。

　　１）厚生省や自治体等で使用が認められていない食品容器や、黒色など不透明プラス

　　　　チック袋、などの商品

　　２）一般的に過剰包装と認められる包装用品

　　３）屋外家具、園芸用品のうち回収されない、または自然に散乱しやすい商品

３．用語の定義

　　再生材料：ポストコンシューマー材料およびプレコンシューマー材料からなる材料。

　　リサイクル：マテリアルリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還
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  元、コークス炉化学原料化は含まない。

　　ポストコンシューマー材料：製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。

　　プレコンシューマー材料：製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する材料または

              不良品。ただし、原料として同一の工程（工場）内でリサイクルされるも

              のは除く。

　　プラスチック：単一もしくは複数のポリマーと、特性付与のために配合された添加剤、

              充填材等からなる材料。

　　ポリマー：プラスチック中の主な構成成分である高分子材料。

　　産業廃棄物：「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定される廃プラスチック類

              で、事業者の責任において適正に処理されるもの。

　　一般廃棄物：上記以外のプラスチック廃棄物

　　処方構成成分：製品に特性を付与する目的で、意図的に加えられる成分をいう。製造

              プロセス上、不可避的に混入する不純物成分は含まない。

　　使い捨て商品：本来の材料で繰り返し使われている耐久性のある商品がある分野にお

              いて、繰り返しての使用を目的としない商品

４．認定の基準

　　4-1. 環境に関する基準

    　(1)製品は別表１に示す商品分類区分毎に、製品全重量に占める再生プラスチック

　　　　 の重量割合が、基準使用割合を満たすこと。他材料との配合使用および再生ポリ

         マーとバージンポリマーとの配合使用を認める。

　　　　   原料ポリマーとして、ポストコンシューマー材料からの再生ポリマーを１００

　　　　 ％使用する製品は、表中の［　］内の数値に従う。

　　　(2)製造時に大気汚染物質、水質汚濁物質の排出や労働安全衛生に関して、関連する

         法規、公害防止協定等を遵守していること。また、代替フロン（HCFCs）の使用

         のないこと。

　　　(3)製品は法令および業界自主基準等として定められている重金属等の有害化学物

         質等を処方構成成分として含まないこと。

      　   プラスチック添加物としては、ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生

         協議会等の各業界毎に自主基準で定められているポジティブリストに従うこと。

         ただし、難燃剤を使用する製品は、（財）日本防炎協会の認定を受けた「防炎物

　　　　 品」または「防炎製品」であって、且つ難燃剤として PBB（ポリ臭化ビフェニ

         ール）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）および短鎖塩素化パラフィン（鎖

         状 C 数が１０～１３、含有塩素濃度が５０％以上）を含まないこと。フタル酸

　　　　 エステル系の可塑剤は、子供が直接口にする可能性のある製品には含まないこと。

　　　　 また、鉛（Pb）系、カドミウム（Cd）系および水質保全に関する要調査項目に

         挙がっているトリブチルスズ化合物（TBT）、トリフェニルスズ化合物（TPT）
         等の有機スズ（Sn）化合物系の安定剤または滑剤を含まないこと。

　　　　　  プラスチック色材として、商品類型 No.104「再生 PET 樹脂を使用した家庭用

         繊維品」における「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」など、別

         表２に示す環境に関する基準第(3)項および「染料」や「蛍光増白剤」の使用に

         関する同第(4)項、第(5)項に適合すること。また、重金属類の含有量および溶出

         量については、ポリオレフィン等衛生協議会の「色材の規格基準」に適合するこ

         と。

　　　(4)製品は国連環境計画でリストアップされている残留性有機化学物質（別表３：
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　　　　POPs）を含まないこと、また使用・廃棄時にそれらの発生がないこと。

　　　(5)製品は耐久性があり、原則として「使い捨て商品」でないこと。ただし、用語の

         定義に言う「使い捨て商品」であっても、使用後回収されリサイクルされるシス

 　　　　テムが確立され、かつ実際にリサイクルされている場合には、この条項は適用し

 　　　　ない。

　　　(6)別表１の商品区分 B に属する製品にあっては、廃棄時にリサイクルのルートが

         確立しており、製品中プラスチック部分の７０％以上（ただし、本基準制定後、

         ２年間は５０％以上で可とする）が回収され、回収されたプラスチックの６０％

         以上がマテリアルリサイクルされることが確かであること。回収されたプラスチ

         ックの残りの部分については、エネルギー回収等の利用がなされること。ただし、

         ２０年以上継続して使用される製品には、この条項は適用しない。

      (7)他材料と組み合わせて使用する製品にあっては、リサイクル容易なように分

         離・分別の工夫がなされていること。

　　　　   他材料と配合して製造される製品は、リサイクルや回収・処理に害を及ぼさ

　　　　 ないこと。

  　　(8)製品にはリサイクルし易いように表示がなされていること。

　　　　   製品へのリサイクルの表示方法は別表４に従うものであること。合成樹脂の種

 　　　　類表示は JIS K6899 または ISO  1043-1 の記号を用い、先頭に”R-”を付す。

        　複数種の使用の場合は、”R-PE, PP, PS”のように併記する。ただし、３種類以

        上の場合には、”R-PE, PP 他”のように多いものから順に２つを表示し、３番目

        以降は省略する事もできる。

　　　　　基本的には上記表示方法に従うが、他の法令等により材質表示が義務付けられ

        る製品にあっては、その表示で替えることができる。

　　4-2．品質に関する基準

      (1)製品の品質については、食品衛生法等の法規および JIS 規格または業界の自主

         的な規格を満たすものであること。

５．認定基準への適合の証明方法

　　　(1)各基準への適合を証明する添付の付属証明書を、申込者の有印（社印または代表

         者印）文書として提出すること。

　　　(2)環境に関する基準 4-1、(1)の再生材料については、供給先の発行する原料証明

         書を添付すること。

      (3)環境に関する基準 4-1、(2)については、工場が立地している地域の環境法規等

         を申込時より過去５年間遵守し、違反等がないことについて、製品を製造する

         工場長の発行する自己証明書を提出すること。

　　　(4)環境に関する基準 4-1、(3)および(4)については、原材料供給者による証明、ま

         たは第三者試験機関により実施された試験結果の証明書類を提出すること。

　　　　　  ただし、すべての原材料について、該当する化学物質を処方構成成分として含

         まない場合、その化学物質については、原材料供給者および申込者による、含ま

         ないことの証明ができる書類でも可とする。
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　　　(5)環境に関する認定基準 4-1、(5)については、使用後回収されリサイクルされる

　　　　 システムが確立されていることを証明する場合には、説明書等の資料を提出する

         こと。

　　　(6)環境に関する認定基準 4-1、(6)別表１の商品区分 B に属する製品にあっては、

         廃棄時に回収とリサイクルまたは２０年以上の継続使用が確実になされること

         を証明する資料等を提出すること。契約更新時に、その実績を提出すること。

      (7)環境に関する認定基準 4-1、(7)他材料と組み合わせて使用する製品にあっては、

         分離・分別の工夫についての説明を加えること。

　　　　　 他材料と配合して製造される製品は、リサイクルや回収・処理が困難（例、リ

         サイクルが現実に出来ていないものや、粉砕等に要するエネルギーが大きいこと

         など）でないことの説明を加えること。

　　　(8)環境に関する認定基準 4-1、(8)については、製品の表示部分が確認できる写真

         等または表示の設計書を提出すること。

　　　(9)品質に関する基準 4-2、(1)については、第三者試験機関により実施された試験

         結果の証明書類を提出すること。

６．その他

    　(1)商品認定区分は、日本標準商品分類に基づく商品機能別の区分（６桁または７

         桁を目安とする）毎とし、且つ、ブランド名毎とする。色調、大小による区分は

         行わない。

　　　　　  また、使用素材の異なる製品は別区分とするが、素材毎の使用率の違いは問わ

         ない。ただし、繊維製品については、再生プラスチックの製品全体としての使用

         率差が１０％以上のものは別区分とする。

　　  (2)マーク下段の表示は、「プラスチックの再利用」または「再生プラスチックの利

         用○○％」とする。

　　　　　  ○○％は、製品全体での再生プラスチック合計使用重量割合を挿入するものと

 　　　　する。

　　　(3)上記のマーク下段表示の内容をより明確に表すため、環境情報表示を行うことが

　　　　 出来るものとする。この場合、下記のごとく、中央揃えの二段表示を矩形枠で囲

　　　 　んだものとし、「プラスチックの再利用」および「R-XX○○％」とする。

　　　　   使用する再生プラスチックが３種類以上になる場合は、「R-XX, YY 他○○％

　　　　 」のように３番目以降を省略しても良い。

プ ラ ス チ ッ ク の 再 利 用

Ｒ － Ｘ Ｘ ， Ｙ Ｙ ○ ○ ％
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制定日：平成１２年　５月１０日

本商品類型の認定基準は制定日より５年を期限として、見直しを行い、必要に応じて認定

基準の改定または商品類型の廃止を行います。



区 分 理 由 商    品    例 製品全重量に対する再生プラ
スチックの使用割合

その他回収、材質表示等
に関する留意事項

リサイクル利用され
にくい商品

食品・化粧品容
器、玩具等

食品衛生等衛生上の
配慮必要

弁当箱タイプトレー、化粧品容器、ト
ランプ札

４０％以上 別表の材質表示に従う

フィルム製品
再生材の高配合が困
難

包装用品、多層フィルム使用のファイ
ルただし、過剰な包装材、黒色の袋類
は除く

４０％以上 別表の材質表示に従う

繊維製品 既存類型との整合 衣服、カーペット、テント ５０％以上 別表の材質表示に従う

機能性事務所用
品等

バージン材の配合必
要、他材料の割合が
高い

カセットテープカートリッジ、空気清
浄器フィルター、金属を含むシャープ
ペン、粘着テープ

５０％以上 別表の材質表示に従う

文房具
エコマーク申込の多
い商品分野

ボールペン、ファイル、ペントレー、
写真用ホルダー

７０％以上［６０％以上］ 別表の材質表示に従う

屋外家具・園芸
用品

エコマーク申込の多
い商品分野

ベンチ、テーブル、植木鉢、柵 ５０％以上［４０％以上］

別表の材質表示に従う。
自然に放置され易いもの
は除く（例：土押さえ
ネット、園芸用ひも）

その他家庭用
品、建築構造用
品等

上記以外の区分Aに

属する商品

卵パック、バケツ、ごみ箱、ハン
ガー、簀の子、たわし、ソファー、
ボード、アンカーピン

７０％以上［６０％以上］ 別表の材質表示に従う

同一素材の回収品と
してリサイクル利用
の可能性が高い商品

合成建材、プリント基板、産業用容
器、部品等搬送容器および緩衝材、安
全標識板・杭、擬木

５０％以上［４０％以上］
適正な処理・処分を必須
とする
別表の材質表示に従う

注１）原料ポリマーとして、ポストコンシューマー材料からの再生ポリマーを１００％使用する製品は、表中の［　］内の数値に従う。

注２）消耗品等として補充使用される部分および消耗部分は製品全重量から除く。

  

B. 廃棄時に産業廃

     棄物となる商品

          別表１　再生プラスチック商品の区分と再生材の配合基準等

A. 廃棄時に一般廃

     棄物となる商品

商 品 区 分

8
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　　　　　別表２　商品類型 No.104 で規定されている関連項目

環境に関する

基準
　　　　　　　　　　　　内　　　　　　容

第(3)項 「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」、「ホルマリン樹脂

加工について（昭和４７年７月２０日４７繊局第５６９号通商産業省繊維

雑貨局長　現生活産業局長）」などの衣服を対象とする法規及び通達等に

適合していること。ただし、上記の法規及び通達等において製品中の遊離

ホルムアルデヒド量が「残留しない」と定められていない製品にあっては、

製品中の遊離ホルムアルデヒド量の残留は７５ppm 以下であること。

　ディルドリンについては、使用のないこと。

第(4)項 　羊毛にあっては、ベンジジン染料および下表の物質が発生する染料の使

用のないこと。

　羊毛以外の繊維にあっては、ベンジジン染料、クロム系染料および下表

の物質が発生する染料の使用のないこと。

第(5)項   蛍光増白剤は、過剰な使用のないこと。

別表２－付表   １以上のアゾ基の分解によって以下のアミンの一つを生成し得るアゾ色素

　4-アミノジフェニルベンジジン

　4-クロロ-o-トルイジン

　2-ナフチルアミン

　o-アミノアゾトルエン

　2-アミノ-4-ニトロトルエン

　p-クロロアニリン

　2, 4-ジアミノアニソ－ル

　4, 4’-ジアミノジフェニルメタン

　3, 3’-ジクロロベンジジン

　3, 3’-ジメトキシベンジジン

  3, 3’-ジメチルベンジジン

　3, 3’-ジメチル-4, 4’-ジアミノ

　　   ジフェニルメタン

　p-クレシジン

　4, 4’-メチレン-ビス-(2-クロロアニリン）

　4, 4’-オキシジアニリン

　4, 4’-チオジアニリン

　o-トルイジン

　2, 4-トルイレンジアミン

　2, 4, 5-トリメチルアニリン

    注）アゾ基の分解条件については「ドイツ日用品政令」を参照のこと

　　　　別表３   国連環境計画で挙げられている残留性有機化学物質

　DDT 　アルドリン

　ディルドリン 　エンドリン

　クロルデン 　ヘプタクロール

　ヘキサクロロベンゼン 　マイレックス

　トキサフェン 　ポリ塩化ビフェニール類

　ダイオキシン類 　フラン類
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　　　　別表４　再生プラスチック商品の材質表示

