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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。 

■ エコマークシンポジウムが開催されました
2月4日、東京ウィメンズプラザにおいてエコマークシンポジウムが開催されました→関連記事3ページ

■ 同志社大学教授
郡嶌 孝氏による基調講演



第15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2002年1月31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15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（15件）について1次評価を行った
結果、「洗浄剤」および「充電可能にし繰り返し使用
できるアルカリ乾電池」について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1のとおりです。
・第14回エコマーク類型・基準制定委員会に提案のあっ
た13件のうち、「空調機（エアコンディショナー）」お
よび「電動スクーター（公道を走行できる原動機付自
転車）」について2次評価を行いました。その結果、「空

調機（エアコンディショナー）」については、新商品
類型として採り上げるかどうか、継続検討することと
なりました。「電動スクーター（公道を走行できる原
動機付自転車）」については、開発途上の段階にあり、
エコマーク商品類型として検討するには時期尚早であ
ることから、今回は採り上げないこととなりました。
なお、2次調査に基づく審査結果は別添2のとおりです。
・ エコマーク新商品類型認定基準「ガラス製品（公開
案）」（2002年6月1日制定予定）を公表することとなり
ました。また、本認定基準公開案の公表に伴い、既存
商品類型№64「廃ガラス（カレット）を再生利用した
製品」は2002年6月1日に廃止される予定です。
・エコマーク新商品類型認定基準として、「塗料」およ
び「消火器・消火設備」に関するワーキンググループ
を新たに設置し検討することとなりました。
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委員会報告／決定事項

エコマーク類型・基準制定委員会（第15回）

公開案

エコマーク新商品類型認定基準「ガラス製品（公開案）」

エコマーク新商品類型認定基準「ガラス製品（公開案）」
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№64「廃ガラス（カレット）を再生

利用した製品」が廃止されます。本公表ならびに廃止予告

に関して、2002年4月22日（月）まで意見の受付を行います。
意見の受付については、以下の「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。

（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4月22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4月22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」 
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お知らせ

「エコマークニュースに関するアンケート」の結果について

エコマークニュース第31号（1月18日発行）において、エコマ

ーク認定企業の方々を対象にエコマークニュース送付方法

についてアンケートを実施しました結果、多くのご回答を戴

きました。なお、今回のアンケートの集計結果は右記の通り

です。

Q. 今後のエコマークニュースの送付について

1．電子メールで送って欲しい 49．4％

2．今までどおり郵送してほしい 42．0％

3．ホームページを見るので、必要ない 8．6％

「エコマークニュース」の電子メール配信について

エコマーク事務局では上記アンケートの結果をもとに、来年
度より、希望された認定企業の方々に従来の郵送にかえて、
エコマークニュースを電子メールで配信することに致します。
なお、今回のアンケートに未回答の認定企業様および認定

企業以外の購読者の方々には、再度正式なアンケートを実
施しますので、その際にお申出ください（※今回アンケートで
電子メール配信を希望された方は、そのまま反映させていた
だきます）。

トピックス

「エコマークシンポジウム（東日本地区）」開催について

去る2月4日（月）、東京ウィメンズプラザ（東京都渋谷区
神宮前）ホールにおいて、「グリーンコンシューマーの輪を
広げよう～エコマークが果たす役割」と題するエコマーク
シンポジウムを、グリーンコンシューマー東京ネットの協賛
により開催しました。当日は、同志社大学教授の郡嶌孝氏
による基調講演「持続可能な消費を目指して～エコマーク
とグリーンコンシューマー～」と、同氏をコーディネーターに
迎えてのパネルディスカッション（パネリスト：秋庭 悦子氏
（グリーンコンシューマ東京ネット・日本消費生活アドバイザ
ー・コンサルタント協会）、足立則夫氏（日本経済新聞社）、

藤森 克子氏（生活協同組合コープとうきょう）、森下 研氏
（エコマネジメント研究所）［五十音順］）を行い、今後のエコ
マークおよびグリーン購入における課題について、ディス
カッションをしました。本シンポジウムには238名の方々が来
場され、また閉会の挨拶では、グリーンコンシューマー東京
ネットの代表幹事であり、環境カウンセラーでもある市毛良
枝氏が登壇されるなど、盛況のうちに終了することができ
ました。なお、本シンポジウムの結果報告は3月下旬頃、次
号エコマークニュースならびに当協会ホームページでご
紹介する予定です。

「エコマークシンポジウム（西日本地区）」の結果報告（2）
～基調講演 「エコマークの課題と展望」（要旨）～

昨年12月7日に開催された標記シンポジウムにおいて、京都
大学大学院経済学研究科教授の植田和弘氏に素晴らしい
基調講演をいただきましたので、その要旨をご紹介します。
なお、詳細は2月下旬頃、当協会ホームページに掲載する予
定です。

環境問題、環境政策を考えるとき、20世紀終わりから21世
紀にかけ、パラダイムの転換が起こりました。パラダイムとは
物事を考えるときの基本的な考え方です。例えば、進んだ
ゴミ行政とはどういう行政でしょうか。今や行政任せは、進
んだゴミ行政とはいわないのです。住民や地元の事業者が
熱心に取り組み、減量やリサイクルをすすめていることが不
可欠です。行政の役割も、減量やリサイクルのシステムをつ
くる、あるいは住民、事業者が一緒に取り組める枠組みをつ
くるなどが大事になってきています。環境問題や環境政策
のパラダイムの大きな転換が我が国でも進んできています。
（中略）
ラベルは、消費者の選択に意味があると同時に、生産者
にも影響を与えます。グリーンコンシューマーが多数になれ
ば、そういう商品を提供しなければ、市場で物を供給できな

