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　エコマークは環境省の指導のもと、（財）日本環境協会が自主的に運営している事業で

す。エコマークの活動予算は、すべて認定企業の皆様からのエコマーク使用料で賄われて

います。この「エコマークニュース」では、「エコマーク事業実施要領」に基づき、新規

選定のエコマーク商品類型、認定基準案など、エコマーク事業に関する情報を提供してい

ます。
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本冊子はエコマーク認定の印刷用紙を使用しています。

エコマーク類型・ 基 準 制 定 委 員 会（第 1 2 回）の開催ならびに決定事項について

  第 12 回エコマーク類型・基準制定委員会（委員長：郡嶌 孝　同志社大学教授）が 2001
年 7 月 26 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。
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 <決定事項>
・ エコマーク商品類型認定基準(見直し )公開案｢紙製の印刷物｣に寄せられた意見の報告を

行ないました。引き続いて、後日開催されるワーキンググループでの審議結果に基づき、

再度書面にて審議することになりました。

・ 本年 4 月から 5 月までにエコマーク類型・基準制定委員会に提案のあった新規商品類型

提案（24 件）について 1 次評価を行なった結果、新規商品類型として採り上げるべきと

する提案はありませんでした。

・第 11 回エコマーク類型・基準制定委員会に提案のあった新規商品類型提案「蛍光灯器具」

　について 2 次評価を行なった結果、新規商品類型としては採り上げないことになりまし

　た。

・ エコマーク審査委員会より上程されたエコマーク商品類型 No. 29「防音防振マット」、

　No.43｢家庭用ゴム手袋｣および No.111「木材等を使用したボード」を一部改定する案は

　承認され、改定されることが決定しました。

・ エコマーク商品類型 No.１から No.71 の認定基準項目の整合性、品質規格の改廃等に伴

う商品類型全体に係る見直しについて、今年度に終了することを前提として早急に見直

しをすすめることになりました。

・ ｢用紙｣ならびに｢印刷インキ｣に関するエコマーク商品類型見直しのためのワーキンググ

ループを設置することが決定しました。

・ エコマークガイドラインの一部改正について、容器包装の取扱に関する対応方針の新設

と商品類型選定の個別評価項目（スクリーニング基準）の見直しを行なうことになりま

した。

新 規 商 品 類 型 提 案 の 審 議 結 果 に つ い て

・ 本年 4 月から 5 月までにエコマーク類型・基準制定委員会に提案のあった新規商品類型

提案（24 件）について 1 次評価を行なった結果、新規商品類型として採り上げるべきと

する提案はありませんでした。今回提案のあった商品類型名、提案概要、審査結果は別

添１の通りです。

・ 第 11 回エコマーク類型･基準制定委員会において継続検討することとなった「蛍光灯器

具」について、２次評価を行なった結果、新規商品類型としては採り上げないことにな

りました。理由としては、従来型より省電力である Hf インバータ方式の蛍光ランプがす

でに普及してきており、特に家庭用途だけで見た場合には、蛍光ランプの年間国内販売

量のうち約 50％を占めるようになっていることと、本提案は蛍光ランプの管径の縮小化

により、蛍光ランプに封入されている水銀量を削減する点では評価されますが、一方で

他の商品と同様に水銀の回収を含めた使用済み蛍光ランプの回収やリサイクルについて

のシステムは確立されていないため、ライフサイクル全体でみると環境負荷の低減効果

は弱いと考えられるためです。審査結果は別添２の通りです。

エコマーク商品類型 N o .2 9「防音防振マット」、No .4 3「家庭用ゴム手袋」、No.111 ｢ 木

材等を使用したボード｣の一部改定について

・エコマーク商品類型 No.29「防音防振マット」の一部改定

＜改定理由＞

　エコマーク商品類型 No.29「防音防振マット」に関して、該当する JIS の改定にともない、
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審議の結果、認定基準 1.(1)を、以下の通り改定します。