商 品 区 分 商　　品　　例 材質および処分方法に関する表示

A. 廃棄時に一般

廃棄物となる商品

食品・化粧品容

器、玩具等

弁当箱タイプトレー、化粧

品容器、トランプ札

１樹脂部に使用合成樹脂の種類

 （例：R-PE 等）を表示する

２樹脂部に、またはステッカー等で、

  再生材の使用部位を表示する

フィルム製品
包装用品、多層フィルム使

用のファイル

１樹脂部に使用合成樹脂の種類を表

  示する

繊維製品 衣服、カーペット、テント
１樹脂部に、またはステッカー等で、

  使用合成樹脂の種類を表示する

機能性事務所

用品等

カセットテープカートリッ

ジ、空気清浄器フィルター、

金属部を含むシャープペ

ン、粘着テープ

１樹脂部に、またはステッカー等で、

  使用合成樹脂の種類を表示する

文房具
ボールペン、ファイル、ペ

ントレー、写真用ホルダー

１樹脂部に、またはステッカー等で、

  使用合成樹脂の種類を表示する

屋外家具・園芸

用品

ベンチ、テーブル、植木鉢、

柵

１樹脂部に使用合成樹脂の種類を表

  示する

その他家庭用

品、建築構造用

品等

卵パック、バケツ、ごみ箱、

ハンガー、簀の子、たわし、

ソファー、ボード、アンカ

ーピン

１樹脂部に使用合成樹脂の種類を表

  示する

B. 廃棄時に産業廃

棄物となる商品

合成建材、プリント基板、

産業用容器、部品等搬送容

器および緩衝材、安全標識

板・杭、擬木

１ステッカー等で適正な処理・処分

  方法を表示する

２樹脂部に使用合成樹脂の種類を表

  示する

 注１）材質表示は商品本体の樹脂部に付ける。

 注２）ステッカー等は樹脂部に表示することが困難な場合に、補助的手段として用いる。
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解説   「再生材料を使用したプラスチック製品」商品認定基準

１．環境的背景の補足

  プラスチック廃棄物の現状を、東京２３区の一般廃棄物を例にとってみれば、都

市ごみ中のプラスチックの割合は、１９８５年から９５年の間に約９％から約１

２％へと増加しており、９５年のプラスチックごみの排出量は５０万トン／年と約

１.４倍に増えている。注）

  ごみを形状別に見れば、東京２３区の場合、都市ごみ中の事業系一般廃棄物を除

く家庭ごみは約４０％であるが、そのうちの半分は包装フィルム製品の廃棄物と推

定されており、以下パック・カップ類、ボトル類、食品トレーの順である。

  また、プラスチック種類別に見ると、ポリエチレン（PE）が最も多く約２８％、

以下ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）、PET、ポリ塩化ビニール（PVC）、

ポリ塩化ビニリデン（PVDC）の順と推定されている。塩素系プラスチックのP V C
とPVDCを合わせると約１４％であり、事業系を加えた一般廃棄物中の約５％より

高くなっている。また、プラスチックごみ中には、プラスチック以外のごみが３０

～４０％混入していると報告されている。

  プラスチック廃棄物に関連して、ごみ焼却炉からのダイオキシンの排出問題につ

いては以下のように考え方を整理した。現時点で、①大型の条件の良い焼却炉では、

通常の都市ごみ焼却においてもダイオキシンの排出濃度は基準を下回っているこ

と；②ダイオキシンの排出濃度が問題となっている焼却炉は、炉の方式や運転条件

および排ガス処理方法などによってほとんど類別されること；が明らかになってい

る。実際に欧州各国でも既にこのような考え方で対策をとり、解決がなされている。

しかし、焼却の仕方が不適切であれば、塩素系のプラスチックを燃やした場合、ダ

イオキシンの排出が問題となりうることもまた事実である。

  また、廃棄プラスチックのうち、マテリアルリサイクルが難しいものについては、

油化や高炉還元、エネルギーとしての回収利用等の拡大のため、脱塩素技術の研究

も進められているが、廃棄物は集積後に脱塩素するよりも、その発生する時点で分

別することが大切である。

  したがって、エコマーク商品の基準化に当たって、「容器包装リサイクル法」の

具体的取り組み方向を睨みながら、できるだけ分別回収を進める方向としたい。プ

ラスチック廃棄時において、全てのプラスチック種類にわたって、種類毎の分別回

収を図ることが再利用にとってはベストである。しかし、これを実現するためには、

社会的なコンセンサスに基づいた回収方法の確立を待たねばならない。したがって

現段階で本類型では、その第一歩として、ハロゲン系の元素を含むポリマーとそれ

以外のポリマー種との区分を対象商品範囲として盛り込んだ。

　　　　注）資源環境対策、Vol.33 (1997)  No.12, p.1093

２．対象とする商品の範囲について

　上述の観点から、対象範囲として分類を「廃棄時にリサイクル利用されにくい主

として一般廃棄物となる商品区分：A」と「廃棄時に同一素材の回収品としてリサ

イクル利用の可能性が高い産業廃棄物となる商品区分：B」に２分した。

  区分Aについては、廃棄時に焼却処理や再生燃料として利用する場合、処理工程

および環境への負荷増加がないように、ハロゲン系の元素を含むポリマーを使用し

た商品は対象外とした。また、自然に放置されやすい商品や一般的に見て過剰な包

装用品等、個々の商品用途について環境保全上望ましくない商品は対象外とした。

この場合、過剰な包装の判断基準は時代とともに変わるものであるので、その判断

はエコマーク審査委員会で行うこととした。
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３．用語の定義について

  再生材料の認定については、ISO規格「環境ラベルと宣言－自己宣言による環境

主張（ISO 14021）」に準拠した。ただし、同一工程のみならず、同一工場内で発

生する廃材のリサイクルはプレコンシューマー材料とは認められず、再生材料に入

らないとした。これは、工場内で生じた廃材の、同じ工場内でのリサイクルは、製

造者において当然なされるべき行為であり、エコマークとして採り上げるべき事由

にはあたらないからである。したがって、同じ工場内で原料としてリサイクル使用

される欠陥製品や製造過程で発生するランナー、ゲートなどの成形時端材は、本類

型で言うところの「再生材料を使用」には該当しない。

廃棄されたプラスチック製品の再生処理手法については「容器包装リサイクル

法」における用語の定義を、エネルギー回収については上記「ISO 14021」を参照

されたい。

４．環境に関する基準策定の経緯

  基準の設定にあたっては、商品ライフステージ環境負荷項目選定表を使い、環境

の観点から商品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を考慮した上で、認定基準

を設定するに際し重要と考えられる負荷項目が選定され、選定された項目について

定性的または定量的な基準が策定される。

  商品類型「再生材料を使用したプラスチック製品」において考慮された環境負荷

項目は、商品ライフステージ環境負荷項目選定表に示したとおり（表中○印）であ

る。このうち最終的に環境に関する基準として選定された項目は、Ａ－１、Ｂ－５、

Ｂ－６、Ｂ－９、Ｄ－１、Ｄ－４、Ｄ－８、Ｅ－４、Ｅ－５、Ｅ－７、Ｅ－８、Ｅ

－９およびＦ－１、Ｆ－７（表中◎印）である。なお、表中の　　印の欄は検討対

象とならなかった項目、または他の項目に合わせて検討された項目を示す。以下に

環境に関する基準の策定の経緯を示す。

　　　表「ライフステージ環境負荷項目選定表および検討対象とされた負荷項目」

      商品のライフステージ

Ａ． Ｂ． Ｃ． Ｄ． Ｅ． Ｆ．

    　　 環境負荷項目 資源 製造 流通 使用 廃棄 ﾘｻｲｸ

採取 消費 ﾙ

１資源の消費 ◎ ○ ◎ ◎

２地球温暖化影響物質の排出

３オゾン層破壊物質の排出 ○

４生態系の破壊 ◎ ◎

５大気汚染物質の排出 ◎ ◎

６水質汚濁物質の排出 ◎

７廃棄物の排出・廃棄 ○ ◎ ◎

８有害物質等の使用・排出 ◎ ◎

９その他の環境負荷 ○ ◎ ○ ○ ◎ ○

Ａ　資源採取段階

　◇Ａ－１（資源の消費）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)再生材料をできるだけ多く使用していること

　上記については、再生材料の使用率はできるだけ高くすることが望ましい。一

方では、とくにこれまで再生利用の極めて少ない家庭ごみから回収されたプラス

チック（回収率１％未満）を使った製品は、例えば使用率が低くても認めるなど
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の処置を講ずるべき、との意見があった。しかし、ポストコンシューマー材料と

して、家庭ごみから回収する社会的なシステムはまだできていないことや、製品

中の家庭ごみから回収された材料の含有量をチェックすることも難しいことな

どが指摘された。結果として、現状では家庭ごみからの回収に限らず、ポストコ

ンシューマー材料の利用全体にインセンティブを与えて、リサイクル利用の向上

を図るべきとの方向になった。

　一方、商品によっては再生材が使いづらい用途もある。例えばフィルム製品で

は技術的に、食品分野では衛生上内面ラミネート加工などの対策を行うことによ

り、再生材料の使用割合は低くならざるを得ない。現実に、エコマークの新商品

類型提案においても、この種の再生プラスチック材料を使用した機能性商品が多

い。これらの分野にもできるだけ門戸を拡げて、再生材の利用拡大を図るべきと

の意見が大勢であった。この観点と、消費者から見て分かりやすいと言うことか

ら、商品区分を設定し、それぞれ区分毎に認定に必要な再生材基準配合割合を定

めることとなった。また、原料ポリマーとしてポストコンシューマー材料のみを

使用した製品のいくつかの区分については、再生材の認定基準配合割合を下げ、

インセンティブを与えるものとした。これらの事柄は基準として選定された。

　◇Ａ－９（その他の環境負荷）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)労働安全衛生法の第１条～第５８条を遵守すること

　管理に該当する項目が必要ではないか、との議論があった。この項目について

は、製造段階（Ｂ－３，－５，－６および－９項）でまとめて議論された。本ラ

イフステージでは、資源採取場所や方法について特定されず、本項目の基準化は

難しいと判断され、基準は策定されなかった。

Ｂ　製　造　段　階

　◇Ｂ－１（資源の消費）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1) 製造時に副原料・副資材等の資源をなるべく消費しない

(2) 出来るだけ単一種の樹脂を使用すること

　(1)項については、再生プラスチック製品の製造において、とくに副原料や副

資材等の使用量が必要以上に増大することは考えにくく、その使用抑制を基準と

して策定する必要はないものと判断された。

　(2)項については、できるだけ単一種の再生プラスチック材料を使用して、紙

の再生利用と同じように再利用の流れを作りたいとの意見があった。混合種にす

るとそこで流れがとぎれてしまうからである。しかし現状１１％程度と低い廃プ

ラスチックの有効利用を少しでも前に進める必要があるとの観点からは、混合種

の使用を認めるべきであるとの意見もあった。現実に１００％ポストコンシュー

マー材料を使用しているところでは、混合種でやっているところが多い。例えば

杭などでは、混合種の再生品をさらにリサイクル利用している。

  これらの議論の結果、プラスチック種類の混合使用も認めるべきであるとの結

論にいたり、本項目は基準には盛り込まれなかった。

　◇Ｂ－３（オゾン層破壊物質の排出）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)特定フロンを使用していないこと

　プラスチック発泡剤等として、特定フロン（CFCs）を使用しないことは「オゾ
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ン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」に基づいて法律として定め

られており、当然守るべきことである。また、代替フロン（HCFCs）についても、

炭化水素系物質への転換を促進するよう認めないこととした。製造段階で環境法

規等を遵守することは、Ｂ－５、Ｂ－６およびＢ－９の項目と併せて議論され、

本項目は関連する法規等の遵守に関する基準として策定された。

　◇Ｂ－５（大気汚染物質の排出）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)製造時に大気汚染物質の排出が少ないこと

  再生材料を使用するからと言って、大気汚染物質の排出管理がきちんとなされ

ていない製造状況では困る。この観点から、Ｂ－３項と同じく関連する法規等を

守っていることとする基準として策定された。

　◇Ｂ－６（水質汚濁物質の排出）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)製造時に水質汚濁物質の排出が少ないこと

  特に廃棄物を再生材料の原料として扱う工場においては、水質汚濁物質の排

出管理および工場内の汚染防止対策がきちんと行われている必要がある。

これらの観点から、本項目はＢ－３項と同じく関連する法規等の遵守に関す

る基準として策定された。

　◇Ｂ－９（その他の環境負荷）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)環境に有害な電磁波を出さないこと

(2)労働安全衛生法の第１条～第５８条を遵守すること

  上記(1)および(2)については、製造時に原料溶融炉等から発生する電磁波が、

労働現場周辺へ影響を及ぼす可能性があることが指摘された。この事柄について

は、労働安全衛生法に沿ってきちんと管理が行われていることが必要とされた。

これらの観点から、本項目はＢ－３項と同じく関連する法規等を守っているこ

ととする基準として策定された。

Ｃ　流　通　段　階

　◇Ｃ－９（その他の環境負荷）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)労働安全衛生法の第１条～第５８条を遵守すること

  本項目に関しては、流通段階では特段の基準を設ける必要はないものと判断さ

れ、基準の策定はなされなかった。

Ｄ　使用・消費段階

　◇Ｄ－１（資源の消費）およびＤ－７（廃棄物の排出・廃棄）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)安全かつ耐久性に優れていること

　安全性および耐久性のうち、食品衛生法等のように製品品質に関するものは、

第４－２項で品質に関する基準として策定されている。本項目は、耐久性につい

て次のＤ－７項で併せて議論され、基準化された。
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　◇Ｄ－４（生態系の破壊）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)使用時に生態系の破壊を生じないこと

現在、世界の外洋や極地地方に生息する動物の体内にも、外因性内分泌かく乱化

学物質（いわゆる環境ホルモン）が検出されることが報告されている。このよう

な物質が動物の体内に取り込まれる経路の一つの可能性として、プラスチック容

器等使用時または適切に処理されず廃棄されたプラスチック類から、溶出や発生

すると考えられる化学物質が疑われている。それらの物質の中で、とりわけ、食

物連鎖等で動物の体内で濃縮されるような物質として、残留性有機化学物質（

POPs）が国連環境計画で採り上げられ、現在別表３に示されている１２の物質類

についてはこれを規制する事になっている。

また、今後POPsの条約化と物質類の追加がなされることになっているので、新た

に追加された物質についても、それらを含有しないこと、または使用および廃棄

処理時に発生しないこととされた。

　　　本項目は基準として選定された。

　◇Ｄ－７（廃棄物の排出・廃棄）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)使い捨て商品等でないこと

