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　エコマークは（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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エコマーク類型・基準制定委員会（第14回） 

　第14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11月27日、（財）
日本環境協会において開催され、審議の結果、以下の
ことが決まりました。 

〈決定事項〉 

・第13回エコマーク類型･基準制定委員会に提案の
あった新商品類型提案（11件）について1次評価を
行いました。その結果、2次評価対象となる提案はあ
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14回エコマーク類型・基準制定委員会に提案の
あった新商品類型提案（13件）について1次評価を
行った結果、2件の提案について継続検討すること
となりました。「（リサイクル性の高い）アルミニューム
材料で骨組みをしたユニット型空気調和機」は一般
家庭用も含めた「空調機全般」として、また「電動モ
ーター式スクーター」についても詳細な市場規模、普
及率、特性などの調査を実施し、継続検討すること
となりました。今回提案のあった商品類型名、提案
概要、審査結果は別添2の通りです。また、第12回
エコマーク類型・基準制定委員会の審議結果に対
し異議申立のあった「改良土」について再度審議し
た結果、エコマーク商品類型としては採り上げられま
せんでした。 

・エコマーク新商品類型認定基準公開案「再生材料
を使用した建築用製品」を公表することになりました。 
・エコマークとノルディックスワンとの間の「コピー機」に
関する部分相互認証の実施に伴い、エコマーク商
品類型No.117「複写機」の当該基準項目を改定し、
「共通認定基準」への対応を図っていくことになりま
した。 
・第30回エコマーク審査委員会において上程された
商品類型No.116「節水型機器」、No.120「紙製の
印刷物」認定基準を一部改定する案は承認され改
定されることが決まりました。 
・商品類型No.29「防音防振マット」、No.31「詰め替
え使用品のための容器」、No.55「省資源型の食用
油容器」の下段の表示を、2002年4月1日付で改定
することが決まりました。 
・「塗料」および「日用品」に関するエコマーク商品類
型の見直しを行うことが決まりました。 
・エコマーク商品類型No.101「使用後回収・リサイク
ルされるスーツケース」に関する見直しについて、ワ
ーキンググループを設置し検討することが決まりました。 

＊商品認定手続きの相互認証 

・エコマークにおける相手国認証機関の「商品認
定申込の受付および審査、または実地調査を
代行する業務」 
・相手国認証機関がエコマークの「商品認定申
込の受付および審査、または実地調査を代行
する業務」 

エコマーク運営委員会（第7回） 

委員会報告／決定事項 

　第7回エコマーク運営委員会（委員長：森嶌昭夫　
東亜大学大学院教授）が2001年10月30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
が決まりました。 
 
〈決定事項〉 

・7月26日開催の第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）におい
て策定された「商品類型選定の個別評価項目（スク
リーニング基準）」の見直しおよび容器包装の認定
基準化の考え方である「容器包装の取扱に関する
対応方針」の新設について、ガイドラインを改定する
ことが承認されました。 
・ノルディックスワンとの間の「複写機」に関する[改定
エコマーク認定基準]の制定時期に合わせて、部分
相互認証をスタートする合意契約の締結をすすめる
ことになりました。 
・海外エコラベル諸機関との「認証手続きに関する
相互認証（＊商品認定手続きの相互認証の項参照
方）」の交渉を開始することになりました。 

・現行のエコマーク料金体系が内包する、使用料金
などの不公平感の是正とマークの不正使用に関す
る調査・改善活動および広報活動予算の確保を目
的に、エコマーク料金体系検討小委員会を設けて
料金体系改定のための調査・検討を行うことになり
ました。 
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　エコマーク新商品類型認定基準公開案「再生材料
を使用した建築用製品」の公表が別添3のとおり決ま
りました。また、本認定基準の制定時には既存商品類
型No.23「建築用断熱（保温）材」、No.27「わら床たた
み」、No.40「再生パルプを使用した壁紙・建具用紙」、
No.57「鉄鋼スラグを使用したロックウール化粧吸音板」、
No.58「再生パルプを使用した積層ファイバーボード」
が廃止されます。本公表ならびに廃止予告に関して、
2002年2月18日（月）まで意見の受付を行います。意見
の受付については、右記の「基準公開案ならびに既
存商品類型の廃止に関する意見の受付について」を
ご参照下さい。 