＜改定点＞

　以下の下線を付した部分

［改定前］

 　1．(1)　防音・防振の機能を有するマットであって、日本工業規格 JIS A 1418 に定めら

れた測定方法により、JIS A 1419 に定められたしゃ音等級として床衝撃音レベル

で２以上の改善（防音）効果があること。

 [改定後]
1．(1)　防音・防振の機能を有するマットであって、日本工業規格 JIS A 1418-1 および

JIS A 1418-2 に定められた測定方法により、JIS A 1419-2 に定められたしゃ音等

級として床衝撃音レベルで２以上の改善（防音）効果があること。

＜改定日＞

  2001 年 9 月 1 日

・エコマーク商品類型 No. 43「家庭用ゴム手袋」の一部改定

＜改定理由＞

　エコマーク商品類型 No.43「家庭用ゴム手袋」に関して、該当する JIS の廃止にともな

い、審議の結果、認定基準 1.(3)を、以下の通り改定します。

＜改定点＞

［改定前］

 1．(3)　品質は、日本工業規格 JIS S 2042｢家庭用ゴム手袋｣の規程に適合すること。

［改定後］

1．(3)　品質は、日本ゴムビニール手袋工業会、自主規格番号：JRV-014-2000(家庭用ゴ

　　　　ム手袋)に適合すること。

＜改定日＞

　2001 年 9 月 1 日

・エコマーク商品類型 No. 111「木材等を使用したボード」の一部改定

＜改定理由＞

　エコマーク商品類型 No.111「木材等を使用したボード」に関して、ISO に定められた密

度による種類区分との整合を図ると共に、2001 年 5 月 1 日のエコマークのホルムアルデヒ

ドの基準改定にともない、審議の結果、認定基準 5.その他(1)を、以下の通り改定します。

＜改定点＞

［改定前］

5．(1)　商品区分は、JIS A 5905 2(2)および A5908 2(3)の分類およびこれに準じた分

類（もみがら使用品など）による区分とし、かつ、ブランド名毎とする。製品の

大小による区分は行わない。

　

［改定後］

5．(1)　商品区分は、JIS A 5905 2.1 および A5908 2.(1)の分類およびこれに準じた分類

（もみがら使用品など）による区分とし、かつ、ブランド名毎とする。製品の大

　　　　小による区分は行わない。

＜改定日＞

　2001 年 9 月 1 日
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お知らせ

エコマーク事務局の電話番号の新設について

　エコマーク事務局に新しい電話番号を設けました。それぞれ以下の通り、直通になりま

す。

主なお取扱い内容 電話番号

基準課 新規商品類型提案や既存商品類型についての

ご意見など

０３－３５０８－２６６２

（新番号）

普及課 広報や普及一般に関するお問い合せ ０３－３５０８－２６６２

（新番号）

認証課 エコマーク申請やロゴの使用方法など ０３－３５０８－２６５３

（従来通り）

グリーンステーションのＣＤ- ＲＯＭ発行
  
  (財)日本環境協会の監修によるエコマーク商品情報ショッピングサイト｢グリーンステー

ション｣ (http://www.greenstation.net/new/index.html)の掲載商品をまとめたＣＤ-ＲＯＭ

が 12 月に発行されます。エコマーク事務局は全国の国・自治体の購買窓口、グリーン購入

ネットワーク会員及びエコマーク商品保有企業の皆様など合計約 1 万ヶ所に配布します。

詳しい情報・問合せ先：ホームページまたは、株式会社ファイン エコ事業部：06-4704-5841
　また、日経 BP 社の「エコプロダクツガイド 2002」のとじこみ付録としてエコプロダク

ツ 2001(12 月 13―15 日、東京ビッグサイトにて開催)でも配布される予定です。

　　

秋の各種イベントについて

  エコマークでは普及啓発活動を平成 13 年度事業計画の重点項目の一つに掲げ、各地で活

動を展開しております。お近くにお越しの際は是非、皆様お誘い合わせの上、ご来場下さ

い。イベントの詳細については直接、下記へお問い合せ下さい。

●「環境デーなごや 2001」での展示ブース出展

　　市民・事業者・行政がそれぞれの視点で環境問題について考え、コミュニケーション

　することを目的に環境デーなごや 2001 が開催されます。久屋大通に沿って、広場ごと

　にテーマゾーンが設けられる予定です。

    
　 日時：2001 年 9 月 2 日（日）10:00～16:00
   会場：久屋大通公園

   主催：環境デーなごや実行委員会

   問合せ先：名古屋市環境局ごみ減量対策室   (052)972-2398
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● 「信州環境フェア 2001」での展示ブース出展

   県民・事業者・行政が手をとりあって、お互いの理解と協力のもと、環境に配慮した

 ライフスタイルを確立しようと、信州環境フェア 2001 が開催されます。ドーム内のモ

 デルタウン｢エコタウン｣の７つのエリアで環境製品、エコライフなどが紹介される予定

 です。

   日時：2001 年 9 月 21 日（金）13:00～17:00、22 日（土）10:00～16:00
   会場：松本平広域公園 やまびこドーム

   主催：信州環境フェア 2001 実行委員会

   問合せ先：長野県生活環境部環境自然保護課 (026)235-7178

● 「斑鳩町環境フェスティバル」での展示ブース出展

    「2 万 9 千人のチャレンジ～国際基準で環境を守ろう～」をテーマに斑鳩町環境フェ

   スティバルが開催されます。環境コンサート、リサイクル工房や ISO 推進コーナーな

　 ど様々な内容が予定されています。

   日時：2001 年 9 月 23 日（祝）9:30～15:00
   会場：斑鳩町中央公民館

   主催：斑鳩町

   問合せ先：斑鳩町役場環境対策課 (0745)74-1001

トピックス

マ カ オ で の「２００１ 持 続 可 能 な 発 展 と グ リ ー ン 産 業 国 際 会 議 及 び 展 示 会

( Internat iona l  Conference and Exhib i t ion on Susta inable Development and Green