  再生材料のリサイクル使用であっても、過剰包装のように本来機能として必要

のないもの（例えば、缶ビール詰め合わせ箱に入っているプラスチック製のトレ

ーなど）に使用する事は避けるべきである。

  また、本来の材料で繰り返し使われている耐久性のある商品がある分野におい

て、繰り返しての使用を目的としない商品（例えば、家庭内で１回のみ使用する

ためのプラスチック製のスプーンやフォーク）も同様に再生材料を使っているか

らと言って環境負荷を減ずることにはならない。ただし、例えば木製の箱や鉄製

パイプに替わり、繰り返し使用を目的とするプラスチック製の箱やパイプであっ

て、耐久性が従来の木製や鉄製のものと同等であれば、再生材料の有効利用と認

める。これは木製や鉄製とプラスチック製との間の、材質的な環境負荷の増減を、

定量的に評価する事が現状では難しいからである。

  さらに、使い捨て商品であっても、使用後回収されリサイクルされるシステム

が確立されている商品については、認定の対象とすべきとされた。

　　　本項目は基準を策定すべき項目として選定された。

　◇Ｄ－８（有害物質の使用・排出）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)有害化学物質等を含まないこと

　一般的に法令、もしくは業界自主基準等で使用が禁止されているものについて

は、それらの物質を含まないことは当然である。ただし、ここで「含まない」と

いう意味は、原料および用語の定義にいう処方構成成分として含まないこととし

た。すなわち、具体的な例としては、再生原料中のプラスチック添加物や製品の

表面コーティング材等については製品の処方構成成分であり、「それらの物質を

含まないこと」が要求される。一方、再生プラスチック原料中の色材として混入

する成分や、製品の製造プロセスで不可避的に混入する不純物成分等は処方構成

成分にはあたらず、「それらの物質を含まないこと」は要求されない。

　ここでは商品使用時の問題として、まずプラスチック添加剤の安全性が論じら
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れた。我が国のポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会が発行してい

る、プラスチック添加物の食品衛生容器に関するポジティブリストは世界の添加

物基準で最も厳しいものであるが、環境に与える負荷が小さいとの観点から、本

類型の対象となる全プラスチック商品に付いてこのポジティブリストに従うこ

ととされた。

　そのほかに、とくにプラスチック添加物については、エコマークとして使用を

認めていない、または使用する事が好ましくないと判断した一部の難燃剤、可塑

剤や安定剤を除外した。すなわち、難燃剤に付いては既に存在するエコマークの

規定に従うこととした。また「水環境保全に向けた取り組みのための要調査項目

リスト」に挙げられた化学物質のうち、可塑剤として使われるフタル酸エステル

は、エコマーク類型・基準制定委員会での議論の結果、子供が直接口にする可能

性のある商品については、含まないこととした。リン酸エステルについては現状

では代替が難しいことから、使用を認めることとした。安定剤および滑剤等には

Pb系、Cd系および、上記水環境保全のための要調査項目リストに挙げられている

有機Sn化合物注）系の、重金属を含む系は使用しないこととした。

　さらに、プラスチック色材については、「再生PET樹脂を使用した家庭用繊維

製品」の認定基準と整合を取った。すなわち、「有害物質を含有する家庭用品の

規制に関する法律」や「染料」、「蛍光増白剤」に関する要求事項を満たすこと

とした。また同時に、色材中の重金属に関してもポリオレフィン等衛生協議会の

規格基準に従うこととした。一方、有機色材中には塩素を含有するものがあるが、

有機色材のプラスチックへの添加量が少ないことと、現在の技術では有力な代替

手段がないことから、除外しなかった。次回の基準見直し時には、改めて検討し

たい。

　　　本項目は基準を策定する項目として選定された。

　　　　注）トリブチルスズ化合物、トリフェニルスズ化合物、ジブチルスズ化合物、

　　　　　　ジフェニルスズ化合物およびモノフェニルスズ化合物を指す。

Ｅ　廃　棄　段　階

　◇Ｅ－４（生態系の破壊）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)廃棄時に生態系の破壊を生じないこと

　　　本項目に関する議論は、Ｄ－４項でまとめて述べた。

　◇Ｅ－５（大気汚染物質の排出）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)燃焼時に有害物質が基準を超えて排出されないこと

　　　商品の燃焼廃棄時に発生するNOxやSOx等の大気汚染物質の排出については、

　　製造者のコントロール外であり、とくに基準化の必要はないものと判断された。

　◇Ｅ－７（廃棄物の排出・廃棄）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)安易な使い捨てにならないこと

(2)焼却しにくい、かさばるなど廃棄後の処理が困難でないこと

  項目(1)については、Ｄ－７項で併せて論じられ、内容については既にそこで

述べた。本項目は基準を策定すべき項目として選定された。

  項目(2)については、必要なことではあるが基準への適合を証明する仕方が難

しく、基準として選定されなかった。
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　◇Ｅ－８（有害物質等の使用・排出）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)廃棄時に有害物質が排出されないこと

(2)出来る限りポリ塩化ビニール、ポリ塩化ビニリデン等を使用しないこと

  項目(1)および(2)について、燃焼廃棄時のポリ塩化ビニールおよびポリ塩化ビ

ニリデン等の含有とダイオキシンの発生との関係が主として議論された。商品は

廃棄時に、産業廃棄物としてきちんと処理されるものと一般消費者に廻るものと

は、棲み分けするものと考えるべきことや、これらのハロゲン系プラスチックを

家庭ごみ等から排除することが、ダイオキシン対策にどれだけ寄与できるか、な

どの議論が行われた。

  議論内容の概要とその結論については、本解説の「１．環境的背景の補足」に

述べているが、特に家庭ごみがきちんとした焼却設備のないところで燃焼廃棄さ

れたり、産業廃棄物が違法な焼却（野焼き）等をされた場合のダイオキシンの発

生の回避が論じられた。家庭ごみについては、ごみになる前に分別することが大

切であり、対象商品の範囲区分Aを設けることによって、燃焼条件によってはダ

イオキシンの発生要因となりうるハロゲン系の元素を含むポリマー種の商品は

除かれる。したがって、商品区分Aについてはとくに基準として策定はされなか

った。

  産業廃棄物については商品区分Bとして、違法な焼却の回避や廃棄時自然へ放

置しないことなどを意図し、廃棄時に産業廃棄物として適正に処理・処分がなさ

れることが確かであることとされた。しかし、エコマーク類型・基準制定委員会

での審議の結果、「廃棄時に適正に処理処分がなされること」では、エコマーク

商品としては不十分であり、回収ルートの確立およびトップランナー商品として

マテリアルリサイクルが高い割合でなされるべき、とされた。回収率およびマテ

リアルリサイクル率に関する数値設定においては、再生材料の配合による物性劣

化が勘案された。

　　　本項目は基準として選定された。

　◇Ｅ－９（その他の環境負荷）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)労働安全衛生法の第１条～第５８条を遵守すること

　商品の廃棄段階においても、本項目はＢ－３項等で論じられたように必要なこ

とである。しかし、一般的に言って商品を製造する事業者、販売事業者等が、廃

棄段階での作業について管理することは不可能である。したがって、本項目は基

準として採用されなかった。

Ｆ　リサイクル段階

　◇Ｆ－１（資源の消費）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)リサイクル時に資源の消費が少ないこと

　本項については、再生プラスチック製品のリサイクル段階において、とくに原

料や資材等の使用量が必要以上に増大することは考えにくく、その使用抑制を基

準として策定する必要は無いものと判断された。

　　　したがって、本項目は基準を策定する項目として選定されなかった。

　◇Ｆ－７（廃棄物の排出・廃棄）
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　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)リサイクルしやすい表示がなされていること

(2)リサイクルされた製品は廃棄後もなるべくリサイクル容易なこと

(3)回収された製品は再利用される部分が多いこと

  (1)項については、リサイクルや焼却に関連して、材質表示の有効性が議論さ

れた。SPI材質表示法に従った数字標記を各商品に表示しても、廃棄時にその数

字標記に対応する回収箱が無ければ、リサイクル上意味がないこと。現在PET で

はプラスチック工業連盟による表示法が義務付けられているが、単一のバージン

材だけを対象にしていること。リサイクル材料は混合したものもあり、表示し辛

いこと。金型に彫り込む商品には、複雑な表示はできないこと、などの意見があ

った。

これに対して、バージン材と区別するためにリサイクル商品の材質表示として、

R-PEやR-PPのような先頭に「R-」を付した表示が考えられること、混合材料につ

いては複数の材質名を表示できること、消費者の意識が高まっておりできれば材

質表示だけでなく、○○％と再生材の含有量も表示したいこと、金型による表示

が難しいものについては、補助的な手段も考えられること、などの意見があった。

  これらの議論の結果、マテリアルリサイクル率向上の観点から、エコマーク商

品としてプラスチックの材質表示は是非進めて行くべきとされ、基準を策定すべ

き項目に選定された。

　(2)項については、他材料と組み合わせて、または他のプラスチック種や他の

材料が配合されて使用する場合が議論された。

　プラスチック材料と他の材料の組み合わせ使用する商品については、分離等が

容易なことが必要とされた。

　また、これまでにバージンプラスチックと再生プラスチックとの配合使用は認

めていなかったが、このような申込商品も多くとくにこれを排除する理由はない

とされた。

　他の材料とプラスチックとの配合使用（混合使用）については、なるべく避け

ることが望ましい。しかし、Ａ－１項およびＢ－１項の議論と同様に、現在の低

いリサイクル率の状況から、できるだけリサイクル材の使用を進めることが大切

とされた。したがって、廃棄後に配合状態のまま再利用する、耐用寿命が長い（具

体的には、１０年以上の耐用寿命を目安とする）、またはバージン材においても

マテリアルリサイクルは期待できない商品分野で使用するなど、リサイクルや回

収処理に新たに悪影響を及ぼさなければ認めることとされた。

　　　この項目は基準として選定された。

      (3)項については、容器等の再利用については別に商品類型があり、そこで取

    り上げるべき事項とし、本類型では基準化しないこととされた。

　◇Ｆ－９（その他の環境負荷）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)環境に有害な電波を出さないこと

(2)労働安全衛生法の第１条～第５８条を遵守すること

(3)リサイクルシステム構築への努力があること

　(1)および(2)項については、Ｅ－９項と同じく商品のリサイクル段階において

も本項目は必要なことであるが、一般的に商品を製造する事業者、販売事業者等

が、リサイクル段階での作業について管理することは不可能である。したがって、

本項目は基準として採用されなかった。

(3)項については、具体的に基準化し辛いことから、基準として策定はされなか

った。
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４．品質に関する基準について

　プラスチック製品全体としては、様々な商品分野にわたっており、品質規格の全

部を列挙することは困難である。したがって、品質については、 JIS規格があるも

のについてはこれを満たすこと、また JIS規格のないものについては業界自主規格

を満たすものであることとされた。

　また食品衛生法など用途毎に定められた品質に関する法規の適用を受ける商品

については、併せてその法規を満たすこととされた。
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　　　　　　　　　　　　付属証明書
（全ての項目に記入の上、申込時に必ずご提出下さい）

　　　　　　　                                                   　　  申込者印

  表１　4-1. (1) 製品全体の材料使用比率

部品名

もしくは

製品名

重量

(g)

使用再生プラ

スチックの

ポリマー名

重量

(g)

プレコンシュ

ーマー材料の

ポリマー名

重量

(g)

再生プラス

チック以外

の原料名

重量

(g)
証明書

整理番号

部品

 １

原料供給元

発行の

原料証明１

部品

 ２

原料供給元

発行の

原料証明２

部品

 ・

部品

 ｎ

原料供給元

発行の

原料証明ｎ

重量

合計
A B C D

B + D = A

　　　＊再生プラスチックの重量割合　B ／ A =　　　　(g) ／　　　　(g) =　　　%

＊＊以下の余白に再生プラスチック原料供給事業者および工場内発生廃プラスチックの処理事業者な

どの製品製造プロセスへの関与事業者分担（表）を示して下さい。

再生プラスチック　　再生プラスチック

回収事業者　　　　　供給事業者

　表２　4-1. (2) 製品製造段階での工場立地地域の環境法規などの遵守

Ｎｏ 項　　　　目 適　　合  必要添付書類整理番号

１ 工場立地地域の環境法規などの遵守 適合する／しない
製品製造工場長発行

　適合証明書２－１

２ 代替フロンの不使用 適合する／しない
製品製造工場長発行

　適合証明書２－２
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　表３　4-1. (3) 有害化学物資等

Ｎｏ 項　　　目 適　　合 必要添付書類整理番号

法令(第１種および第２種特定化学物質、水

質・土壌・大気環境基準など)の遵守
適合する

１

業界自主基準への適合 適合する

原料供給元、申込者または

第三者試験機関発行

　適合証明書３－１

２
ポリオレフィン等衛生協議会の添加物ポジ

ティブリストへの適合
適合する／しない

申込者または第三者機関

発行証明書３－２

３
塩ビ食品衛生協議会の添加物ポジティブリ

ストへの適合
適合する／しない

申込者または第三者機関

発行証明書３－３

４
難燃剤の使用

(使用の場合、基準にある物質を含まない)
使用有り／使用無し

適合する／しない
関連する認定証３－４

５

フタル酸エステル類の不使用

(子どもが直接口にする可能性のある製品

の場合)
適合する／しない

原料供給元、申込者または

第三者試験機関発行

　適合証明書３－５

６
鉛系、カドミウム系、有機スズ化合物系

の含有がない
適合する／しない   上記同様　３－６

７
有害物質を含有する家庭用品の規制に関す

る法律
適合する／しない   上記同様　３－７

８ 染料 適合する／しない   上記同様　３－８

９ 蛍光増白剤 適合する／しない   上記同様　３－９

１０
ポリオレフィン等衛生協議会の色材規格基

準
適合する／しない

申込者または第三者機関

発行証明書３－１０

　表４　4-1. (4) 残留性有機化学物質

Ｎｏ 項　　　目 適　 合 必要添付書類整理番号

１ 含有 有り／無し

原料供給元、申込者または

第三者試験機関発行

　適合証明書４－１

２ 使用・廃棄時の発生 有り／無し   上記同様　４－２

  表５　4-1. (5) 商品の耐久性

Ｎｏ 項 　  目 適　  合 必要添付書類整理番号

１ 耐久性 有り／無し 申込者による証明５－１

２ 使い捨て商品 該当／非該当 申込者による証明５－２

３ 回収リサイクルシステム(使い捨て商品) 有り／無し 申込者による証明５－３
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　表６　4-1. (6) 廃棄時の適正な処理・処分