エコマーク新商品類型認定基準公開案 
「再生材料を使用した建築用製品」 

公開案 

　エコマークとノルディックスワンとの間の「コピー機」に
関する部分相互認証の実施に伴い、エコマーク商品
類型No.117「複写機」の当該基準項目を別添4．のと
おり改定し、「共通認定基準」への対応をはかっていく
ことが決まりました。改定に関して、2002年2月18日（月）
まで意見の受付を行います。意見の受付については、
右記「基準公開案ならびに既存商品類型の廃止に関
する意見の受付について」をご参照下さい。 

ノルディックスワンとの部分相互認証の実施に係る 
No.117「複写機」認定基準の一部改定 

（1）郵送およびFAXによる受付 

・住所、氏名、性別、職業、連絡先、電話番号、FAX
番号 
・意見を述べるエコマーク商品類型の認定基準名 
・上記認定基準への意見の要旨を、書面（A4）にて、
2002年2月18日（月）（同日消印有効）までに、下
記財団法人　日本環境協会エコマーク事務局
宛に郵送またはFAXでお送り下さい。 
 
財団法人　日本環境協会　エコマーク事務局 
〒105-0003 東京都港区西新橋1－7－2 

虎の門高木ビル7階 
TEL 03（3508）2662　　FAX 03（3508）2656 
 
（2）e-mailによる受付 

・住所、氏名、性別、職業、連絡先、電話番号、FAX
番号、e-mailアドレス 
・意見を述べるエコマーク商品類型の認定基準名 
・上記認定基準についての意見の要旨をe-mailに
て、2002年2月18日（月）17：00までに下記宛お送
り下さい。 
（なお添付ファイルを送付される場合はMS-WORD、
一太郎、エクセルでお願いします） 

 
e-mail〔ecomark@japan.email.ne.jp〕 

「基準公開案ならびに既存商品類型の 
廃止に関する意見の受付について」 
 

　（財）日本環境協会は、アスクル株式会社のカタロ
グにおけるエコマーク商品およびエコマーク表示等に
関する不正行為に関して、本年2月22日付けで文書に
よる警告を行い改善を申し入れました。これに対し同
年4月10日、同社より「顛末書」が提出されました。そ
の後同年9月27日、再び改善がなされていないことが
判明し、再度、同年10月4日に不正競争防止法、商標
法に基づき、①カタログ発行、配布の中止、②未配布
のカタログの廃棄、③発行済みカタログの回収、を求

める申し入れを行いました。これに対し、11月7日付けで、
同社より「お詫び」の文書を受け取りました。当協会と
しては、文書記載の今後の措置が履行されることを
前提として、これを了承することとしました。今後とも、
環境ラベルの持つ社会的役割を踏まえ、事業者など
による適正な「エコマーク」の表示について、一層の
厳正な対応を図ってまいります。なお、詳しくはホーム
ページに不正使用などの経緯や、上記アスクル社から
の「お詫び」の文書などの資料を公開しています。 

アスクル株式会社によるエコマークの不正使用 
および不正表示について 
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・エコマーク商品類型No.116「節水型機器」の一部改定 

＜改定理由＞ 

　認定基準4．環境に関する基準に規定されている定流量弁の適正吐水流量について、達成不可能であるとの意
見があり、審査委員会の審議の結果、ワーキンググループで改定を検討することとなりました。検討の結果、定流量
弁の基準を改めるのではなく、流量調整弁として新たに対象を追加します。 
 
＜改定点＞ 

5． 認定基準への適合の証明方法（2）の別表2に以下の表を追加。 

＜改定日＞ 

　2001年11月27日 
 
 
 
・エコマーク商品類型No.120「紙製の印刷物」の一部改定 

＜改定理由＞ 

　印刷インキのワックスに含まれるフッ素系樹脂（ポリテトラフルオロエチレン：PTFE）はエコマーク不認定とするべき
有害性の知見がなく、本項の主旨は、塩ビによる表紙加工を不認定とすることであることなどから、認定基準4－1.（3）
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 
 
4－1.（3）「印刷物に使用される材料は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では着色剤、フッ素系添加剤は問
わない）の使用のないこと。」 
 