Enterpr ises)」への出展者募集のご案内

　中国・マカオにおいて｢ 2001 持続可能な発展とグリーン産業国際会議及び展示会

(International Conference and Exhibition on Sustainable Development and Green
Enterprises)]が以下の通り開催される予定であり、当協会に展示会への出展者募集の協力

依頼がありました。詳細についてはホームページをご覧いただき、直接、下記へお問い合

せ下さい。

会期：2001 年 11 月 1 日（木）～ 11 月 3 日（土）

会場：Macau Landmark
来場予定者：政府関係者、企業、学識者、NGO など幅広い参加を予定。

募集対象：中国内外の環境保全に係る分野の企業、団体

出展費用(標準)：US＄2,000（HK＄16,000）
主催：Macau Special Administrative Region-Environment Council
     (澳門特別行政区政府環境委員会)
問合せ先：2001 International Conference and Exhibition on Sustainable Development
　　　　　and Green Enterprises Conference & Exhibition Secretariat
　　　　　TEL: (853)781898  FAX: (853)781899
　　　　　E-mail:　info@macauge. org.mo
ホームページ：www.macauge.org.mo



No. 01-T0028

商品類型名 繰り返し使用可能な発泡ポリオレフィン製の化粧型枠

提案概要 本商品類型は、ｺﾝｸﾘｰﾄ表面に模様をつける化粧型枠の繰り返し使用を可能にしたものであ
る。従来から、繰り返し使用できるｳﾚﾀﾝ製等のものがあるが価格が高い。そこで、使い捨て
の発泡ｽﾁﾛｰﾙ製型枠をﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ製にすることで、割れにくく、繰り返し使用できるものと
した。また、発泡工程ではﾌﾛﾝ等を使用せず、揮発性発泡剤を完全に回収できる。原材料や
燃料としての2次利用も可能である。現在、ｼｪｱは３％にすぎず、また繰り返し使用されてい
ないため、ｴｺﾏｰｸ取得により本商品の普及と使用者の理解を得たい。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、発泡ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝを用いたことで繰返し使用を可能にしたとしても、ユー
ザーの使用状況によるところが大きく、実際に繰返し使用されることを保証できるものでは
ありません。また、廃棄後の二次利用についても回収システムが確立しなければ従来品と同
様に廃棄処分される可能性があります。したがって、一層の環境負荷の低減に結びつかない
と考えられるため、エコマークの商品類型には適当でないと判断されました。

No. 01-T0029

商品類型名 未使用繊維及びケミカルリサイクルＰＥＴを使用した繊維製品

提案概要 本商品類型は、未使用繊維及びｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙPETを使用した繊維製品である。繊維製品は、そ
の特性上、単一素材の使用、組成で製造されることは稀であり、複数の素材による複合商品
が多い。したがって、それぞれの素材がｴｺﾏｰｸ対象素材を使用した繊維製品についても、ｴｺ
ﾏｰｸの対象とすることを提案する。市場としては、現在のﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ繊維製品全体であり、ｴｺ
商品として代替えを図っていくことが可能である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、今年度中に、新商品類型「繊維製品（仮称）」として認定基準の検討
を開始する予定であり、その際に本提案も検討させていただきます。したがって、今回は新
たな商品類型としては採りあげないこととなりました。新商品類型の認定基準制定後に、改
めて当該商品類型の認定基準と照らし合わせてエコマーク商品の認定申込みをご検討くださ
るようお願いいたします。

No. 01-T0030

商品類型名 廃ＰＥＴ樹脂を使用した建築養生材(建築部材保護材）

提案概要 本商品類型は、再生PET樹脂を使用した建築用の養生材（築造行程中に、部材の瑕疵を防ぐ
保護材）である。建築養生材は、最終的には建物の構成物として残らず、ｺｽﾄ削減の対象と
なりやすいため、塩ﾋﾞ製のものやﾍﾞﾆﾔ板を使用することが多い。建築に関しては環境に関す
る新法の制定後、建築物の性能や材質、廃棄物等への対応が進みつつあるが、建築養生材は
「建材」ではないことから対応が遅れている。グリーン購入を促進するためにも、建築養生
材に関して「環境への配慮の有無」という新しい選択基準が必要である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、既存の商品類型№118「再生材料を使用したプラスチック製品」があ
るため、新たな商品類型としては採りあげないこととなりました。改めて当該商品類型の認
定基準と照らし合わせてエコマーク商品の認定申込みをご検討くださるようお願いいたしま
す。なお、認定申込みをされた場合は、審査委員会で審査されます。