Ｎｏ 項　　　目 適　　合 必要添付書類整理番号

製品の商品区分(以下商品区分Ｂのみ記入) A ／ B

製品の平均使用年数

(以下は使用年数が 20 年以下の場合記入)
      年

リサイクルルートの確立 適合する／しない

製品中のプラスチック部分の回収率       ％

回収されたプラスチックのマテリアルリサ

イクル率
      ％

１

マテリアルリサイクルが不可能な部分のエ

ネルギー回収等の利用
適合する／しない

商品区分 B の場合、製品

が 20 年以上使用されるこ

と、耐用年数、などの根拠、

またはリサイクルルート、

プラスチックの回収率・リ

サイクル率・エネルギー回

収などを説明した申込者

による証明６－１

　表７　4-1. (7) 他材料との組み合わせ使用、配合使用

Ｎｏ 項　　　目 適　　合 必要添付書類整理番号

 １
他材料と組み合わせ使用

分離・分別の工夫(組み合わせ使用有の場

合のみ)

使用有り／無し

適合する／しない
申込者による証明７－１

 ２

他材料の配合使用

下記条件いずれかに該当(配合使用有の場

合のみ)
(1)廃棄後配合状態のまま再利用可能

(2)耐用寿命が長い(１０年以上)
(3)元々マテリアルリサイクルが期待でき

ない商品分野の製品である

使用有り／無し

適合する／しない
申込者による証明７－２

　表８　4-1. (8) 製品への表示

Ｎｏ 項　　　目 適　　合 必要添付書類整理番号

１ 製品へのプラスチック材質表示 表示有り／無し
申込者による証明８－１

(写真または表示設計書)

　表９　4-2. (1) 品質基準

Ｎｏ 項　　　目 適　　合 必要添付書類整理番号

１ 該当する製品品質規格の有無 有り／無し 該当規格名

２ 該当規格への適合 適合する／しない
第三者試験機関による

　試験証明書９－１

＊該当規格のない場合、類似規格への適合について、別紙にご説明下さい。
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No. 意 見 箇 所 意   見   内   容 回　　答　（案）

1 １．環境的背景 ごみの量の削減だけでは限界がある。発生量制限するために、再生材料を使用したプラスチック製品のみでなく、例
えばPETボトルのリターナブル・リユースを考慮した製品なども対象に加えるべきである。

「リターナブル容器」には、これを対象とした類型が既にある
（商品類型No.9）。リユースについても「商品類型No.31詰め

替え使用品のための容器」と併せて基準化を検討予定である。原
案通りとする。

2 １．環境的背景 「商品の製造工程や使用段階、廃棄やリサイクル段階など、ライフサイクル全体を通して環境側面に配慮した」に関
して；
マテリアルリサイクルは可能でもそれを行うには大きなエネルギーを要する場合（資源の浪費）やCO2排出が多い場

合でも環境側面に配慮したと言えるのか？塩ビは他のプラスチックに較べ石油の消費が少なく、且つ、CO2の排出も

少ないがそれらの要素は勘案されているのか？

ポリ塩化ビニルは直接の原料としての石油使用量が少ないこと、
燃やしても炭酸ガスの発生量が少ないことは確かである。しか
し、全体として廃棄やリサイクルを含めて、他のプラスチックと
較べて省エネとなるか否かは、LCIの手法確立を待って判断さ

れるべきものと考える。

3 ２．商品対象範囲 「黒色など不透明プラスチック袋」について、これを除外することに反対する。理由；１．PE製の袋のロスはほとん

どごみ袋に再生されている。２．着色フィルムや印刷ロスは黒ゴミ袋にしかならない。３．エコマーク商品から除外
された場合、これらのロスの使途が無くなる。４．生ごみ用の袋は衛生上も美観上も黒色で中味が見えないのがベス
トである。

全国の自治体では、清掃作業上危険防止の観点から、ごみ袋とし
て透明や半透明の袋を指定しているところが多い。原案通りとす
る。

4 ２．商品対象範囲 「ハロゲン系の元素を含むポリマー種を使用（表面コーティング等を含む）した製品は対象範囲外とする」とあるの
は、塩ビを不当に差別している。これを削除するべき。理由；１．塩ビはリサイクルのフローが太く長い（例えば、
農業用ビニルはさらに再生利用された後、高炉の還元剤やセメント原燃料に使われる）ため、地球環境保全への寄与
が大きい。２．リサイクル拠点が多い（産業用資材用が現状では多い）ため、“非拡散性”に優れる。３．一般廃棄物

の処理システムが進展しつつあり、塩ビであれ、他の素材であれ、ダイオキシンの発生は急激に削減される。４．塩
ビは、製造過程において消費されるエネルギー（石油）が、他のプラスチックの約半分であり、塩ビの建材への利用
および再利用により木材とくに熱帯雨林材の代替により二酸化炭素の吸収に寄与する。

下記１～４及び他項で述べる理由と併せて、本基準では塩ビ製品
を、廃棄時に一般廃棄物となる商品については対象外とするが、
エコマークとして塩ビ製品を不当に差別するものではないと考え
る。原案通りとする。
１．高炉の還元剤やセメント原燃料に使われる際に塩素を含有
しているため、炉を傷めるなどの理由で脱塩素が必要とされる。
廃棄時に、他のプラスチックと事前に分別して捨てるべきであ
る。２．産業資材としての塩ビのリサイクルは進んでいると認識
している。３．今後、一般廃棄物が分別回収に向かって進むこと
は間違いない。４．上記No.2の回答に同じ。

5 ２．商品対象範囲 塩ビそのものにスポットを当てた「塩ビ排除」に近い考え方（注）には反対する。産業の陳腐化に繋がる。人類の発
展と産業の発達が共存する施策を策定すべきである。貴協会の偏った考えで安易に基準等が見直され、その結果が私
たち働く者の雇用を脅かすことになれば、勤労者の代表として断固許し難い。労働組合も運動方針や理念に、地球環
境問題を採り入れて取り組みつつある。勤労者のため、国民のため、ひいては子孫のためにも、本末転倒にならぬよ
うに十分検討していただきたい。

エコマークは法的規制でなく、強制力もない。環境面から奨励で
きる商品を後押ししようとするものである。今回の基準案におい
て、「塩ビ排除」が先にあるのではなく、プラスチック製品のマ
テリアルリサイクルを促進するため、リサイクルできるところで
は後押ししようとしている。

公開基準案に寄せられた意見は約２、０００件有りました。ここでは、それら意見のうち、内容が同じものや集約できるものはまとめて、以下のごとく整理した。いただいた各意見に関しては、ここに述べた回答の
中で、すべてお答えしたと考える。
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（注）塩ビ製品のうち、一般廃棄物になる製品は約１５％、残りの８５％のうち約半数は軟質塩ビであり、フタル酸
エステルが含まれている。後の半数のうち大部分は塩ビの主用途であるパイプ関連製品で、これに使われている安定
剤はほとんどがスズ系である。つまり貴案が採用されると塩ビ製品のほとんどが「対象外」となり、実質的にエコ
マークの対象外となる。

また、プラスチック添加剤の観点から、実質的に「塩ビ排除」に
なることが議論され、フタル酸エステルおよびリン酸エステルに
ついては特例を除き認めることとした。スズ系についても、５つ
の有機スズ化合物系に限定した。

6 ２．商品対象範囲 １．塩ビなどハロゲン元素を含むポリマー種を、対象商品から除外する理由として、「焼却の仕方が不適切であれ
ば、塩素系プラスチックを燃やした場合、ダイオキシンの排出が問題となりうることも事実である」としている。こ
れは科学的事実に基づかない、いわゆる風聞を元にした偏った判断であり、賛成できない。現在の科学的データ（ア
メリカ機械学会の研究結果＜１９９５年＞、オランダ環境庁、日本の厚生省などの発表）では、燃焼時に発生するダ
イオキシンは、何を燃焼するかに因るのではなく、どのように焼却するかに因る。すなわち、ダイオキシンの発生の
要因は、焼却物要因ではなく焼却条件要因であることは、既に世界の定説になっている。

以下に述べるように、ハロゲン元素を含むという理由で塩ビをエ
コマーク商品から排除しているとする貴意見は、適切ではない。
原案通りとする。
左記意見の１．については、「解説」でも述べているとおり、大
型の焼却条件の良い炉では塩素系プラスチックを燃やしてもダイ
オキシン濃度は基準値をクリアすると認識している。

２．塩ビは原料の半分以上が塩であり、その製品を作るまでのエネルギーが、石油原料のみで製造されるプラスチッ
クよりずっと小さく、完全燃焼したときのCO2発生も小さい。また、そのリサイクル率は、合成樹脂の中では一番高

く、管・継ぎ手類はリサイクル率３５％、農ビはリサイクル率５０％とリサイクルの進んだ製品である。

しかし塩ビを実験室的に燃焼した国立環境研究所での実験（純酸
素と純窒素の空気組成比混合物による）では、下記引用文献１の
中で示されているように、ダイオキシンが発生することは科学的
事実である。すなわち、焼却の仕方が不適切であればダイオキシ
ンの発生は問題となりうる。この点については、意見No.75への

回答でさらに詳しく述べている。

以上の１．及び２．のことから、塩ビは環境負荷の小さい、再資源化率の高い製品であり、エコマークにふさわしい
製品と言える。ハロゲン元素を含むという理由で、塩ビをエコマーク商品から排除する偏った考え方の上に立った、
新基準については反対する。塩ビをエコマーク対象商品として採用されるように、再考をお願いする。日本環境協会
の設立趣旨には、全面的に同感であり、その活動に敬意を表しますが、その活動にあたっては、科学的事実と公正な
ルールに基づく判断・決定を切に望みます。

２．については、意見No.2及びNo.5に関して述べたように、リ

サイクルできるところでは塩ビ製品も採り上げて、後押ししよう
としている。
引用文献１) A.Yasuhara & H.Ito; "Combustion Products of
Poly(vinyl chloride)";Journal of Environmental Chemistry,
Vol.1 (1991) No.3, pp. 525-528

7 ２．商品対象範囲 ダイオキシンの発生原因に関するこれまでの各種報道やリポートの論点が科学的に正しいとすると、今我々の生活と
切っても切れない有用な材料である塩化ビニルをエコマーク認定の対象から排除する理由がありません。認定の対象
外にするということは「塩ビはリサイクルするな」と言うことと同意であり、「塩ビは燃やすか、埋め立てにしろ」
と聞こえます。塩ビとダイオキシンの関係はともかく、いかなるプラスチックでも燃やすと二酸化炭素が発生し「地
球温暖化」に寄与することは明白です。リサイクル問題にしろエコマーク活動にしろ、その根本の発想は「地球にや
さしく」と言うことと、「限りある資源の有効利用」にあるものと思います。

今回の基準案において、塩ビ製品についても、マテリアルリサイ
クルを促進するため、リサイクルできるところでは後押ししよう
としている。また一方では、エコマークは環境面から奨励できる
商品を後押ししようとするものであるから、認定の基準として製
品のライフステージ全体を勘案した種々の要求事項を満たして下
さい（ISO環境ラベル規格14024）ということになる。
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だとすると、年間２００万トン（日本人一人あたり年間１５ｋｇ）近く消費されている塩ビをどうして「もっとリサ
イクルして地球環境の改善に寄与しよう」と言うことにならないのでしょうか。もし貴協会にて「塩ビのリサイクル
には賛同しかねる」としたら、現在塩ビの３０％近くがリサイクルされているその努力に水を差し、リサイクルに努
力している人たちの意欲を大きくそぐことを懸念いたします。結論として、「ハロゲン系プラスチックをエコマーク
の認定対象に入れ、積極的にリサイクルさせるべき」と考えます。

すなわち、エコマーク（上記ISOの第三者認証によるラベル規

格に属する）は、リサイクル材料の使用ということのみで認定す
るものではない。原案通りとする。

8 ２．商品対象範囲 （ハロゲン系元素を含むポリマーを対象外とすることについて）「明確になるまで待って、手遅れになることを恐れ
る」ならば、塩素系プラスチックを「範囲内」としたときの、ダイオキシンの毒性と人の摂取量を考慮した「リス
ク」と経済性等の「ベネフィット」の評価を専門家によって行って結論を出すべきである。生きていく上で「リスク
ゼロ」はあり得ないのだから。

確かに法的規制の場合には、「リスク」と「べネフィット」の評
価が重要と考えられる。ただ、エコマークにおいては、環境に配
慮した製品を後押ししようとするものであり、経済的「ベネ
フィット」の大きさよりも、環境への「リスク」の小ささが第一
義となる。原案通りとする。

9 ２．商品対象範囲 （ハロゲン系元素を含むポリマーを対象外とすることについて）我が国は勿論、外国においても塩素系プラスチック
の使用を法的に規制している国はゼロに近い。

事務局でもそのように理解している。ご存知のように、エコマー
クは法的規制でなく、強制力を持つものではない。ご参考まで
に、エコマークと同じ第三者認証ラベルであるドイツの「ブルー
エンジェル」マークでは、「再生プラスチック材料からの製品」
の基準の中で、塩ビ製品は対象外としている。

10 ２．商品対象範囲 エコマーク商品から塩ビ再生材料を使用した商品が除外されるということだが、プラスチックの再資源化を向上させ
るのであれば、すべてのプラスチックを対象に入れるべき。プラスチックのマテリアルリサイクルの促進という観点
で見た場合、廃棄とは分けて判断すべきである。廃棄を出来るだけ少なくすることからも積極的に塩ビにも付けよう
とするべきである。

エコマーク商品から塩ビ再生材料を使用した商品が除外される、
という表現は正しくない。基準案の「２．対象商品の範囲」に
書かれているように、「商品区分B（廃棄時に産業廃棄物となる

商品）については対象とする」としている。その他については、
意見No.7への回答と同じであり、塩ビ製品についてもリサイク

ルできるところでは、後押ししようとしている。

11 ２．商品対象範囲 「塩ビなど塩素系プラスチックを使用したものは、エコマークとして認めない」は削除する。
理由；酸・アルカリは化学工業・繊維工業・金属工業などで、なくてはならない基礎製品である。食塩から、苛性
ソーダと塩素誘導品が得られる。塩素誘導品として、塩ビ及び塩素系プラスチックが生まれ、二つを利用してソーダ
工業が成り立っている。塩ビ及び塩素系プラスチックスの魔女狩りは、化学工業の発展を阻害する。