＜改定日＞ 

2001年11月27日 

エコマーク商品類型No.116「節水型機器」、 
No.120「紙製の印刷物」 

改定 

対象商品 流量調整弁 

環境に関する基準 
4－1.（1）項の節水基準 

節水基準 

構造基準 

節水以外の観点 

（1）水圧0.1MPa以上、0.7MPa以下の各水圧において、ハンドル（レバー）を全開にし
た場合の吐水量が、申込調整弁なしの同型水栓の80％以下であること。 

 
（2）水圧0.1MPa、ハンドル（レバー）全開において、吐水流量は表「機器設置場所毎の

適正吐水流量」に示す数値以上であること。 

（3）適正吐水流量は（2）に示す「機器設置場所毎の適正吐水流量」について、取扱説明
書および宣伝用印刷物（パンフレット、カタログなど）などで情報提供していること。 

・電気は使用のないこと。 

（1）止水栓より吐水口側に該当品を設置することにより節水が図れる弁。 
（2）水道法施行令第4条に適合すること。 

表　機器設置場所毎の適正吐水流量 

機器設置場所 

適正吐水流量 

洗面所 

5

台所・調理場 

5

シャワー 

8

リットル／min以上 

・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 
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既存商品類型の見直し予告 

・商品類型No.29「防音防振マット」、No.31「詰

め替え使用品のための容器」、No.55「省資源

型の食用油容器」の下段の表示を、以下のとお

り改定することが決まりました。 

＜改定理由＞ 

　本年3月の公正取引委員会からの要請を受け、
エコマークでは「エコマーク表示に関する検討会」
を設けて、表示に関する検討を行いました。この検
討の結果をまとめた「エコマーク表示に関する検討
会報告書」において早急に見直しを行うこととされ
た商品類型について、第14回類型・基準制定委員
会の決定に基づき以下のように下段の表示を改定
します。 
 

・商品類型No.29「防音防振マット」下段の表示

の改定 

［改定表示］「音や振動を小さくする」 
※またエコマーク付近に認定番号を必ず併記す
ること。 

・商品類型No.31「詰め替え使用品のための容器」

下段の表示の改定 

［改定表示］「詰め替え用の省資源容器」 
※ただしエコマーク付近に認定番号、および「省
資源容器としてエコマークの認定を受けていま
す」などを必ず併記し、容器の内容物等とエコ
マークが無関係であることがわかるようにすること。 

・No.55「省資源型の食用油容器」下段の表示

の改定 

［改定表示］次の環境情報表示（2段）とする。 
「省資源の容器」「内と外の素材分離が容易」 

※ただしエコマーク付近に認定番号、および「食
用油容器としてエコマークの認定を受けていま
す」などを必ず併記し、容器の内容物等とエコ
マークが無関係であることがわかるようにすること。 

 
＊上記商品類型に該当する認定商品のある事業者
の方は、以下の手続きが必要となります。 
 
①該当製品が下段の表示見直し改定案公開日現

在において認定期間中である場合 

→改定日より1年（2003年3月31日）の移行期間を
もって、下段の表示を新表示に切り替える必要
があります。ただし、改定案公開日（2001年12
月20日）から改定日前日（2002年3月31日）まで
の間に契約を更新する場合には、「基準改定
時の契約業務に関する規定」中の「4.上記事
例への対処規定」を準用します。ただし、認定
期間が改定日より1年を超えて存続するものに
ついては、申請により期間終了まで旧表示で
の使用を認めるものとします。 

 

②新規申込の場合 

→改定日以降は、新表示での申込となります。た
だし、改定日以前に審査を申し込んでいる場合
は、「基準改定時の契約業務に関する規定」
中の「4.上記事例への対処規定」別表の事例
Ⅰに対する対処規定を準用します。 

 
＜改定日＞ 

　2002年4月1日 

　第14回エコマーク類型・基準制定委員会において、
「塗料」および「日用品」に関する既存商品類型を、
ライフサイクルの概念の導入に伴い、見直しを行うこ
とが決まりました。今回見直しの対象とする既存商
品類型は以下のとおりです。 
 
・「塗料」に関する既存商品類型 

No.33「芳香族炭化水素類を含まない塗料・塗
材および防水材」 

 
 

