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No. 01-T0089

商品類型名 鋳鉄製造時に副産されるキューポラスラグ（鉱さい）を使用した肥料および土壌改
提案概要 本商品類型は、ｷｭｰﾎﾟﾗ（鋳鉄用溶解炉）ｽﾗｸﾞを使用した珪酸質肥料である。用途

はｺﾞﾙﾌ場の芝生用肥料が主であり、ﾐﾈﾗﾙ性と物理性を高める土壌改良材としても
利用できる。従来のｷｭｰﾎﾟﾗｽﾗｸﾞは、路盤材で使用される他は産業廃棄物として処
理されていたが、有害物質が含まれず、植物に吸収される有益なﾐﾈﾗﾙを含んでい
ること、および栽培土壌の物理性も改良できることがわかり、実際に植物栽培にお
いて成果をあげている。

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・土壌改良材（仮称）」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-T0089

商品類型名 再生パルプを使用した斜面保護用ネット
提案概要 本商品類型は、土砂崩落による災害を防止する必要のある斜面を保護するﾈｯﾄで

ある。緑化用種子の吹き付けなど行った上から被覆することで、緑化用植物の生
育を保護し、植物の根系による斜面保護能力が得られる頃には微生物により分解
され土壌に回帰する。従来商品は、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝなどの合成樹脂性であり、半永久的
に土壌表面に残存するが、提案商品の素材は再生ﾊﾟﾙﾌﾟと生分解性ﾌﾟﾗｽﾁｯｸであ
り、残存物がなく環境負荷が小さい。市場は約6千万㎡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-T0091

商品類型名 内燃機関用冷却液（クーラント・不凍液）の寿命延長型ラジエータ防食剤
提案概要 本商品類型は、冷却液の寿命を大幅に延長する添加剤である。2.5vol.％の添加で

通常2年間または4万kmが寿命とされる冷却液の交換ｻｲｸﾙを10万km以上に延長
する。冷却液はPRTR法対象のｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙが主成分であり、原料資源の石油や
天然ｶﾞｽの節約と、製造時のｴﾈﾙｷﾞｰや従来商品に使用されている環境汚染物質
（ｱﾐﾝ酸類など）の排出量の削減に寄与する。また、使用済み冷却液は回収、濾過
して防錆剤を添加すればﾘｻｲｸﾙ可能である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、ロングライフクーラントを使用していない既存車が対象と考
えられますが、現在自動車メーカーを中心としてクーラントの長寿命化によるメンテ
ナンスフリー（交換不要）と廃液量削減を目的とした取組が行われており、今後普
及していく見込みです。またクーラントのリサイクルについても、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。

No. 01-T0092
商品類型名 建設掘削残土の再利用埋め戻し材「改良土」
提案概要 本商品類型は、建設工事の採掘で発生した残土を土壌改良、選別など行うことに

より、再利用可能にした改良土である。通常、採掘残土は埋立処分されており、採
掘後の埋め戻しには新しく購入した真砂土や採石を使用するという二重の環境破
壊になっている。また、埋立処分場の不足、不法投棄といった問題を解決するため
にも、本商品は必要不可欠である。現在岡山県内の公共工事を中心に多数の実
績があるが、今後は一般の方に多く利用してもらいたい。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、建設発生土を再利用できるように調整した商品です。しかし
ながら、建設発生土の問題を本質的に解決するためには、改良土への加工・調整
だけでなく、建設発生土の排出者と利用者の間をつなぐ情報網を整備し、建設発
生土の効率的な流通を促進させることが必要不可欠です。ご提案の商品類型は、
建設発生土の有効利用になりますが、エコマークの付与による環境負荷の低減効
果に関して実現性が弱く、エコマーク商品類型として採り上げるには至らないと判
断されました。

別添１．　　エコマーク商品類型化調査（第15回）結果別添１．　　エコマーク商品類型化調査（第15回）結果別添１．　　エコマーク商品類型化調査（第15回）結果別添１．　　エコマーク商品類型化調査（第15回）結果
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No. 01-T0093