No. 01-T0031
商品類型名 建設廃材（配管）の排出を最小限に抑える等、環境負荷の低減を可能にする磁気式水処理装

置

提案概要 本商品類型は、配管内の防錆を目的とした磁気式水処理装置である。配管腐食の主原因は赤
錆であるが、本商品で磁気処理された水は、赤錆を腐食が進行しない黒錆（ﾏｸﾞﾈﾀｲﾄ)に変え
る効果がある（特許取得）。現在の建物の多くに使用されるVPL（塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管）は
複合材であるため、廃棄やﾘｻｲｸﾙが困難である。本商品の使用によって、配管の継続使用が
可能となれば、廃棄物の削減、ﾀﾞｲｵｷｼﾝの抑制、水質汚濁の防止につながる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、配管内の防錆及び配管の継続使用を可能とするものですが、腐蝕の程
度による効果の定量的評価や配管の寿命について統一的な基準を設けることが困難です。し
たがって、環境負荷低減の効果に関する定量的評価が困難であるため、エコマークの商品類
型には適当でないと判断されました。

別添1   　エコマーク商品類型化調査（第12回）結果
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No. 01-T0032

商品類型名 再生材料を使用したコンクリート製擬木

提案概要 本商品類型は、再生材料を使用したｺﾝｸﾘｰﾄ製擬木（擬似的に木材に似せた構造物）である。
提案理由は、①天然木材を使用しないため自然保護に寄与すること、②耐久性に優れ、廃棄
物の発生量低減に寄与すること、③再生材料を使用することで砂、砂利等の天然資源の使用
を少なくできることである。ｺﾝｸﾘｰﾄ製擬木の市場規模は126億円(1999)であり、提案企業の
市場占有率は10%程度である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、新商品類型「再生材料を使用した土木用商品（仮称）」として認定基
準の検討を開始する予定であり、その際に本提案も検討させていただきます。したがって、
今回新たな商品類型としては採り上げないこととなりました。新商品類型の認定基準制定後
に、改めて当該商品類型の認定基準と照らし合わせてエコマーク商品の認定申込みをご検討
くださるようお願いいたします。

No. 01-T0033

商品類型名 廃布団綿(綿花）を再利用した緑化資材

提案概要 本商品類型は、廃棄処分となる布団を回収し、再使用した緑化資材（植物の育成床）であ
る。提案理由は、構成材料の85%が天然繊維の綿花（残り15%は接着剤としてのﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）で
あるため、土中で分解し、本商品の使用そのものが廃棄物の抑制につながることである。市
場は、土木の緑化工事、ﾋﾞﾙの屋上緑化等である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、接着剤にポリエステルを使用しており、土中にポリエステルが残存す
ることが懸念されます。したがって、余分な環境負荷を与える可能性があるため、エコマー
クの商品類型には適当でないと判断されました。

No. 01-T0034

商品類型名 生分解性レーヨンひも

提案概要 本商品類型は、木材を原料とするﾚｰﾖﾝ繊維を使用し、生分解性を有するひもである。用途
は、農業用資材、梱包資材等である。提案理由は、生分解性を有するため、いかなる廃棄方
法でも環境負荷低減につながることである。類似商品としては、ﾅｲﾛﾝ、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ､麻等を使
用した商品があり、市場規模は合計で年間3,500ｔである。現在試験販売段階であるが、10%
のｼｪｱを目標としている。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、生分解性であったとしても、使用済み商品の廃棄経路や処理方法は現
状と変わらず、生分解されるかどうかを保証することは困難であるため、環境負荷の低減効
果の実現性が弱いと考えられます。したがってエコマークの商品類型には適当でないと判断
されました。なお、現在、「生分解性製品」をどう扱うか、認定基準を設定するかどうかも
含めて調査検討を行っております。生分解性製品の取扱いに関する方針が決定した後に、改
めて新規商品類型の提案についてご検討くださるようお願いいたします。

No. 01-T0035

商品類型名 再生紙を使用した紙製メガホン

提案概要 本商品類型は、再生紙を使用したﾒｶﾞﾎﾝである。用途は、野球場、競技場等で応援する時に
使用するものである。提案理由は、材料に全て再生紙を使用することでﾘｻｲｸﾙになる点と、
廃棄時においても再ﾘｻｲｸﾙが可能となる点である。販売は、年間1,000万本を見込んでいる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、球場などでの使用後に、ごみとして散乱する懸念があることや、使用
済み商品の廃棄方法は、使用者の意識によるところが大きいため、リサイクルが保証される
ものではありません。したがって、ご提案の商品類型は、一層の環境負荷の低減効果がある
とは考えられず、エコマークの商品類型には適当でないと判断されました。

No. 01-T0036

商品類型名 廃瓦を利用した建築材（屋根下地材）

提案概要 本商品類型は、建築廃材である廃瓦を使用した建築材（屋根下地材）である。従来は、壁
土、切り藁等を材料に水で混練していたが、本商品は、廃瓦及び石灰石ｽﾗｯｼﾞを60%以上使用
して加水混練したﾍﾟｰｽﾄ状商品であり、施工現場で直ちに使用できる。提案理由は、廃棄物
の有効利用になること、及び現場での作業が容易であり、かつ保存可能なことから捨てる等
のむだがないことである。当面は関東地方の類似の屋根土の代替販売であるが、将来的に
は、焼き瓦を使用する日本全国の家屋が市場である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、現在、新商品類型「再生材料を使用した建築用商品（仮称）」をＷＧ
（ワーキンググループ）として検討中であり、新たな商品類型としては採り上げないことと
なりました。新商品類型の認定基準制定後に、改めて当該商品類型の認定基準と照らし合わ
せてエコマーク商品の認定申込みをご検討くださるようお願いいたします。
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No. 01-T0037