・「日用品」に関する既存商品類型 

No.2 「台所流し台水切り用三角コーナー」 
No.3 「台所流し台水切り用ストレーナー」 
No.4 「台所流し台水切り用濾紙袋」 
No.5 「廃食用油吸収材」 
No.11 「廃食用油再生せっけん」 
No.20 「セルローススポンジ」 
No.32 「無漂白のコーヒーフィルター」 
No.34 「食用油ろ過器」 
No.43 「家庭用ゴム手袋」 
No.59「廃食用油を利用する燃焼装置」 

エコマークニュース No.30

エコマーク商品類型No.29「防音防振マット」、No.31「詰め替え使用品のための容器」、
No.55「省資源型の食用油容器」の下段表示に関する見直し 
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エコマーク商品紹介リーフレット『発見！あなたの身近にエコマーク』 
第1弾「ペットボトルのリサイクル製品」が完成 

お知らせ 

　エコマークでは、一般消費者への普及をめざし、エコ
マーク商品の背景にある環境問題や環境保全上の効
果などの情報提供を行い、エコマーク商品への理解を
広げることを目的としたシリーズリーフレット『発見！あな
たの身近にエコマーク』を作成することとなりました。こ
の度、その第1弾として、「ペットボトルのリサイクル製品」
（A4：両面）が完成しました。近日中に、「文具・事務用品」、
「パーソナルコンピュータ」も完成する予定です。余部
をご要望される方がありましたら、エコマーク事務局まで
ご相談ください。 
 
（その他のエコマーク紹介ツール） 

・「ハローエコマーク」（一般消費者向け） 
※英語版もあります。 
・「エコマーク事業のあらまし」（自治体、企業向け） 
・「エコマーク商品類型「紙製品」」（一般消費者向け） 
・「エコマーク商品認定基準ダイジェスト版」 
・「エコマークと消費者意識調査」 
・ビデオ「はじめよう、エコマークのある暮らし」＊ 
・エコマーク事業紹介パネル（A1サイズ×8枚セット）＊ 

＊ 貸与 

「こども環境キャラバン」実施の報告 

トピックス 

　11月19日～21日の3日間、「エコマーク事業」、「こども
環境相談室」、「天然ガス自動車」を柱とした「こども環
境キャラバン」を編成し、大阪府八尾市の小学校3校（曙
川東小学校、美園小学校、竹渕小学校の生徒延べ
515名）を訪問しました。各校の協力を得て授業時間、
放課後の時間を利用し、エコマーク事業の紹介や天
然ガス自動車を紹介するととともに、こども達からの環

境問題に関する相談などを受けました。ほとんどのこど
も達はエコマークをすでに知っており、こども達の今後
の成長が楽しみです。この模様はNHK（大阪：11月19
日昼のニュース）や産経新聞（大阪：11月20日）でも紹
介され、環境教育活動としてのエコマーク普及の機会
となりました。 

　2000年版、2001年版に続き、『エコマーク商品カタロ
グ2002年版』が財団法人日本環境協会監修のもと、チ
クマ秀版社より刊行されます。このカタログは事業者の
皆様をはじめ国、都道府県・市区町村、流通団体に無
料配布（約12,400ヶ所、約20,000部）され、各方面でグリ
ーン購入の資料として活用されています。カタログの詳
しい内容については、下記チクマ秀版社でご案内して
います。 
 
（カタログ問合せ先） 

株式会社　チクマ秀版社『エコマーク商品カタログ』 
担当　杉浦、斉藤 
〒174-0054　東京都板橋区宮本町30－1 
TEL：03（3965）1411　　FAX：03（3969）4511

『エコマーク商品カタログ2002年版』の刊行 

　エコマークでは本年3月の公正取引委員会からの要
請を受け、同年7月に（財）日本環境協会内において、有
識者の方々に委員としてご参加いただき「エコマーク表
示に関する検討会」を設置しました。この度、この検討
会で議論された内容を、『エコマーク表示に関する検討
会報告書』として冊子にまとめました。必要な方には配
布する用意ができています。また、この報告書はホーム
ページでも公開しています。 

『エコマーク表示に関する検討会』報告書が冊子になりました 
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