商品類型名 洗浄剤
提案概要 本商品類型は、生分解性が高く、かつ早く、油汚れの分離回収が可能な洗浄剤で

ある。用途は、家庭用である。提案理由は、洗浄剤そのものの環境負荷が小さいこ
と、および落とした油汚れの分離回収が可能で、排水による環境汚染を食い止め
られることである。また、回収した洗浄剤は再利用でき、油は焼却してｴﾈﾙｷﾞｰ利用
できる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、落とした油汚れを分離回収し、熱エネルギーとして再利用
することや洗浄液を再利用することを可能にするものであり、具体的な回収システ
ムが構築されれば、環境負荷の低減効果の実現性は高いと考えられます。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、本提案につきましては継続検討することになりました。

No. 01-T0094

商品類型名 リバイブ（再生・復活）容器
提案概要 本商品類型は、廃食用油の回収に使用された5ｶﾞﾛﾝﾌﾞﾘｷ缶を有効利用した、感染

性医療用廃棄物用の梱包容器である。ﾌﾞﾘｷ缶の天版を切断してﾌﾟﾚｽし、内容物は
水酸化ﾅﾄﾘｳﾑで殺菌し、洗浄する。従来商品は、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙやﾅｲﾛﾝ袋の2重袋を使
用しており、廃棄された注射針による事故や、作業者の安全上問題がある。提案
商品は、害がなく、ﾘｻｲｸﾙ可能な金属であり、環境に優しい素材である。市場規模
は、熊本県で5千缶/日と全国ﾚﾍﾞﾙでは膨大である。

提案者への回答 ご提案の商品類型で指摘されている作業上の安全性については、環境問題という
よりもむしろ労働安全に関わる問題であり、感染防止のための感染性廃棄物の適
正な処理は法律に基づく義務です。また感染性廃棄物の処理方法のほとんどが焼
却処理を前提としており、医療界では耐貫通性のある樹脂製あるいは紙製の容器
が推奨されています。従って、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-T0095

商品類型名 省資源型の業務用液体容器
提案概要 本商品類型は、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙの外箱に樹脂(PE)の内袋を装填し、省資源やﾘｻｲｸﾙ、輸

送効率に配慮した容器である。従来商品は、ﾘｻｲｸﾙされにくいﾌﾟﾗｽﾁｯｸや金属を
使っており、減容化できないため輸送効率も悪い。提案商品は、外装に古紙75％
のﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙを使っており、内袋、外装ﾌｨﾙﾑ(PE)、取っ手PPﾊﾞﾝﾄﾞの樹脂類は従来品
比較で95％削減し、簡単に分離できる構造となっている。市場規模はﾌﾛｱｰﾎﾟﾘｯｼｭ
用で年間44,000ﾄﾝである。

提案者への回答 ご提案の商品類型については、既存の商品類型No.55「省資源型の食用油容器」
を見直しする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-T0097

商品類型名 充電可能にし繰り返し使用できるアルカリ乾電池
提案概要 本商品類型は、性能は従来品と同様で、専用充電器の使用により1回消費で廃棄

される電池を1/10以上減らすことができるｱﾙｶﾘ乾電池である。充電式としては、従
来品のﾆｶﾄﾞ電池、ﾆｯｹﾙ水素電池と違い、有害物質の砒素、水銀を含まないため、
使用後は一般ごみとして廃棄可能である。また、購入後すぐ使用でき、ﾒﾓﾘｰ効果
もないため継ぎ足し充電可能であり、構造上液漏れしにくく保存期間も一般電池の
倍の4年である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、専用充電器を使用して繰り返し使用を可能にしたものであ
り、乾電池の廃棄量を減らす面で環境負荷の低減効果は期待できますが、一方で
従来品のアルカリ電池を充電した場合の危険性も懸念され、安全性の確保を図る
必要があります。また専用乾電池の購入及び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についてはライフサイクルの観点から総合的に評価す
る必要があるため、より詳細な市場規模、普及率、特性などの調査を実施し継続
検討することになりました。