商品類型名 水性系塗料と無溶剤系塗料で化粧したボード・ベニヤ

提案概要 本商品類型は、水性系塗料、無溶剤系塗料で化粧した、ﾎﾞｰﾄﾞ、ﾍﾞﾆﾔ等の板である。用途
は、主に家具、建築内装材である。提案理由は、①ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等の有害物質を基準値以下に
し、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ等の揮発性有機化合物を一切使用しない、環境と体に優しい商品であるこ
と、②必要部品ｻｲｽﾞでの加工が可能なため捨てる端材がなくむだがないことである。市場
は、健康住宅、健康家具づくりの資材としての需要が見込める。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、既存の商品類型№111「木材等を使用したボード」があり、今回新た
な商品類型として採りあげないことになりました。既存の商品類型には有害物質についての
基準が定められているとともに、ご提案の商品類型では木質部に再・未利用木材が使用され
ていないため、既存の商品類型に対する優位性が認められません。なお、木質部に再・未利
用木材を使用する場合には、改めて当該商品類型の認定基準と照らし合わせてエコマーク商
品の認定申込みをご検討くださるようお願いいたします。なお、認定申込みされた場合は、
審査委員会で審査されます。

No. 01-T0039

商品類型名 湿し水を使用しないオフセット印刷用版材

提案概要 本商品類型は、湿し水が不要のｵﾌｾｯﾄ印刷に使用する版材である。湿し水とインキの反撥を
利用した従来のPS版とは異なり、版の表面にｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ層を形成することで、印刷時の湿し
水を不要にし、廃液をなくした。また色合わせ等が簡単になり、印刷始動時の消費ｴﾈﾙｷﾞｰ
の削減、ﾔﾚ紙の削減につながる。さらに刷版作成工程では、従来、強ｱﾙｶﾘ性現像処理薬品
を使用するが、本商品は水現像方式により下水道法に該当する廃液は一切出ない。市場占有
率は、全世界の5%であり、欧米での導入が先行している。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、刷版作成及び印刷工程において有害な廃液を発生せず、適正処理によ
る環境負荷の低減効果は認められますが、工業分野における一部のプロセスを対象に使用さ
れるものであり、一般ユーザー向けではないことから、エコマーク事業の目的である「エコ
マーク商品の環境的側面に関する情報を広く社会に提供し、環境にやさしくありたいと願う
消費者による商品の選択を促す」に該当しないため、エコマークの商品類型には適当でない
と判断されました。

No. 01-T0040

商品類型名 改良土

提案概要 本商品類型は、建設発生土を使用した改良土で、道路盛土、河川築堤、土地造成等で使用さ
れる。製造方法は、建設発生土を脱水、乾燥、粒度調整し、土壌改良材（生石灰、製鋼ｽﾗ
ｸﾞ、石炭灰等）を混入する。提案理由は、現在、全体の約70％が廃棄処分されている建設発
生土を再利用可能にすれば、自然環境破壊の防止、運搬に伴う環境負荷の低減が図れること
である。市場規模については、実績が8万m3(H12）であるが、国土交通省の目標である再利
用率85%とすれば１億5千m3になる。

提案者への回答 ご提案の商品類型については、廃棄処分される建設発生土の有効利用になりますが、一層の
環境負荷の低減に貢献しないため、エコマークの商品類型には適当でないと判断されまし
た。なお既存の商品類型№109｢再生材料を使用したﾀｲﾙ・ﾌﾞﾛｯｸ｣の基準作成段階において、
建設汚泥など土を掘り起こしたものは、環境負荷の低減に貢献しないことから、再生材料と
しては扱わないという結論に達しています。

No. 01-T0041

商品類型名 けい酸質系仕上塗材

提案概要 本商品類型は、青森ひば（端材利用）製油入り珪藻土を使用した壁装仕上げ材である。森林
浴効果を持ち、ＴVOCの低減や防ｶﾋﾞ、防虫、抗菌、殺ﾀﾞﾆ、香り効果を持続することがで
き、調湿効果もある。繋ぎ材も自然素材である石灰・白ｾﾒﾝﾄ・ﾒﾄﾛｰｽﾞとしている。ﾘﾆｭｰｱﾙ
は重ね塗りですむことから年輪的効果が得られ、廃材を発生させない。最終解体時には土に
還る自然循環型の商品である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、既存の商品類型№33「芳香族炭化水素類を含まない塗料・塗材および
防水材」の見直し時に、新商品類型「塗料（仮称）」として認定基準の策定を予定してお
り、その際に本提案も検討させていただきます。したがって、今回は新たな商品類型として
は採りあげないこととなりました。新商品類型の認定基準制定後に、改めて当該商品類型の
認定基準と照らし合わせてエコマーク商品の認定申込みをご検討くださるようお願いいたし
ます。
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No. 01-T0042