いわけですから、生産者にも影響を与えることになります。
もう一つ大事なのが、ラベルは政策手段的な意味も併せ持
つということです。同じ機能の物でも環境負荷のより少ない
ものに、エコマークやエコラベルが付きます。それを市場で
普及する、環境負荷の多いものを少ないものに誘導すると
いう性格をラベル自体がもちます。その商品を使う、使わな
いということに関して、禁止した方が良いものもあるかもし
れません。しかし、少しずつ良くしていくことが非常に重要
な意味をもつ場合、行政機関が禁止するというやり方では
うまくできないのです。エコラベルは、その有力な手段とい
う意味も持っています。
ラベルは、消費者と生産者をつなぐものです。生産者、消
費者はどのように考えてエコマークに対応するかを踏まえ
た上で、現状でもう一歩普及を図り、望ましい方向へ向けて
いくには何を考えないといけないでしょうか。まず、マーク
自体の信頼性が非常に大事になります。商品に関する情報
は、企業から直接くるものや広告宣伝です。しかし広告宣伝
は、価格と利便性は伝えますが、それ以外の情報はあまりな
いのがこれまでの常です。公共機関が出す情報もあります
が、我が国は余り強くありません。信頼できる人からの口コ



ミ情報などが、我が国では大きな意味をもっている気がしま
す。そこへ一つの情報源としてエコマークが入り込んでいく
のですが、その情報源が信頼性を持つためにはどういうこ
とが必要でしょうか。客観的な点として、手続きが公正で透
明であることが必要でしょう。もう一つは、環境について色々
な取り組みが広がる中、何でもかんでも環境に優しいと言
いだしたのですが、本当に環境に優しいのかという問題が
出てきます。そのためのツールとして、LCA（ライフサイクル
アセスメント）があるのですが、まだ十分でない面もあり、詳
細かつ信頼に足る環境情報をどのようにつくり、確認できる
システムがあるかどうかが重要です。もう一つ、エコマーク
は第三者認証ですが、日本には第三者認証自体がなかな
か定着してこなかったと思うのです。これが普及することは
大変意味を持ちます。20年近く前にですが、私は鉛のリサ
イクルを研究しており、ドイツの鉛のリサイクル工場に行った
ことがあります。鉛は昔から毒性が知られており、中毒の歴
史が結構あるのです。ですから研究が非常に進んでいるの
ですが、当然鉛の再生工場があると周辺で問題になります。
牧草地に鉛が飛んできて、牧草に鉛が含まれているのでは
ないかという問題が起こるわけです。こういう問題で何が一
番難しいかというと、因果関係をきちんと調べ、確認すると
いうことです。ドイツの場合は「TÜF」というまさに第三者機
関ですが、博士号をもち、科学的知見をきちんと調べること
ができ、しかも原因者と思われる人や被害者と思われる人
どちらもが、その機関が調べた結果を信用し、これをベース
に検討するというものがありました。これは日本には中々な
いと思った経緯があります。エコマークの問題は第三者認
証というやり方自体、日本に定着していくことが課題ではな
いかと思います。
しかし信頼性があっても、エコマークの意味を消費者が
わからなければどうしようもないのです。そういう意味で、消
費者の学習の機会が決定的に重要です。エコマークの意味
をもっと調べようという、意欲をもつ消費者がいてくれない
と意味をもたないのです。もちろん知識として持つことも大
事ですが、体験的学習が大変大事で、エコマークを実際に
体験してみたとき、買ってよかったということにつながってい
くことが信頼を高めるもので、商品とはそういうものだと言っ
て良いと思います。
サポートシステムも必要です。大きくはグリーン購入で、こ
れは大きなサポートシステムです。エコマークは、グリーンな
消費者とグリーンなプロデューサーを結び付けるものです。
しかし生産者側からいえば、需要が確実でないものを生産

することは難しいわけです。エコマーク商品は、企業が環境
倫理的である証しのような面もあるかもしれませんが、大き
く広がっていこうと思いますとやはり新しい需要、環境にも
良いという面が必要だと思います。グリーンコンシューマー
は集まれば大きい数かもしれませんが、どこにいるのかよく
わからないという実情もあるかもしれないということで、やは
りまとまった需要の確実性が必要になる。行政機関や大企
業などがまとまって、今後のポリシーとして明確な方向性を
出すということになると、需要の確実性が生まれます。需要
の確実性は投資の確実性にもつながります。投資が進むと
技術がよくなります。以前は環境に良いものは高いとばかり
言っていて、「高くても買え」というようなことがありました。
しかし技術革新が進むと環境に良いものが安価で品質も
良い。そういう方向へ促すことが必要だと思います。
環境に良いことをすることが評価される社会をつくるとい
う意味では、環境税という考え方は入ってしかるべきでは
ないかと思います。環境に良い行為をすることが評価され
るということを、税制が示すということです。そういうことが
基盤としてあれば、そういうものを作ったり、購入したりする
ことが総体的に望ましいということになります。そういう社会
的サポートシステムがないといけないと思います。
最後に、エコマークはグリーンな生産、グリーンな消費を

考えている生産者と消費者をつなぐわけですが、何が本当
にグリーンか、消費者の意向に合っているかというのは、や
はりコミュニケーションが必要です。生産者と消費者がこう
いう問題をめぐり、より望ましいものをつくっていくためのコ
ミュニケーションが進むシステムが必要なのです。一言でい
うと「共進化」といっていいと思います。共に進化するとい
うことです。物の作り方も変化してくるわけですし、消費者
の物の買い方も変化していくのです。それは最初から答え
があるわけではなく、相互にキャッチボールをするうちに進
化していくということなのです。共進化の過程をつくること
が、エコマークに期待されている今後の課題であり展望で
あると思います。
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