2



No. 01-T0098

商品類型名 石炭灰（フライアッシュ）を混合したプラスチック成形材料及びその成形品
提案概要 本商品類型は、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(PP)に増量材として石炭灰を20％(重量比)以上混合し、

ﾍﾟﾚｯﾄ化した成形材料とその成型品である。用途は、工事現場用敷板、床下配線
用床材、ﾊﾟﾚｯﾄなどの包装用資材、植木鉢などの日用雑貨である。提案理由は、
PP原料削減及び石炭灰再資源化による廃棄物量削減と、廃棄後の成型品はその
まま粉砕、ﾍﾟﾚｯﾄ化して再使用可能なことである。2003年4月に販売し、2005年にﾊﾟ
ﾚｯﾄ、日用雑貨の占有率20％を目指す。

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建築用製品」を認定基準
（案）として公開中であり、新たな商品類型としては採り上げないことになりました。
また新商品類型「再生材料を使用した土木用商品（仮称）」についても認定基準の
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。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
品の認定申込をご検討くださるようお願いいたします。

No. 01-T0099

商品類型名 人工樹木・造花
提案概要 本商品類型は、光触媒ﾁﾀﾝｱﾊﾟﾀｲﾄでｺｰﾃｨﾝｸﾞされ、置くだけで空気を浄化しｸﾘｰﾝ

にするｱｰﾄﾌﾗﾜｰ（人工樹木・造花）である。居室や事務所などでは、湿気・ｶﾋﾞ等に
より不快感を感じたり、お年寄りや障害を持つ方の病状を悪化しかねないことや、
新築住宅等でのﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞによるｼｯｸﾊｳｽ症候群が問題となっている。提案商品
は、悪臭のもとになる分子、細菌、ｶﾋﾞ、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞを分解し、除湿効果がある。ま
た、従来の造花のように汚れる心配がない。

提案者への回答 光照射下の酸化・還元作用による、汚染物質の分解・除去、脱臭、抗菌、防汚など
の諸機能については、効果や理論などを評価することが難しく、環境負荷の低減に
関する定量的な評価基準を設定することが困難です。また、ご提案の商品類型
は、環境というよりも、むしろ健康や衛生上の効果であると考えられます。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。

No. 01-T0100

商品類型名 水を溶剤とする多液性の発色剤
提案概要 本商品類型は、木材、竹、紙、皮、繊維、石材などに塗布し、その表面をﾐﾈﾗﾙ化合

物の色で発色させる効果を持つ多液性の発色剤である。第一液に含まれる各種金
属ｲｵﾝを表面のｾﾙﾛｰｽに含浸させ、ニ液、三液の定着効果で安定化させる。提案
理由は、水溶性であり、揮発性有機溶剤を含まず、環境汚染やｼｯｸﾊｳｽ障害を起
こさないこと、および塗布した製品の焼却時にﾀﾞｲｵｷｼﾝなどの有害ｶﾞｽを発生しな
いことである。市場は現在未開発であるが、占有率は高くなると考えている。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、発色剤という商品分類として現在日本標準商品分類（総務
省）に存在しないため、商品類型の設定が困難です。また市場規模に関する情報
が不備であり、ご提案の商品類型を採り上げることによる環境負荷の低減効果を
評価することが困難です。したがって、エコマーク商品類型には採り上げないことに
なりました。

No. 01-T0101

商品類型名 古紙配合率100％若しくは古紙にリサイクル天然繊維を配合した育苗園芸鉢
提案概要 本商品類型は、古紙を配合し成型した育苗園芸鉢である。従来品は、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

の物が多く、廃棄時の問題や、移植の際植え替える手間がかかる。提案商品は、
古紙利用の新規用途に貢献すること、土中で分解するため鉢ごと移植すれば労力
を省けること、不要となった鉢の廃棄処理が容易なことである。古紙配合率は
100％であるが、根の貫通を容易にするためﾘｻｲｸﾙ天然繊維を配合することがあ
る。市場規模は年間15億鉢である。