商品類型名 有機化合物を含まない不燃・低公害の塗料

提案概要 本商品類型は、有機化合物を含まない、不燃・低公害の塗料である。従来の溶剤系塗料の液
体成分はVOC（揮発性有機化合物）が主原料であるが、本商品は、有機金属化合物及び無機
塩類を主原料とし、ｼｯｸﾊｳｽ症候群や化学物質過敏症の原因物質であるVOCや、対流ｵｿﾞﾝ発
生の原因物質を排除して環境負荷の低減を図り、大気をきれいにする。光触媒効果によって
悪臭や汚れの分解、細菌の繁殖抑制ができ、耐熱性が高く火気による有害ｶﾞｽ発生を抑制す
る。殺菌、防虫、防藻等の効果も期待できる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、既存の商品類型№33「芳香族炭化水素類を含まない塗料・塗材および
防水材」の見直し時に、新商品類型「塗料（仮称）」として認定基準の策定を予定してお
り、その際に本提案も検討させていただきます。したがって、今回は新たな商品類型として
は採りあげないこととなりました。新商品類型の認定基準制定後に、改めて当該商品類型の
認定基準と照らし合わせてエコマーク商品の認定申込みをご検討くださるようお願いいたし
ます。

No. 01-T0043

商品類型名 高性能永久磁石を使用した磁気活水装置

提案概要 本商品類型は、高性能永久磁石を使用した、磁気活水装置である。給配水管の中に高効率な
磁界を発生させ、水の分子集団(ｸﾗｽﾀｰ)を小さくし、ｲｵﾝ化を促進することで水を活性化す
る。その結果、水の浸透力、溶解力、洗浄力、浄化力が増大し、洗浄効率の向上につながる
ため、洗剤や薬剤の使用量を減らすことができ、排水がきれいになり環境浄化となる。熱効
率が向上するので燃料を浪費せず、化石燃料、天然ｶﾞｽ消費による環境への影響を抑える。
廃棄しても鉄として再利用できる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、洗浄力・浄化力に関しては、効果や理論などを評価することが難し
く、環境負荷の低減効果に関する定量的な評価基準を設定することが困難です。同様に、給
水・給湯設備、ボイラ等の熱交換システムにおける熱効率向上と燃料消費量の削減について
も、機器の設置方法、使用状況などによるところが大きく、統一的な基準の設定が難しいと
考えられます。したがって、ご提案の商品類型は、エコマークの商品類型には適当でないと
判断されました。

No. 01-T0044

商品類型名 石炭灰及び産業廃材を使用した壁材

提案概要 本商品類型は、石炭灰及び産業廃材を使用した工場・倉庫用の壁材である。電力会社等から
排出される石炭灰と産業活動で排出される廃材を組み合わせて使用し、省ｴﾈﾙｷﾞｰ、廃棄物
処理を併せて、高機能、高耐火性及び景観に配慮した。また、重量ﾍﾞｰｽで材料の52%に石炭
灰及び産業廃材を使用し、薄くて軽量であり、運搬時のｴﾈﾙｷﾞｰも少ないため、ﾄﾗｯｸ等から
排出されるＣＯ2削減に寄与している。本商品は石綿ﾌﾘｰである。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、既存の商品類型No.65「石炭灰（フライアッシュ）を利用した建材」が
あり、今回新たな商品類型として採りあげないことになりました。なお、現在の認定基準
は、石炭灰を６０％以上使用することとなっており、基準を満たす商品改良が可能な場合に
は、改めて当該商品類型の認定基準と照らし合わせてエコマーク商品の認定申込をご検討く
ださるようお願いいたします。

No. 01-T0045

商品類型名 廃石膏ボードと木炭を使用した湿気吸放湿材

提案概要 本商品類型は、廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞと木炭を使用した床下用湿気吸放湿材である。本商品は、不織布
の袋に石膏ﾎﾞｰﾄﾞ片と木炭片を入れたものであり、床下に隙間なく敷き込むことで、湿度調整
をする。主原料である石膏ﾎﾞｰﾄﾞは建築内装工事で大量に使用されており、元材料の5～10%が
廃材として発生し、管理型処分が義務付けられ、多量に発生するためにｺｽﾄ的にも問題と
なっているが、この提案商品を利用することで、廃材減少に貢献できる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、現在、新商品類型「再生材料を使用した建築用商品（仮称）」をＷＧ
（ワーキンググループ）として検討中であり、新たな商品類型としては採り上げないことと
なりました。新商品類型の認定基準制定後に、改めて当該商品類型の認定基準と照らし合わ
せてエコマーク商品の認定申込みをご検討くださるようお願いいたします。
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No. 01-T0046