化学工業分野での関連性は理解できる。エコマークは法的規制を
するものではない。
また、塩ビ及び塩素系プラスチックの魔女狩りとのご意見である
が、本基準の制定は科学的事実と公正な判断に基づき、公正な手
続きを踏んで実施しようとしている。
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12 ２．商品対象範囲 「塩ビなど塩素系プラスチックを使用したものは、エコマークとして認めない」は削除する。
理由；欧州では、ごみの分別回収の徹底、リサイクルの奨励実施及びごみ焼却施設の大型化、焼却条件の厳しい管
理、焼却灰の地下埋設などによって、ダイオキシンは問題をクリヤーした。包装用フィルムの塩素系プラスチックス
は使用禁止になっていること以外は、何の規制もない。我が国においても、塩素系プラスチックスは分別回収して、
再利用を進めながら、一方ではごみ焼却施設及びそのソフトを可及的速やかに進めて、欧州並に対処することが、大
所高所から見て正しいと思う。

欧州の現状はご意見の通りと考える。エコマークは法的規制では
なく、比較するとすれば、回答No.9や下記No.13の欧州やカナ

ダの環境ラベルであろう。原案通りとする。

13 ２．商品対象範囲 （ハロゲン系元素を含むポリマーを対象外とすることについて）4-1項で認定基準を定める以上、対象範囲はすべて平
等に取り扱うことが必要であり、その中から基準に合致しないものを認定しなければよい。

このような対象範囲の定め方は、第三者認証の環境ラベルにおい
て特に珍しいものではない。エコマークの木材製品、紙製品、無
機材質製品等においても、認定対象となる原料を指定しているも
のが多くある。また、No.9の回答中のドイツ「ブルーエンジェ

ル」の例や、カナダ「環境チョイス」では「ポリエチレン製のプ
ラスチックフィルム製品」のように、海外でも原料指定の内容は
同じである。原案通りとする。

14 ２．商品対象範囲 （ハロゲン系元素を含むポリマーを対象外とすることについて）塩素系プラスチックを対象外とする理由が、焼却時
のダイオキシン発生を理由としているとすれば、塩素を含むものはすべてダイオキシン発生の可能性が否定されてお
らず、特定のプラスチックのみを制限規制するのは、公正科学性を欠くといわざるを得ない。

廃棄時に一般廃棄物となる塩素系プラスチックを対象外とする理
由は、「解説」１．環境的背景の補足に述べているように、不適
切な焼却によるダイオキシン発生のみではない。もう一つの理由
として、一般廃棄物等でマテリアルリサイクルが出来ないプラス
チック類は、埋め立てを避け、出来るだけ熱回収する必要があ
る。その際に塩素を含むものは、炉を傷める等の問題があり、脱
塩素が考えられているが、塩素を含むものは捨てる時点で分別す
ることが望ましいことによる。原案通りとする。

15 ２．商品対象範囲 自動車業界においては、加工性・耐久性・耐候性の面で塩ビはなくてはならないものである。ただ単に塩ビを敬遠す
るのではなく、テストの結果含有量を減らせばダイオキシン発生は起こらないとの評価はでている（T社）。よって今

回の１％でも「塩ビが含有されていれば認定を外す」との見解は不当であり、同意できない。

現在のデータでは、塩ビの含有量が何％以下であれば、上記
No.14の回答で述べたような問題は生じないかは明らかではな

い。すなわち現段階では、１％だから良いとは言えない。原案通
りとする。

16 ２．商品対象範囲 （ハロゲン系元素を含むポリマーを対象外とすることについて）原材料のイメージダウン＝製品のイメージダウンの
図式となり心外であり、即刻修正願う。塩化ビニル樹脂を用いて管・継ぎ手を製造するメーカーとしては、その安全
性議論の結論を待つまでもなく自主的努力、日々の地道な活動によりクローズドシステム（系外に排出しない）を確
立し、今後ともこの樹脂との共生を図ってゆく所存である。この度の認定基準改定案はリサイクルを促進し、環境を
保全しようとする意欲に水をかけるものであり、到底看過できない。

ハロゲン系元素を含むポリマーであっても、クローズドシステム
のように系外に出ず、廃棄物として一般廃棄物に入らないものは
対象としている。原案通りとする。
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17 ２．商品対象範囲 （ハロゲン系元素を含むポリマーを対象外とすることについて）燃焼時に環境への負荷の増加があるとの理由で、ハ
ロゲン系のプラスチックを対象外としているが、塩ビ・塩化ビニリデン燃焼時の発生CO2はポリエチレン・ポリプロ

ピレン燃焼時のそれと較べて少なく、環境負荷は小さい。また、含ニトリル樹脂、ポリウレタンなどは燃焼時に猛毒
の青酸ガスを発生する可能性があるのに排除されていないのは矛盾している。さらにPET樹脂でも燃焼時にはPOPs
物質生成の可能性がある。

ハロゲン系のプラスチックを対象外としている、という表現は正
しくない。基準案の「２．対象商品の範囲」に書かれているよ
うに、「商品区分B（廃棄時に産業廃棄物となる商品）について

は対象とする」としている。発生CO2の評価については、意見

No.2の回答で述べた。青酸ガスについては，COガスと同様に急

性毒性は強いが、ごみ焼却時の発生量はわずかであり、被害が発
生した例もない。動物の体内や自然界での蓄積性、残留性はない
ので、エコマークではこれまで他の類型においても基準化はして
いない。PET樹脂の燃焼時の挙動については、科学的根拠デー

タが出た際に改めて検討する。

18 ２．商品対象範囲 ハロゲン系元素を含むものを、一般廃棄物について認定の対象範囲外とすることに賛成であり、産業廃棄物について
適正な処理・処分を前提として対象とすることは基本的に妥当と考える。なお、ハロゲン系の内訳を明記して欲し
い。

ハロゲン系元素を含むポリマーとはフッ素、塩素、臭素などを構
成元素として含むポリマー種を指す。一般的な表現であるが、材
料として曖昧さはないと考える。原案通りとする。

19 ２．商品対象範囲 資源の再利用を最優先に考えるべきである。この観点からは、一般廃棄物か産業廃棄物かの区別は必要ない。可能な
限り全廃棄物の再利用を促進するべき。

貴意見の通り、全廃棄物について可能な限り材料として再利用を
図るべきである。しかし、一般廃棄物中に入るプラスチックの大
部分は、現実にマテリアルリサイクルが出来ないものとなってい
る。このようなプラスチックについては、埋め立てを避け、出来
るだけ熱回収することが次善の手段として必要であり、区別する
意味はある。原案通りとする。

20 ２．対象範囲 「ハロゲン系元素を含むポリマー種を使用（表面コーティングを含む）した製品は対象範囲外とする」について、表
面コーティング材のプラスチック全体に占める割合は非常に微量である。表面コーティング材の割合について解説を
付すか、または（表面コーティング材を含む）の部分を削除されたい。

意見No.15の回答に述べたように、現段階では含有割合が何％ま

でなら良い、というような量的規定は出来ない。原案通りとす
る。

21 ２．対象商品の範囲 商品区分Aの商品として、建築構造用品が含まれているが、建築内装材は商品区分Bに入れて考えるべきものである。 建築構造用品であっても、廃棄時に産業廃棄物となる商品につい
ては、区分Bとして扱う。原案通りとする。

22 ３．用語の定義 「使い捨て商品」の用語が曖昧に使われる場合が多いので、定義をはっきりさせておくことが必要である。ここの定
義は妥当であり、賛成である。

原案通りとする。

23 ３．用語の定義
「リサイクル」の説
明

「サーマルリサイクル等」の「等」は何を意味しているか不明である。きちんと書いて欲しい。 「エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原
料化は含まない」と修正した。

24 ３．用語の定義 同一の工程（工場）内でリサイクルされるものは、再生材料から除くとなっているが、認定の対象としてもらいた
い。

ISO 14021での定義に従っている。他の類型でも同じ定義にし

ているので統一したい。原案通りとする。
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25 ４．認定の基準
（全般）

改定案の条文はやや解釈が難しく、誤解を招く恐れがあるため、今少し安易な文章にされたい。 全体的に、語句や説明を追加するなど、解りやすくするための修
正を加えた。

26 ４．認定の基準
4-1.(1)

フィルム製品の再生使用割合の基準を４０％から２０％に変更する。もしくは、フィルム製品のうちクローズドリサ
イクルされるものに限定して２０％でも可とする。理由；一度きりのリサイクルでなく、繰り返してのリサイクルを
可能とするため。

次回見直し時点で、クローズドリサイクルが確立した商品が出て
きた場合に検討する。原案通りとする。

27 ４．認定の基準
4-1.(1)

配合使用を認めるのはいいが、単体使用が好ましい旨を述べるべきである。 貴意見に沿って、「解説」Ｆ－７項で補足説明を加えた。

28 ４．認定の基準
4-1.(1)

類型No.112の「紙製の事務用品」のように、「綴じ込み用品の綴じ具は製品重量から除く」という例外の追加をお願

いする。

別表１はそのことを加味した基準使用割合となっている。原案通
りとする。

29 ４．認定の基準
4-1.(2)

オゾン層破壊影響及び地球温暖化影響のある物質の排出を検討し、発泡剤等は特定フロンに限らず、例えばHCFCか

ら炭化水素系物質への転換を促進するよう、代替フロンの不使用を盛り込んで欲しい。

貴意見に沿って、「代替フロンについても使用を認めない」を追
加し、修正した。

30 ４．認定の基準
4-1.(3)

業界自主基準で定められているポジティブリストの中身が不明であり、信頼性確保のためには、業界自主基準そのま
まの適用ではなく、業界自主基準をチェックした基準が必要である。当然「但し書き」の物質も含まれているという
ことであろうが、使用を認めない、又は認める添加物を列記することが望ましい。本項の「但し書き」及び「又、」
以下に列挙されている物質を含まないことについては賛成である。

ご意見の通り、各物質名を列記する事が望ましいと考える。しか
し、各ポジティブリストがそれぞれ一冊の本となるぐらいのボ
リュームがあり、基準書に付属書として付けることは難しい。ま
た、リストが改定される度に、本基準も改定を要することにな
る。従って、原案通りとする。

31 ４．認定の基準
4-1.(3)

プラスチック再生材料を使用して再商品化を行う場合、再生材料の元となる製品の着色剤に重金属が含まれている可
能性がある。認定基準の一つとして「重金属を含有しないこと」が条件となると、再生材料を使用したプラスチック
製品の多くは対象外となる。今回の改正の趣旨は、「再加工に際して有害物質を追加使用しなければよい」と解釈し
ており、マテリアルリサイクル推進のためにも、この方向に訂正願いたい。

「・・・重金属等の有害化学物質を含まないこと。」を「・・・
重金属等の有害化学物質等を処方構成成分として含まないこ
と。」に変更した。また用語の定義で処方構成成分を定義する。
製造プロセス上、不可避に混入する不純物成分として含有は認め
る。すなわち、再生原料中のプラスチック添加物や製品の表面
コーティング材成分は処方構成成分であり、原料プラスチック中
に色材として混入する成分は、処方構成成分とは見なさない。

32 ４．認定の基準
4-1.(３)

「製品は法令もしくは業界自主基準等として定められている重金属等の有害化学物質を含まないこと」とされてお
り、その趣旨に沿ってフタル酸エステル系の可塑剤を含まないこととされている。フタル酸エステルは有毒物でもな
く、排除の対象にする理由がない。もし、いわゆる環境ホルモン物質の疑いというのであれば現在懸念されているも
のすべてを対象とすべきである（豆腐や大豆を含めて）。フタル酸エステル系の可塑剤は法令や業界自主基準等では
何ら使用を制限されていないのに、なぜここで制限するのか、理解できない。

フタル酸エステル類は、「解説」で述べているとおり、水質保全
のための要調査項目リストに掲載されている有害性が疑われてい
る物質である。プラスチック添加剤としての含有濃度も高く、環
境中に存在する量も多いことが、好ましくないと判断された理由
である。しかし、エコマーク類型・基準制定委員会での審議の結
果、欧州委員会のソフト塩化ビニール製玩具の規制を参考に、子
供が直接口にする可能性のある製品についてのみ、フタル酸エス
テルの使用を認めないこととなった。
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またフタル酸エステルは「有害化学物質」ではないのに使用を制限すべきではない。使用を制限する理由としてもし
もいわゆる「環境ホルモン」性を問題にするのであれば、「現在の知見ではフタル酸エステル類のいわゆる環境ホル
モン性は、ないか、もしあったとしてもそのリスクは微々たるものである」との学識者の見解を十分斟酌すべきであ
るし、フタル酸エステル以外の疑わしい物質もすべて使用制限すべきである。

フタル酸エステル類は、確かに「有害化学物質」ではなく、有害
性が疑われている物質である。上記のように、欧州委員会では、
ソフト塩化ビニール製玩具の規制として採り上げられている。エ
コマークとして、これに習って修正した。なお、4-1.(3)項は、
「製品は法令もしくは・・・重金属等の有害化学物質等を含まな
いこと」と修正し、付属証明書の表３の見出しも「有害化学物質
等」と修正した。

33 ４．認定の基準
4-1.(３)

「フタル酸エステル系の可塑剤を含まないこと」に対して；　厚生省は昨年１１月、内分泌かく乱物質の健康影響に
関する検討会の中間報告の中で、「ポリカーボネート（ビスフェノールA）、ポリスチレン（スチレンダイマー、トリ

マー）、塩ビ樹脂（フタル酸エステル）については引き続き調査が必要であるが、人の健康に重大な影響が生じると
いう科学的知見は得られておらず、現時点でただちに使用禁止の措置を講じる必要はない」としている。内分泌かく
乱化学物質については世界的に未だ解明されていないのが現状であり、数多くの物質に対してその疑いがかけられて
いるにもかかわらず、あえてフタル酸エステルだけを排除する根拠は何か？他の物質を排除しない理由は何か？

上記回答に同じ

34 ４．認定の基準
4-1.(３)

「プラスチック添加物は各業界毎に自主基準で定められているポジティブリスト従うこと」について；　ポジティブ
リストは食品用容器包装や器具として使用されるプラスチックの添加剤を規定しているものであり、非食品用のプラ
スチックは性能や経済性を理由にポジティブリストに従っていないケースが多いと思われる。非食品用プラスチック
であっても環境に与える負荷が問題になっているケースは少ないので、環境への影響よりも、「添加物はポジティブ
リストに従う」規定を外して再生材料の使用を促進させることを優先させるべきである。

意見No.7の回答と同じ。エコマーク商品はリサイクル材料の使

用ということのみで認定するものではない。原案通りとする。

35 ４．認定の基準
4-1.(３)