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-T0102

商品類型名 高炉副生成物黒鉛を利用した炭素複合体
提案概要 本商品類型は、高炉ｽﾗｸﾞ中に含まれる黒鉛類似材料を使用した鉛筆およびｼｬｰﾌﾟ

ﾍﾟﾝｼﾙ用芯、電池及び電気精錬用電極、ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｼなどである。提案理由は、天然
黒鉛資源の有効利用や、廃棄物の減量が図れ、資源産出国の環境保全と地球の
表土保全に貢献することである。また、炭素起源素材の循環的使用が図られた結
果、二酸化炭素の削減で地球温暖化に貢献する。文具である芯の市場規模は約
200億円である。

提案者への回答 ご提案の商品類型については、現状では原料の供給量が限定されており、エコ
マークを付与することで今後広く普及していく可能性は低いと考えられます。した
がってご提案の商品類型を採り上げることによる環境負荷低減のインパクトは弱い
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-T0103

商品類型名 ブロック
提案概要 本商品類型は、光触媒型酸化ﾁﾀﾝを表面に添加した舗装用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸである。

用途は、駐車場や歩道、公園などで使用される。提案理由は、自動車の排ｶﾞｽなど
から放出され、地球温暖化や酸性雨の原因となる大気中のNＯxなど有害物質の
浄化を行うことである。また、製造時に焼成しないため二酸化炭素の排出もなく、太
陽光をｴﾈﾙｷﾞｰとするため電力など不要であり、廃棄時もｺﾝｸﾘｰﾄの再生原料として
利用可能である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、大気中のＮＯｘの浄化を行う機能について、効果や理論など
を評価することが難しく、環境負荷の低減に関する定量的な評価基準を設定するこ
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。
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No. 01-T0080

商品類型名 （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
提案概要 本商品類型は、骨組みを従来の鋼材からｱﾙﾐ材に変えたﾕﾆｯﾄ型空調機器(二次側

端末機)で、ﾋﾞﾙ、工場等大型空間の空調(冷暖房、除塵、加湿等)を行う。提案理由
は、①製造段階のCO2を60%削減(溶接ﾚｽ、塗装ﾚｽ)、②ﾘｻｲｸﾙ性と耐食性が向上
(ｱﾙﾐ押出形成材)、③ﾊﾟﾈﾙ断熱材(ｳﾚﾀﾝ)は非塩素系かつﾉﾝﾌﾛﾝ、④廃棄物の減少
(約10回使える洗浄再生型ﾌｨﾙﾀｰ)、⑤省ｴﾈ(高効率ﾓｰﾀｰ)の実現である。市場規
模220億程度である。

提案者への回答 空調機については、台数の多いカーエアコン、パッケージエアコン（店舗、ビル、設
備用の一般空調）、そして特に家庭用のルームエアコンを中心とした環境対策を行
うことは有効であると考えられます。空調機における主要な環境対策である「省エ
ネルギー化」、「冷媒対策」については、既に業界においてそれぞれ目標年度を設
定し、自主的な取り組みを行っておりますが、エコマークを付与することによる環境
負荷の低減効果についてライフサイクルの観点から総合的に評価することは意義
があると思われます。なお空調機も含めた家電製品については、エコマークをつけ
てほしいという消費者の要望が大きいという各種アンケート調査の結果も出ている
ことから、ご提案の商品も含め今後も検討を継続することになりました。

No. 01-T0082

商品類型名 電動モーター式スクーター
提案概要 本商品類型は、電動式ﾓｰﾀｰを使用したｽｸｰﾀｰであり、有毒な排ｶﾞｽを排出せず、

振動、騒音もないため地球環境にやさしいことが特徴である。ﾓｰﾀｰは小型高出力
で安全な速度で走行でき、家庭用の100V電源で充電可能である。現在の市場規
模は微々たるものであるが、将来的には従来のｶﾞｿﾘﾝ式の車両に代替していくこと
を見込んでいる。

提案者への回答 ご提案の商品は、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こと
は時期尚早であると考えられます。したがってご提案の商品類型は、エコマークの
商品類型としては、今回は採り上げないと判断されました。