商品類型名 中空樹脂を使用した軽量粘土

提案概要 本商品類型は、中空樹脂を使用した、教材・手芸用の軽量粘土である。従来品は塩化ﾋﾞﾆﾘﾃﾞﾝ
を主としたものであり、不要になった作品も残粘土も不燃ごみとして埋立処分せざるを得な
かったが、本商品はｱｸﾘﾙ系樹脂に変更したため、条件の整った処分場において焼却処分が可
能である。焼却してもﾀﾞｲｵｷｼﾝの発生する心配がなくなり、地中に廃棄する場合も、塩素化
合物の有害な物質は発生しない。軽量であることから、流通に関し、運搬車の燃料を大幅に
削減でき、ＣＯ2発生を低減する他、道路の損傷など環境負荷を低減できる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、廃棄される前提であることから、一層の環境負荷の低減に結びつくと
は言えません。また、軽量であることによる輸送時の環境負荷の低減効果を定量的に評価す
ることは難しく、基準化することが困難です。したがって、エコマークの商品類型には適当
でないと判断されました。なお、塩ビを使わないことによる環境負荷の低減効果につきまし
ては、エコマークでは塩ビを用いていないことのみでは商品類型として採りあげないことと
しております。

No. 01-T0047

商品類型名 洗浄により繰り返し使用（再利用）可能のガスタービン吸気フィルター

提案概要 本商品類型は、洗浄により繰り返し使用可能なｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ吸気用ﾌｨﾙﾀｰである。小型ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ
は10数枚、大型は約600枚のﾒｲﾝﾌｨﾙﾀｰが必要となる。従来品はｶﾞﾗｽ繊維等不燃物であり、使
用済みﾌｨﾙﾀｰは大量の産業廃棄物になっている。ﾋﾞﾙ空調用では既に洗浄・再利用する技術が
実用化されているが、ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ吸気用の高流速（大容量）のﾌｨﾙﾀｰについて洗浄・再利用可
能並びに焼却しても有害物質を発生しないﾌｨﾙﾀｰを開発した。年間120～150万枚の市場規模
である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、洗浄することで繰り返し利用を可能とし、廃棄物発生量の抑制効果を
期待できるものではありますが、工業分野における一部のプロセスを対象に使用されるもの
であり、一般ユーザー向けではないことから、エコマーク事業の目的である「エコマーク商
品の環境的側面に関する情報を広く社会に提供し、環境にやさしくありたいと願う消費者に
よる商品の選択を促す」に該当しないため、エコマークの商品類型には適当でないと判断さ
れました。

No. 01-T0048

商品類型名 道路の法面・河川敷き・公園・空港などから伐採される草・雑草を使用した土壌改良材

提案概要 本商品類型は、廃棄雑草を使用した土壌改良材である。製造は、自社開発のｺﾝﾎﾟｽﾄｼｽﾃﾑで
行い、土壌改良剤、緑化基盤材として利用可能である。廃棄雑草の焼却は、塩素を含有し、
水分を含むことから焼却温度が上がりきらず、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ発生の可能性が指摘されている。廃
棄雑草は大量であるために焼却処分時に排出される大気汚染及び地球温暖化物質は膨大にな
る。開発したｺﾝﾎﾟｽﾄｼｽﾃﾑは破砕後、高速発酵処理（8時間）を経るだけであり、他のｺﾝﾎﾟｽﾄ
化と比較してｴﾈﾙｷﾞｰ消費量が大幅に節約できる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、現在、新商品類型「肥料・土壌改良資材（仮称）」をＷＧ（ワーキン
ググループ）として検討中であり、新たな商品類型としては採りあげないことになりまし
た。新商品類型の認定基準制定後に、改めて新商品類型の認定基準と照らし合わせてエコ
マーク商品の認定申込をご検討くださるようお願いいたします。

No. 01-T0049

商品類型名 鉛等有害物質を含有しない無鉛鏡

提案概要 本商品類型は、有鉛鏡と同等の耐久性を有する鉛等の有害物質を使用しない無鉛鏡である。
鏡の無鉛化はｶﾚｯﾄ処理の問題などから欧米を中心に進められてきたが、日本では未だに銀ﾒｯ
ｷ鏡の殆どに鉛系防蝕顔料を含む塗料が使われており、発生するｶﾚｯﾄは産業廃棄物となって
いる。本商品は、鉛系防蝕顔料を使用せず、有害物質に該当しない有機系防蝕剤と特殊な亜
鉛系防蝕剤を配合している。市場規模はｺﾝﾊﾟｸﾄﾐﾗｰで年間10～20億円、うち40%の市場占有率
である。今後無鉛鏡にすることで、占有率80%以上を目指す。