「プラスチック添加物は各業界毎に自主基準で定められているポジティブリスト従うこと」について；　ポストコン
シューマー材料を使用する場合、添加物がポジティブリストに従っているか否かの判定は現実的に不可能であるの
で、規定しても守れない。

エコマーク商品として、ポストコンシューマー材料であれば、添
加物は何を使っていても良い、というものではない。原案通りと
する。

36 ４．認定の基準
4-1.(３)

フタル酸エステル系可塑剤について；
該可塑剤は塩ビ食品衛生協議会のポジティブリストに記載されており、軟質・半硬質塩ビ製品に一般的に使われてい
る。解説に「水環境保全に向けた取り組みのための要調査項目リスト」に挙げられたことが理由として記されている
が、No.8の意見と同様に、専門家による「リスク・ベネフィット評価」をして結論を求めるべきである。

意見No.8の回答に同じ。ただし、フタル酸エステルについての

基準内容は変更した。
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37 ４．認定の基準4-
1.(３)

「プラスチック添加物としては、フタル酸エステルや鉛、カドミウム、スズの使用は認めない」を「プラスチック添
加物としては、鉛、カドミウム及びトリブチルスズ、トリフェニルスズ、酸化フエンブタスズは認めない」とする。
理由；フタル酸エステルについては、1998年４月号Kasozai Information－可塑剤工業会には、「エンドクリン問題

に対応して、DHEP, DBP, DnOP, DINP, DIDPの５つのフタル酸エステルについて、エストロゲン活性を示さない

を確認した。フタル酸エステルは、環境中で容易に分解して蓄積せず、安全であること並びに容易に体外に排出さ
れ、体内に蓄積されないことを確認した」の報告がある。

フタル酸エステル類については、No.32の回答のごとく修正し

た。Sn系に関しては、水質保全に関する要調査項目として有害

性の疑いありとされている「ジブチルスズ化合物、トリブチルス
ズ化合物など、５つの有機スズ化合物」系の添加剤は使用しない
こととし、その他のスズ化合物については使用を認めることに修
正した。

　DEHPで可塑化した軟質塩ビは、血液バック、点滴セット、体内挿入チューブなどに用いられているが、この場合

血液と接触しても溶血を起こさない。発熱が起こらない、炎症反応を引き起こさないなどのテストに合格し、安全な
材料として医療に用いられている。
a）トリブチルスズ、b）トリフェニルスズは環境ホルモンとして、環境庁が指定した６７品目に該当する。酸化フエ

ンブタスズは、前期a）、b）と共に、環境庁が指定した環境負荷化学物質に該当する。その他のスズ化合物はコメン

トがないので、プラスチック添加物として認めてよい。

これに伴い、「解説」Ｄ－８項のフタル酸エステルおよびSnに

関する説明も追加修正した。

38 ４．認定の基準
4-1.(3)
および「解説」中
４．環境に関する基
準策定の経緯
◇Ｄ－８

塩ビ食品衛生協議会のポジティブリストは世界の添加物基準でもっとも厳しいものと評価されている。「当協議会の
ポジティブリストにある物質は使用できるとし、フタル酸系可塑剤、スズ(Sn)系の安定剤は除く」を削除されたい。

上記のごとく修正した。

39 ４．認定の基準
4-1.(3)

「鉛(Pb)系、カドミウム(Cd)系およびスズ(Sn)系の安定剤または滑剤を含まないこと」としているが、「およびスズ

(Sn)系」の部分を削除されたい。（理由）Snおよびその化合物は、水道水水質基準や食品衛生法でもSnは重金属と

して特定しての規制はない。環境庁の水質保全項目で要調査項目に挙げられている特定のSn化合物はポジティブリス

ト適用ということで除外されるので、改めて「およびスズSn系」と書く必要はない。

意見No.37の回答のごとく修正した。

40 ４．認定の基準
4-1.(3)

「法令もしくは業界自主基準等として定められている有害化学物質を含まないこと」は、「法令もしくは・・・・・
有害物質については、それらの法令、基準に合格するものであること」もしくは「法令もしくは・・・・・有害物質
については、処方構成成分として含まないこと」とすべきである。

ご意見の通り、処方構成成分として含まないことに修正した。
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41 ４．認定の基準
4-1.(3)

「製品は法令もしくは業界自主基準等として定められている有害化学物質を含まないこと。プラスチック添加物とし
ては、ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会等の各業界毎に自主基準で定められているポジティブリス
トに従うこと。鉛（Pb）系、カドミウム（Cd）系およびスズ（Sn）系の安定剤または滑剤を含まないこと。」を削

除する。理由；鉛系安定剤についても、より必要な分野に限って使用しており、リサイクルの推進に努めている。

鉛（Pb）およびカドミウム（Cd）重金属元素は、土壌や水質の

環境基準にも採り上げられている物質であり、焼却灰や破砕物の
埋め立てなどにより土壌や水質等の高濃度の汚染を招く恐れがあ
る。従ってエコマークの他の類型でもこれらの重金属の使用はな
いこととしている。リサイクルの推進に関しては、Ｎo.34の回

答を参照されたい。従って、左記意見の「」書きの部分の削除は
せず、Ｎo.37の回答のごとく修正した。

42 ４．認定の基準
4-1.(3)

アゾ基の分解は条件（熱・酸）によって起こりうる可能性があるので、条件を明記して欲しい。 別表２－付表、に「ドイツ日用品政令」を参照するよう注記を付
け、修正した。

43 ４．認定の基準
4-1.(3)

「難燃剤としてPBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）を含まないこと」としているが、”危険有害性のある物質とし

てデカブロモジフェニールオキサイド（以下デカ）、オクタブロモジフェニールオキサイド（以下オクタ）を含む
PBDEを排除することは、科学的根拠のない不当な差別である。デカ、オクタは1994年にWHOの専門委員会である

IPCSにより、適切な管理下で使用することで、環境に特に悪影響を及ぼすものではないとの判断が下されている。

ここで左記の難燃剤を含まないこととしている理由は、難燃剤そ
のものの有害性ではなく、難燃剤を含むプラスチックの燃焼や高
温加工時に、ポリ臭化ダイオキシン／フランの生成を避ける意図
である。この条項は既にエコマーク全般に適用される除外規定と
なっている。また、ドイツ、スウェーデン、EUなど世界の環境

ラベルのプラスチック関連の類型のほとんどで採り上げられてい
る条項となっている。原案通りとする。

44 ４．認定の基準
4-1.(3)

フタル酸エステル類やカドミウム等の重金属類については、生産・販売量を監視下において報告させ、それらのリサ
イクル処理を推進し、行く先が不明になることを防止するべきである。

貴意見はエコマーク制度の範疇でなく、PRTRやMSDS制度の

領域である。
原案通りとする。

45 ４．認定の基準
4-1.(3)

対象商品の範囲が別表１のように多岐にわたるため、例えば文房具であっても、有害化学物質に関する基準が、食品
容器や衣服に対するものと同レベルの基準が要求される結果となっている。商品類型No.103～No.105と同様に、プ

ラスチック製品についても、製品の対象を分けて商品類型を作り、基準を設定して欲しい。

基準案作成段階において、有害化学物質の基準については議論さ
れ、各商品区分とも同じとするべきとの方針によっている。原案
通りとする。

46 ４．認定の基準
4-1.(3)及び(4)

再生樹脂の場合、通常その再生材料メーカーや添加剤、着色剤が何かは明らかでない。また、材料ソースが多岐にわ
たっており、使用材料の変動が当然起こる。従って、原材料供給者では各基準に対する証明書を発行できない。ま
た、製造された再生樹脂について第三者機関による試験を実施しても、材料の変動により代表性がなくなる。すべて
の製造ロットについて同様な試験を繰り返すことは実際上不可能である。再生樹脂の実状を考慮して、基準4-1(3)及
び証明方法５(4)を実施可能な内容に抜本的に見直しされたい。例えば、エコマーク商品認定申込書の中で記述する、
製品原材料のMSDS（化学物質安全性データシート）を添付する、などでどうか。

認定基準への適合の証明は申込者の義務であり、たとえ使用原材
料が変動しても、製品として認定基準を満たすことは証明して戴
く必要がある。また、製造ロット変動などにより、一部認定基準
が満たせない製品が生ずる場合には、エコマークは認定されな
い。ただし、貴意見および他のご意見を踏まえて、証明に過大な
負担をかけないよう、基準4-1(3)及び証明方法５(4)を修正し
た。

31



別添2 「再生材料を使用したプラスチック製品」の認定基準（案）に寄せられた意見

47 ４．認定の基準
4-1.(3)及び(4)

重金属や化学物質について試験を第三者機関に依頼すると、一つの樹脂製品に多額の試験費用がかかる。「エコマー
ク商品認定申込書の中で記述する」ことにして欲しい。また、含有量が何処までならそれらを「含まない」ことにな
るのか説明を加えて欲しい。

貴意見および他のご意見を踏まえて、上記回答のごとく、証明に
過大な負担をかけないよう、基準4-1(3)及び証明方法５(4)等を
修正した。

48 ４．認定の基準
4-1.(3)

「製品は法令もしくは業界自主基準等として定められている重金属等の有害化学物質を含まないこと」とあるが、法
令もしくは業界自主基準とは具体的に何を指すか明らかにして欲しい。

本類型の場合、商品分野が食品衛生から土木建築まで、広範囲に
わたるためそれぞれの申込商品毎に法令や自主基準が変わってく
る。予め全ての分野を予測してそれらを引用することは難しい。
ただ、各商品分野に共通する法令等としては、指定化学物質や製
品の廃棄・埋め立て時に関係する土壌や水質および大気に関する
環境基準などがある。貴意見に沿って、付属証明書に補足説明を
加えた。

49 ４．認定の基準
4-1.(3)

「プラスチック添加物としては、ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会等の各業界毎に自主基準で定め
られているポジティブリストに従うこと。」はポリオレフィン等衛生協議会ではリサイクル材については対象にして
おらず、証明書を発行して貰えない。実施可能なようにして欲しい。

ポリオレフィン等衛生協議会では、食品と直接接触する部分につ
いてはリサイクル材の使用は認めないということであり、本再生
材の配合基準（別表１）もそのことを考慮している。接触しない
部分についての認定は可能である。ただ、貴意見および意見
No.47と併せて、証明方法を若干修正した。

50 ４．認定の基準
4-1.(4)

残留性有機化学物質の使用・廃棄時の発生については、焼却条件や保管状態によって発生する可能性はあり、証明不
可能である。

残留性有機化学物質の使用・廃棄時の発生については、貴意見に
従い証明方法５.(4)を追記として修正した。発生がないこと、の

基準適合の判断は審査委員会による。

51 ４．認定の基準
4-1.(４)

残留性有機化学物質の不使用について、特に使用・廃棄時の発生を規定していることは評価できる。 原案通りとする。

52 ４．認定の基準
4-1.(5)

「但し書き」の内容については反対である。プラスチック飲料容器に適用される場合、繰り返しての使用を目的とす
る容器や紙容器、ガラスびんが減るなどの影響が考えられるので、「リサイクルされるシステムが確立され」及び
「実際にリサイクルされている場合」とは、それぞれ具体的にどのような状況をいうのか、適用除外の基準を予め明
確にしておくべきである。例えば、容器包装リサイクル法の対象品目であるか否か、回収を実施している自治体の比
率、実際のリサイクル率などゴールを見据えた高い基準を規定しておくことが必要である。

例えば、「商品の使用後、店頭等での引き取りがあり、回収率が
１００％に近いもの」はこの条項は適用しない、ということであ
る。
原案通りとする。

53 ４．認定の基準
4-1.(5)

文房具の修正用具の市場では、消耗部分である修正インク部や修正テープ部を、使い終われば廃棄する「使い切りタ
イプ」と、使い終われば交換カセットを取り出し新たなカセットを入れて使用する「交換タイプ」の二種類がある。
「使い切りタイプ」も耐久性のある商品であるが、一部に「交換タイプ」しか認定されないのでは無いかという意見
もある。明確な指針が欲しい。

「使い捨て商品」は用語の定義に照らして判断される。すなわ
ち、ご意見の修正テープの場合でいえば、「使い切りタイプ」で
あっても、耐久性のある商品で繰り返し使われるものは、「使い
捨て商品」ではない。

54 ４．認定の基準
4-1.(5)

使い捨て商品の定義は、ワンウエイ商品（紙コップ、割り箸等）のことか？筆記具（マーキングペン）はキャップを
締めれば、インクがなくなるまで使用できる。これは使い捨て商品となるのか？

マーキングペンの場合も、上記回答と同様に、耐久性のある商品
で繰り返し使われるもの、は「使い捨て商品」ではない。
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55 ４．認定の基準
4-1.(6)

「適正に処理・処分がなされること」とあるが、どのように証明書等をチェックするか。 この項は削除した。

56 ４．認定の基準
4-1.(7)

「他材料と配合して製造される製品は、リサイクルや回収・処理に害を及ぼさないこと。」は何をもって判断し認定
するか。

「解説」Ｆ－７項の(2)にその判断基準を具体的に述べている。
これを付属証明書の中に付記するように修正した。

57 ４．認定の基準
4-1.(7)

分離・分別について、筆記具（ボールペン・シャープペン・マーキングペン等）は品質上、分離・分別設計が難し
い。分離・分別設計とした場合、ユーザーが使用している際、インキ漏れ等の不具合が生じる可能性がある。商品区
分毎に証明の要・不要を検討して欲しい。

商品区分に応じて、分離・分別のし易さに差はあると思うが、リ
サイクルに向けた工夫は各商品区分ごとに望みたい。原案通りと
する。

58 ４．認定の基準
4-1.(8)

表示方法について、「プラスチックの再利用」と明記することはよいことだが、R-XX, R-YYの表示はリサイクルシ

ステムの中では必要だが、消費者には合成樹脂の種類は必要ない（この表示ではわかりにくい）。とするとこの表示
はリサイクルする事業者向けのものか。

商品を使い終わって、廃棄する消費者を対象とする。消費者の
方々にも、プラスチックの国際識別記号の理解を拡げたいという
願いもある。原案通りとする。

59 ４．認定の基準
4-1.(8)

筆記具などの表面積が小さい商品（部品）についてはリサイクルの表示が難しい。従って、部品の表面積＊＊mm2以

上は表示が必要等の制限を設けて欲しい。

エコマーク商品として、材質表示は率先してやるべきとの意志を
示したものである。小面積でも、工夫して表示をお願いしたい。
原案通りとする。

60 ４．認定の基準
4-1.(8)

材質名の表示について；プラスチックは様々な用途に使われているため、材質毎に分別することは困難です。再利用
する場合、例えばPEやPPが混ざっていても再利用製品を作ることは可能です。よって材質が複合されていてもエコ

マーク表示が認められるよう「材質名の表示」は義務づけるべきでない。材質の特定のため分別コストのアップを招
き、再利用を難しくすることになりかねない。

上記回答に同じである。また、複合ポリマー種でも認定は可能で
ある。消費者への最低限の商品情報提供という観点からも、材質
表示は必要と考える。原案通りとする。

61 ４．認定の基準
4-1.(8)

容器包装リサイクル法でも素材の表示方法が検討されており、一つの商品に複数の材質表示がされることになる。
「基本的にR-PPのような表示方法に従うが、他に材質表示を表示するマークがある場合には、それに替えることが出

来る」としてはどうか。

貴意見に沿って、二重表示を避ける内容に修正した。

62 ４．認定の基準
4-1.(8)及び別表４

エコマーク商品への［R-］及び「重量割合」の表示義務付けないようにして欲しい。

理由；ユーザーの認識の高まりに伴う情報提供としての役割を担うものであるとしたら、製品本体に直接表示するよ
り、カタログ等に表示する方が効果的である。再生樹脂利用率の向上を究極の目的とするなら、製品本体に「材質表
示」を義務づけるのが本筋である。

この材質表示は、商品の廃棄およびリサイクル時に材質識別が可
能なこと、を目的としている。カタログのみでは効果が小さいと
考える。原案通りとする。

63 ４．認定の基準
4-1.(8)及び別表４

「樹脂部に、またはステッカー等で、使用合成樹脂の種類と重量割合を表示する」の重量割合については、リサイク
ルしやすいように表示する目的からは、重量割合の表示は不要である。もし表示するのであれば、「製品重量に対す
る再生プラスチックの使用割合」とし、表示を統一するべきである。

貴意見の通り、重量割合の表示はリサイクルしやすいことに直接
関係しないので、要求しないことに修正した。

64 ４．認定の基準
4-2．品質に関する基
準

製品自体の品質なのか再生部材の品質なのか？もし製品自体の品質となれば、再生材使用と関係ない筆記距離等の試
験も必要となる。

エコマークに関する4-2項の基準は、製品の品質基準であり、製

品についてのものであることを明記した。
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65 ５．認定基準への適
合の証明方法　(1)

「添付の付属証明書を、申込者の有印文書として提出すること」内容によっては原本を添付できないことがある。
「証明書のコピーに申込者印を押す」ことなのか、「証明書作成依頼者」の印を押すことなのか、説明を加えて欲し
い。

添付の付属証明書の右肩にある、申込者印の欄に、申込者の代表
印（例えば社印など）をいただくことである。記載内容に虚偽が
ないことを宣言していただく。例を上げて補足した。

66 ５．認定基準への適
合の証明方法　(2)

供給先から証明書を取る方法は、部品供給の川上までグリーン購入の影響を与えうるものとして、各方面で使いうる
と考えるので賛成である。

原案通りとする。

67 ５．認定基準への適
合の証明方法　(3)

「製品を製造する工場長の発行する自己証明書を提出すること」については、自己証明書を部品の全製造工場につい
て集めることは煩雑である。商品類型No.103～No.105と同様に申請書内に記述することにして欲しい。証明書が必

要ということであれば、4-1、(2)中の「関連する法規、公害防止協定等」が具体的に何を指すか明記して欲しい。

製品を製造する工場の長であり、部品の製造に関しては含まな
い。また、「工場が立地している地域の環境法規等」は公害防止
協定または工場排水基準などを指しているが、その内容は地域や
工場の規模によっても異なるため、この表現で理解されたい。原
案通りとする。

68 ５．認定基準への適
合の証明方法　(9)

「基準4-2、(1)については、第三者試験機関により実施された試験結果の証明書類を提出すること。」とあるが、4-
2、(1)の基準内容から見て、例えば該当するJIS規格を満足する、という自己宣言でよいと思う。

製品の品質（安全性や衛生性を含む）に関する法規や規格がある
場合、それを満たすことの第三者による証明は必要である。原案
通りとする。

69 別表１ この基準（別表１の％の値）はどうやって決めたのか説明が欲しい。また、「原料ポリマーとして、ポストコン
シューマー材料からの再生ポリマーを１００％使用する製品は、表中の［　］内の数値に従う。」とあるが、二重基
準でよいのかとも感じる。［　］内の数値に従うものだけにエコマークを認定することにしてはどうか。

別表１の配合基準数値およびポストコンシューマー材料を使用す
る製品への優遇措置については、個人毎に考え方の差が大きい。
統一的方針から来た数値ではなく、多数意見の平均値と考えて戴
きたい。すなわち、解説に述べる程のものではない。また、ポス
トコンシューマー材料１００％の商品のみを認定するとすれば、
ごく限られた商品だけを扱うことになり、マテリアルリサイクル
を支援することにならないと判断した。原案通りとする。

70 別表１ ハロゲン系ポリマーのような石油使用量の少ないポリマーは基準値を大幅に下げるなどの考慮が必要。従って、商品
区分だけでなく、ポリマー別区分も配合基準に折り込むべきである。

意見No.2への回答に述べたとおり、現在の開発段階では、LCA
評価を基準に盛り込むまでには至らない。原案通りとする。

71 別表１ 「製品全重量に対する再生プラスチック使用割合」について、
電線・ケーブルなどでは製品全重量に対する銅の割合が多くなる。「製品に使用されているプラスチック全重量に対
する再生プラスチックの使用割合」に変更されたい。

電線・ケーブルなどは、製品全重量に対する銅の割合の方が多
く、「再生材料を使用したプラスチック製品」には入らないと判
断している。原案通りとする。

72 別表１ 同一の商品分野でポストコンシューマー材料を含むものと含まないものとがあるのはいかがなものか。ポストコン
シューマー材料を使用した商品がある商品区分の基準使用割合には「少なくともポストコンシューマー材料を○○％
含むこと」という一文が必要である。

意見No.69の回答に述べたように、この基準使用割合には種々の

考え方があり、最終的にこういう基準となった。ご理解いただき
たい。原案通りとする。

73 別表１ ポストコンシューマーの再生ポリマー利用をより促進させるという考え方については賛成である。但し、１０ポイン
トの差でインセンティブになるかどうか確認が必要である。

上記回答に同じである。
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74 別表１ 表下段の注２）「消耗品等として補充使用される部分は製品全重量から除く。」は、今まで同様に、消耗部分を製品
全重量から除くことで基本的にはよい。「消耗品等として補充使用される部分及び消耗部分は製品全重量から除
く。」でどうか。

ご意見の趣旨に沿って修正した。

75 「解説」
１．環境的背景の補
足

「焼却の仕方が不適切であれば、塩素系のプラスチックを燃やした場合、ダイオキシンの排出が問題となり得ること
もまた事実である」について；
不適切な燃焼時には塩ビ類がなくとも、どんな燃焼物を燃やしてもダイオキシンが生成することもまたよく知られた
事実である。もしも、この「不適切な燃焼時にダイオキシンの排出が問題となり得る」ことをもって、エコマーク対
象商品の範囲から除外するというのであれば、塩ビなどハロゲン系プラスチックはもとより、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ポリエステルなどすべてのプラスチック、繊維類、木材、紙類、などあらゆる可燃物をエコマークの対象
から除外せねばならない。したがって、これらもエコマークから排除すべきである。

下記引用文献１）および２）（国立環境研究所等による研究）に
は、小型焼却炉で新聞紙や木の剪定枝に食塩や塩ビを添加して、
焼却した実験結果が記載されている。食塩や塩ビが共存しない、
新聞紙や剪定枝のみの焼却では、ダイオキシン類の生成は少な
く、食塩や塩ビが共存すると急激に増大している。すなわち、こ
れらの可燃物の焼却において、塩素源の添加がなければ、ダイオ
キシンの発生もきわめて少ない（３桁以上低い）ことを示してい
る。

かかる観点から、貴協会のエコマーク認定において「塩ビ、塩化ビニリデン等の塩素系プラスチックス・リサイクル
品を使用したものにも、エコマークの使用を認めること」の方策を取っていただきたい。

すなわち、あらゆる可燃物を対象から排除すべき、と同一に論ず
ることは出来ない。
引用文献１）大野典子ほか；「小型焼却炉におけるダイオキシン
類の生成実態」,日本環境化学会,第8回環境化学討論会講演要旨

集, 1999年7月, pp. 248-249。文献２）安原昭夫ほか；「小型

焼却炉におけるダイオキシン類の生成実態」,第１０回廃棄物学

会研究発表会講演論文集, 1999年10月,  pp. 805-807。

76 「解説」
１．環境的背景の補
足

４段落目の５～６行目、「焼却炉のタイプ別に対策があり諸外国では解決されている」ということであるが、「諸外
国」が欧州であるならば欧州と、出来るだけ特定させた表現にして欲しい。

「欧州各国」に修正した。

77 「解説」
１．環境的背景の補
足

４段落目の下から３行目、「エネルギーとしての回収利用を目指している」のは誰か、主語を記載して欲しい。これ
は明らかにリサイクルではないとの判断を明記して欲しい。

「また、廃棄プラスチックのうち、マテリアルリサイクルが難し
いものについては、油化や高炉還元、エネルギーとしての回収利
用等の拡大のため、　・・・　」に修正した。

78 「解説」
１．環境的背景の補
足

「［容器包装リサイクル法］の具体的取り組み方向を睨みながら、できるだけ分別回収を進める方向としたい。プラ
スチック廃棄時において、全てのプラスチック種類にわたって、種類毎の分別回収を図ることが再利用にとってはベ
ストである。しかし、これを実現するためには、社会的なコンセンサスに基づいた回収方法の確立を待たねばならな
い。」との認識に立ち、「したがって現段階で本類型では、ハロゲン系の元素を含むポリマーとそれ以外のポリマー
種との区分を対象商品範囲とし　て盛り込んだ。」との結論を得ているが、認識と結論との間に必然性がない。

この部分は、「廃棄物はその発生する時点で分別することが大切
である」を受けている。すなわち、プラスチック種類毎の分別回
収を図ることが再利用にとってはベストであるが、現状ですぐ実
施することは問題が多い。従って、分別の第一歩として、次善の
手段であるが焼却・熱利用のために、ハロゲン元素を含むポリ
マーとそれ以外の区分を盛り込んだということである。説明を若
干補足した。
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79 「解説」
２．対象とする商品
の範囲について

「廃棄時に焼却処理や再生燃料として利用する場合、環境への負荷増加がないように、ハロゲン系の元素を含むポリ
マーを使用した製品は対象外とした」について；　塩ビは確かに焼却した場合塩酸が生じる。しかし一般廃棄物中に
は塩分(NaCl)が必ず存在し、これも燃焼時塩酸を生じる。排ガスを中和処理する工程は必須である。従って、塩ビが

環境負荷増加の要因にはならない。

塩ビの他のプラスチックとの混合は、塩化水素ガスの発生によ
り、No.4の回答で述べているように、高炉等への使用が出来な

いので、脱塩素処理を必要とするなどの負荷増加をもたらす。ま
た、ガス処理過程で設備の建設費は別としても、中和処理を要す
る（資源を消費し、新たな廃棄物を生む）など、処理負荷を増加
させている。

80 「解説」中の
「２．対象とする商
品の範囲について」
及び「４．環境に関
する基準策定の経緯
◇Ｅ－８」

この２カ所の説明がよく分からない。「一廃」と「産廃」の区分にハロゲン系の元素を含んでいるもののうち、一般
廃棄物に回るものはリサイクル利用されにくいため認定の対象外になって、産業廃棄物に回るものはリサイクル利用
の可能性が高いため、認定の対象になるということと理解するが、Ｅ－８の解説で「産業廃棄物については商品区分
Ｂとして、違法な焼却の回避や廃棄時自然へ放置しないことなどを意図し、廃棄時に産業廃棄物として適正に処理・
処分がなされることが確かであることとされ、基準として選定された。」では、産業廃棄物に回るものでも「出来る
限りポリ塩化ビニール、ポリ塩化ビニリデン等を使用しないこと」という基準を採用したようにも読める。どちらで
理解すればよいか。

「解説」Ｅ－８項では、「ライフステージ環境負荷項目選定表」
に従って検討課題の摘出がなされ、「出来る限りポリ塩化ビニー
ル、ポリ塩化ビニリデン等を使用しないこと」という検討課題が
挙がり、これについて議論があったことを述べているだけであ
る。産業廃棄物に回るものでも「出来る限り・・・使用しないこ
と」という基準ではない。なお、Ｅ－８項の説明は修正してい
る。

81 「解説」中の
「２．対象とする商
品の範囲について」
及び「４．環境に関
する基準策定の経緯
◇Ｅ－８」

「産業廃棄物としてきちんと処理されるもの」とあるが、本当にきちんと処理されているかどうか実績を示して欲し
い。「きちんと」というのはどれぐらいの割合で処理されていればよいのか。リサイクルの優等生である農業系の塩
ビフィルムでもリサイクル率は７割程度ではないか。産業廃棄物であってもそうでなくても一律に塩素系のプラス
チックを含む製品には、エコマークを付けないとした方がよいと思う。あるいは付けるにしても「産業廃棄物」と一
括りにするのではなく、製品別に付けるか付けないかを判断すべきと考える。

貴意見の通り、申込商品毎にきちんと処理している実績を説明し
ていただくことにしている。また、再生塩ビ材料をリサイクル使
用するということは、環境負荷低減の観点から意義あることと考
える。「産業廃棄物」と一括りにするのではなく「製品別に判断
すべき」、とは対象とする商品の範囲を「適切な製品分野とし
て、より細かく設定する」ことと理解する。今回の基準案では、
対象商品の分野を大まかに区分Aと区分Bに二分しているが、考