提案者への回答 エコマークの認定基準策定にあたっては、その商品の製造、使用、廃棄等による環境への負
荷が、他の同様の製品と比較して相対的に少ないことを基本的な要件としており、そのレベ
ルの目安として認定基準を満たす製品のマーケットシェアがおおむね5～30％程度となるこ
とを目標としております。したがって本商品類型においてはすでに十分なマーケットシェア
を確保していることから、エコマークの商品類型には適当でないと判断されました。
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No. 01-T0050

商品類型名 廃石膏ボードを使用した石灰

提案概要 本商品類型は、廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞを使用した石灰である。用途は、塩害土壌、酸性土壌への土壌改
良材及びｶﾙｼｳﾑ補給用の肥料である。提案理由は、100%再生石灰を使用していることであ
る。現在は愛知県の一部が販売ｴﾘｱであるが、全国が販売対象である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、現在、新商品類型「肥料・土壌改良資材（仮称）」をＷＧ（ワーキン
ググループ）として検討中であり、新たな商品類型としては採りあげないことになりまし
た。新商品類型のの認定基準制定後に、改めて新商品類型の認定基準と照らし合わせてエコ
マーク商品の認定申込をご検討くださるようお願いいたします。

No. 01-T0051

商品類型名 紙製シートを使用しないタイルユニット

提案概要 本商品類型は、紙製ｼｰﾄの代わりに合成樹脂製の薄く小さいﾁｯﾌﾟ状のﾌﾞﾘｯｼﾞ片で複数ﾀｲﾙを接
合したﾀｲﾙﾕﾆｯﾄである。従来品は、①紙を大量消費すること②ｼｰﾄを剥がす際に大量の水を
消費し、紙製ｼｰﾄが再生困難となること③紙屑等が河川に流れ込み水質を悪化させること④
ｼｰﾄを焼却すると大量の炭酸ｶﾞｽが出ること、といった問題があるが、本商品はﾀｲﾙﾕﾆｯﾄを施
工面に貼り付けるだけでよいため、そうした環境負荷がない。市場規模は、全国で年間約
8,000万㎡である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、紙を合成樹脂で代替し、使用時の水処理工程が削減する点では評価さ
れますが、一方で原料として新たに枯渇性資源を消費するとともに、プラスチックが建物に
残留してしまい、解体時の廃棄物処理の障害となる恐れもあります。したがってライフサイ
クル全体でみると環境負荷の低減効果を定量的に評価することが難しいと考えられますので
エコマークの商品類型としては適当でないと判断されました。

No. 01-T0052

商品類型名 古紙を有効利用した液体輸送缶

提案概要 本商品類型は、古紙を使用した液体輸送缶である。従来品は、ﾜﾝｳｪｲのﾌﾞﾘｷ缶や、B・I・B
（Bag in Box）である。本商品は、B・I・Bの改良型で、外装に古紙55%、PE45%のﾍﾟﾊﾟﾚｯﾄを
使用している。内装はPEﾌｨﾙﾑである。古紙を55%使用するが、B・I・B缶にない耐水性を有
し、積重ね強度の改善から５回程度ﾘｻｲｸﾙできる。古紙の有効利用に貢献しており、廃棄時
には燃料利用も可能である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、繰り返し使用できるものの、使用回数は使用者によるところが大き
く、環境負荷の低減効果を定量的に評価することが困難であり、また燃料としての二次利用
についても、新たに使用済み商品の回収及び再利用のシステムを確立する必要があり、現時
点における実現性は弱いと考えられます。したがって、ご提案の商品類型は、エコマークの
商品類型には適当でないと判断されました。なお既存の商品類型にNo.31「詰め替え使用品の
ための容器」がありますので、改めて当該商品類型の認定基準と照らし合わせてエコマーク
商品の認定申し込みをご検討くださるようお願いいたします。
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No. 01-T0013

商品類型名 蛍光灯器具

提案概要 本商品類型は、環境負荷の低い蛍光灯器具である。提案理由は、①従来型の1.6倍の寿
命で省資源であること、②従来型より3割の省電力であること、③従来型より管径が約
1/2で省ｽﾍﾟｰｽかつ水銀使用量が1/4で有害物質の削減につながることである。また、廃
棄物の量も従来のFLR管と比べ7割の削減となる。市場規模は年間10億本の利用で3年後
の市場占有率3割を見込んでいる。

提案者への回答 ご提案の商品類型につきましては、従来型より省電力であるＨｆインバータ方式の蛍光
ランプがすでに普及してきており、特に家庭用途だけで見た場合には、蛍光ランプの年
間国内販売量のうち約５０％を占めるようになっています。また、本提案は蛍光ランプ
の管径の縮小化により、蛍光ランプに封入されている水銀量を削減する点では評価され
ますが、一方で他の商品と同様に水銀の回収を含めた使用済み蛍光ランプの回収やリサ
イクルについてのシステムは確立されていないため、ライフサイクル全体でみると環境
負荷の低減効果は弱いと考えられます。したがって、今回エコマークとして新たな商品
類型としては採りあげないことになりました。

別添2   　エコマーク商品類型化調査（2次評価）結果
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