え方に大きな隔たりはないと考える。原案通りとする。なお、
「きちんと処理されるもの」との基準は修正されている。

82 「解説」
４．環境に関する基
準策定の経緯
◇Ｄ－８

「水環境保全に向けた取り組みのための、要調査項目リストに挙げられたもののうち、フタル酸エステルは含まない
こととした」について；
「要調査項目」は、「環境リスクは不明であるが、知見の集積が必要な物質」という位置づけである。したがって、
該当物質も多く、３００の化学物質が指定されている。これらの中で、フタル酸エステルのみを取り上げるのは、不
公平といわざるをえない。もし取り上げるならば、３００すべての物質を指定するべきであろう。すべてを取り上げ
れば、検証はしていないが、ほとんどのプラスチックがエコマーク対象外となるのではないか。

意見No.32への回答と同じ。なお、フタル酸の取扱については、

修正されている。
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　以上の観点から、要調査項目の化学物質を取り上げること自体、現時点では無意味と思うし、ましてやその中のフ
タル酸エステルのみを指定することは、塩ビに対する不当な処置と見られても仕方がないと思います。是非再考をお
願いします。
また、フタル酸エステルはプラスチック添加剤だけでなく、印刷インキ、コピートナー等にも使用されており、プラ
スチック添加剤だけに限定するのは根拠に乏しい。

83 「解説」
４．環境に関する基
準策定の経緯
◇Ｄ－８

「安定剤及び滑剤等にはPb系、Cd系及びSn系等の重金属を含む系は使用しないこととした」について；

重金属が問題になるのは、それらが環境中にでること（水環境への溶出など）であって、ポリマー中に含まれている
か否かではない。したがって、「含まない」という表現は不適切であり、ある種の条件での溶出量を規定する等の方
法を採るべきである。オールオアナッシングの考え方でなく、リスク管理の考え方を取り入れるべきである。そうし
なければ化学物質は何も使えなくなるのではないか。以上の観点から、是非本項の再考をお願いします。

鉛（Pb）およびカドミウム（Cd）については、意見No.41への

回答と同じ。スズ（Sn）については、意見No.37への回答と同

じく修正した。

84 「解説」
４．環境に関する基
準策定の経緯
◇Ｄ－８

「「水環境保全に向けた取り組みのための要調査項目リスト」に挙げられた化学物質のうち、可塑剤として使われる
フタル酸エステルは含まないこととしたが、リン酸エステルについては現状では代替が難しいことから、使用を認め
ることとした。」については、本解説では根拠に乏しい。再生材料の使用を促すという意図を大きく逸脱する表現で
あり、削除を希望する。

フタル酸エステルの取扱については、意見　No.32への回答のご

とく修正した。

85 「解説」
４．環境に関する基
準策定の経緯
◇Ｅ－８

塩ビは加工性が良く、安価なため現在もっとも多用されている樹脂の一つである。これを他の素材に置き換えること
は、現在の状況を考えるとコスト、技術面で非常に難しいのではないか。但し、これをごみとして廃棄しないように
するという案には賛成する。そのためには、塩ビのリサイクル品を積極的にエコマークに認定し、その使用を推奨す
べきではなかろうか。塩ビの使用自体を制限することは、返って塩ビの廃棄物を増やすことに繋がる。

エコマークには、商品の使用を制限する強制力はない。ご意見の
趣旨は、塩ビのリサイクルをバックアップするために、認定基準
に取り込んである。但し、リサイクルしていることのみではエコ
マーク認定とはならない。原案通りとする。

86 「付属証明書」
表１

下段の「＊以下の余白に原料供給事業者を含む製造プロセスへの関与事業者分担（表）を示して下さい。」につい
て、１．製造プロセスとは何処までをいうか、２．ここでいう「分担」とは何を指すか、３．具体的にこれは何を記
入すればよいのか、を明確にして欲しい。文房具の例では、プラスチック以外にも多くのモノによって構成されてい
る。また、なぜこれが必要なのかも明らかでない。

本注意書きは、再生原料証明書や再生プラスチック材料の基準使
用割合をチェックするために必要なものである。その観点で、必
要となる範囲で記述していただければ良い。そのことが明確にな
るよう修正した。

87 「付属証明書」
表５

表中に記載されている適合証明書５－１，５－２，５－３は、基準の5(5)の認定基準への適合の証明方法には何ら触
れられておらず、不要である。

本表は、「５．認定基準への適合の証明方法」の(1)に関するも
ので、必要な証明である。

88 「付属証明書」
表７

表中に記載されている適合証明書７－１，７－２は、基準の5(7)の認定基準への適合の証明方法には何ら触れられて
おらず、不要である。

上記回答に同じである。
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89 その他 環境負荷項目の中でも、「資源の消費」という項目を第１番目に掲げながら、塩ビの最も優れた部分である「石油資
源の節約」という利点を考慮していない。上記９項から１１項はすべて、塩ビに不利なように案文を作成している。
これらのことから推定すると、本基準案は「塩ビ排除」を意識して作られていると考えざるをえない。あるいは、当
事者の意図は別としても、結果的に塩ビを差別的に取り扱う結果となっている。貴協会は環境庁の外郭団体であり、
公的機関と見なしてもよいと思います。そのような公的機関が、一つの素材を取り上げて、その素材に対して差別的
扱いをすれば、場合によっては法に抵触することにもなるのではないでしょうか。基準案がそのまま正式基準として
最終決定された場合は、塩ビ業界は多大な損害を被ることになると思います。是非再考していただきたい。
さらに、公平を記するために、基準作成メンバーに、一方の当事者である塩ビ業界関係者を参加させては如何でしょ
うか。

ここに述べられている意見については、既に回答している部分を
参照していただきたい。第三者認証の環境ラベルの認定基準にお
ける塩ビの扱いついても、既にドイツのブルーエンジェルの例を
述べた。基準作成メンバーは産業界代表（プラスチック関係
者）、消費者代表および中立機関代表の三者より構成されてお
り、公平性には十分配慮している。

90 その他 市場に出回っている化学品（材料、製品）について、選定基準の根拠が明確でありません
→　あったら教えて下さい。
国際的には、いまISOやWHOで統一基準化の作業が進められているはずです。それぞれ各論が科学的、社会経済的

面から十分に検討されている中で、「ハロゲン系の元素を含むポリマー種を使用した製品を対象範囲外」、「フタル
酸エステル類を排除」と決めつけるのは時機尚早だと思います。抽遼（？）すると貴財団の選定メンバーの知見のな
さが険され、環境先進国と自負している日本が物笑いにされる危惧すら覚えます。特にフタル酸エステル類は数十年
にわたり医療用血液製剤パックに塩ビと共に使用されてきた経緯があり、それが人的被害という事故を引き起こした
例は聞いておりません。

ここに述べられている意見については、既に回答しているので、
その部分を参照していただきたい。

91 その他 １．塩ビ（や塩化ビニリデン）利用の不可欠性
地球上の人類が生存していくためには、天然材料だけでは不十分である。人工材料就中プラスチックの利用は不可欠
である。中でも塩ビ（や塩化ビニリデン）は各々の用途に応えて高品質のものが大量且つ安価に供給されるという点
で人類社会に大きく貢献しており、これに代わる材料がない。
２．バランス感覚を欠く塩ビ（や塩化ビニリデン）忌避の動き
塩ビ（や塩化ビニリデン）、全世界で3,000万トン弱生産され使用されており、欧米諸国ではダイオキシンや可塑剤と

関連づけての忌避運動はない。忌避を行わず、生活ごみ等の廃棄物対策の一環として、ダイオキシン問題の解決を図
り成果を上げている。また、塩ビ可塑剤については、最近のウオール・ストリート・ジャーナル誌(1999年４月２

日）掲載の「軟質プラスチックス、根拠の薄い科学性（Soft Plastics, Softer Science ）」にも見られるとおり、

「プラスチックス可塑剤の使用は人の健康に重大にリスクがあるとする見解は、これとは反対の強い根拠により否定
されるべきである」と判断される。
３．環境にやさしい塩ビ（や塩化ビニリデン）
塩ビは燃焼時CO 2の排出が少ない。塩化ビニリデンは空気遮断性の高さ故に食品腐敗防止効果が高く、広く国民の衛

生、健康に貢献している。塩ビと同じくCO 2の排出も少ない。

原案にあるとおり、商品区分Bに入る商品は、塩素系プラスチッ

クス・リサイクル品を使用したものにもエコマーク使用の道は開
いている。原案通りとする。フタル酸エステルの使用について
は，意見No.32への回答に記述したように修正した。また、塩化

ビニリデンについても、回答は同じである。

かかる観点から、貴協会のエコマーク認定において下記の方策を取っていただきたい。①塩ビ、塩化ビニリデン等の
塩素系プラスチックス・リサイクル品を使用したものにも、エコマークの使用を認めること。②プラスチック添加物
として、フタル酸エステルの使用を認めること。
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92 その他 このような決定が行われるためには科学的根拠が必要であるばかりでなく、社会生活における必要性の検討も十分な
されるべきである。社会的必要性の高いものを再利用してこそ、資源の有効活用と言えると考えます。一部の偏った
知見や意見などに左右された決定は決して環境にやさしい状態を作るとは考えられない。

これまでの回答に述べているように、偏った考え方に基づく基準
化や、科学的根拠のない基準化は極力避けるよう努力をしてい
る。

93 その他 ダイオキシンは、焼却を低温で行うことによる部分的不完全燃焼に起因することが実験的に裏付けられている。燃焼
温度800℃～900℃ぐらいの最適条件の下では発生量は規制値の1/10程度に管理されることが解っている。従って、

メーカー、自治体ともこうした性能を有する焼却施設を制作、導入することにこだわり、しっかりした管理を行えば
何ら問題ない。政策としてこうした方向に誘導することが、法治国家の努めである。

エコマークとして回答すべき意見とは思わない。

94 その他 リサイクルプラスチックに対しエコマークを認定しようとする貴事務局の動きに対し賛同する。特に環境問題で日本
に先行する欧州では政府機関がプラスチックのリサイクルに積極的に関与し、リサイクル率向上の実績を上げてお
り、今回のエコマーク制度もプラスチックのリサイクルに本質的に貢献すると期待している。

意見として承りました。

95 その他 日本のエコマーク選定基準は欧米各国の基準と一致しておらず、非関税障壁となりかねない。民間機関が統一性なく
拙速で基準を設定しており、将来に禍根を残す恐れがある。

意見No.9への回答の、ドイツ「ブルーエンジェル」の例や、

No.13のカナダ「環境チョイス」の例と較べて、非関税障壁にな

りかねない部分が具体的に何処にあるのか解らない。一般論とし
ては、貿易と環境ラベルの問題は、現在も政府間協議が続けられ
ている。

96 その他 エコマーク基準の設定にはLCA的観点の導入など科学的、及び社会経済的面からの十分な検討が必要であるが、現在

の決定機構は、関係委員名が公表されないなど、不明確であり、十分な検討が行われているとは見えない。

エコマーニュースNo.13号に述べているように、「エコマーク運

営委員会」や「エコマーク類型・基準制定委員会」が発足し、名
簿も公開した。また、本基準案（解説部分を含めて）を公開し、
意見を受付けていることもその一部であるが、制度運営の透明性
をさらに上げて行く。

97 その他 基準設定はあくまで公正かつ透明であるべきだが、特定の主義に沿った、偏った考え方が主流になっているのではな
いか。

意見No.92への回答と同じである。

98 その他 「焼却の仕方が不適切であれば、塩素系のプラスチックを燃やした場合、ダイオキシンの排出が問題となりうる」に
ついて；以下の１～４項の回答を広く一般に公表する事を要請する。
１．この文はどのように問題となりうるのかが明示されておらず、単なる可能性を示したにすぎない。定量的な説明
を要請する。　２．都市ごみ焼却炉の中で、不適切焼却をしたとき非塩素系プラスチック、或いはその他の都市ごみ
からダイオキシンが発生しないことの証拠が何も示されていない。　３．この文は行政側の対策の遅れ、或いは不手
際を指摘しているものであり、その結果問題が起こるとすれば、塩素系プラスチックには何の罪もないことになる。
４．ごみ処理行政の遅れを、エコマークが代わってカバーするというのであれば、厚生省の同意の有無を明確にする
必要がある。

１．項については、既に意見No.4および14への回答で述べた。

２．項については、意見No.75への回答で述べている。　３．項

については、すべての廃棄物は必ずしも都市ごみ焼却炉で焼却さ
れるものではなく、意見No.79への回答で述べている環境面につ

いて、塩素系プラスチックがもたらす、社会的処理コストの増加
を考慮する必要があると考える。　４．項については、エコマー
クとして回答すべき意見ではない。

39



別添2 「再生材料を使用したプラスチック製品」の認定基準（案）に寄せられた意見

99 その他 特定ポリマー種の負の性格を誘導することの委員会決定や意図的誘導等の是非を整理する。それまでの間、１．本基
準作成を棚上げする、もしくは最低限の妥協案として２．基準内容を見直しする事を約束した暫定基準案とする。

本類型基準の制定にあたっては、「エコマーク類型・基準制定委
員会」で審議され、採否が決定される。

100 その他 違法燃焼されないようなシステムを行政と一体となって作り上げ、塩素系ポリマーの良い面を活用した方がいい。 本基準案に対して回答すべき意見ではない。

101 その他 全体的に専門的過ぎる。消費者が説明を読んで解るものにして欲しい。解説も充実させて欲しい。 貴意見は承知した。さらに解りやすく、を心がけていきたい。
「解説」については、実際になされた議論をすべて掲載するには
膨大なページが必要となる。従って、主要な点に絞って、議論の
概略をまとめていかざるを得ない、と考えている。

102 その他 オレフィン系樹脂やABS樹脂等の難燃化のためにハロゲン化物を使用している。樹脂のみでなく配合物としての評価

する必要がある。

貴意見の通りと考えている。エコマークでは、難燃剤として認定
できる条件と物質を指定したり、表面加工や防腐剤処理などにつ
いても基準化している。

103 その他 プラスチックで製造した製品はすべて地球にやさしいとは言えない、すべてエコマークの対象から外すべきである。 一般にどんな商品であっても、製造や使用、廃棄時に必ず環境負
荷は生ずる。プラスチック製品は今後の地球環境の負荷低減に関
して、重要な位置を占めると考える。

104 その他 確たる証拠もないままに、一部で有害の意見が通っていると思われる。日常生活への影響を考えると、差別化にな
り、エコマーク制度そのものを止めてもらいたい。

意見として承りました。エコマークの認知度、期待度の一般調査
は今後も続けて行くが、現状では認知度、期待度とも上昇傾向に
ある。
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