別添２．　　エコマーク商品類型化調査（２次調査）結果別添２．　　エコマーク商品類型化調査（２次調査）結果別添２．　　エコマーク商品類型化調査（２次調査）結果別添２．　　エコマーク商品類型化調査（２次調査）結果
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エコマーク商品類型認定基準

「ガラス製品（公開案）」
（財）日本環境協会

エコマーク事務局

1.　環境的背景
　　びん、建築物の窓、自動車などの窓、鏡や食器などの日用品、テレビなどの電気器具、照明器具

　および断熱材などに用いられているガラス繊維などのガラス製品は、身近な生活空間や産業活動に

　欠かせない素材である。この生産量はそれぞれ、板ガラス１２０万６千ｔ、びん１５９万ｔ、電気

　ガラス１００万ｔ、台所食卓品８万４千ｔ、ガラス基礎製品８万７千ｔおよび花びん・灰皿・その

　他ガラス製品６万８千ｔ（以上２０００年の各工業会統計参照）となっている。

　　びんについては、繰り返し使用するリターナブルびんが飲料用を中心に普及しているものの、飲

　料容器全体ではその使用割合が低水準に留まっている。他用途のびん、板ガラスなどのガラス製品

　については、繰り返し使用、リサイクルといった取り組みはほとんどなされていなかった。「容器包

　装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）」、「特定家庭用機器

　再商品化法（家電リサイクル法）」、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」、

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」などの循環型社会構築のため

　の法整備が進み、今後は分別回収された廃ガラスが大量に発生してくることも予測される。

　　そこで、従来リサイクルの進んでいなかった分野の廃ガラスをリサイクルした製品（板ガラス、

　ブラウン管、その他色カレットより製造されるガラスびんなど）の普及を促進することにより、い

　わゆる循環の輪の出口部分のパイプを太くすることが、循環型社会の円滑な発展のために重要であ

　る。併せて、本商品類型はライフサイクルの観点から総合的に環境負荷低減の検討を行い、化学物

　質の拡散防止、省エネルギーによる地球温暖化防止などの環境負荷低減を図るものである。

2.　対　象
（１） ガラス製のびん

　ソーダ石灰ガラス製のびん

（２）ガラス繊維

　「浮床用グラスウール緩衝剤」ＪＩＳ Ａ ６３２２、「ガラス糸」ＪＩＳ Ｒ�３４１３、「ガラスロ

　ービング」ＪＩＳ Ｒ ３４１２、「ガラスチョップストランドマット」ＪＩＳ Ｒ ３４１１、「ガラ

　スクロス」ＪＩＳ Ｒ ３４１４、「処理ガラスクロス」ＪＩＳ Ｒ ３４１６、「ガラスロービングク

　ロス」ＪＩＳ Ｒ ３４１７、「チョップストランド」ＪＩＳ Ｒ ３４１９または「処理ガラステープ」

　ＪＩＳ Ｒ ３４２２に該当する製品。

（３）土木資材

　「中空ガラスブロック」ＪＩＳ　Ａ　５２１２、「路面表示塗装用ガラスビーズ」ＪＩＳ　Ｒ

　３３０１、ステンドグラス、園芸資材、エクステリアなどのガラス製土木資材。

（４）ガラス製の日用品

　「耐熱ガラス製食器」ＪＩＳ Ｓ ２０３０、「ガラスコップ」ＪＩＳ Ｓ ２０４３、「まほうびん」

　ＪＩＳ　Ｓ　２００６などのガラス製日用品または「陶磁器耐熱食器」ＪＩＳ　Ｓ　２４００など

　の陶磁器製日用品。

別添３．
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（５）電気ガラス

「蛍光ランプ用ガラス管」ＪＩＳ Ｃ ７７０８、「電球類ガラス管球の形式の表し方」ＪＩＳ Ｃ

　７７１０または「ブラウン管」に該当する製品。

（６）理化学ガラス・医療用ガラス

「ガラス管」ＪＩＳ　Ｒ　３６４４、「ガラス棒」ＪＩＳ　Ｒ　３６４５、「顕微鏡用カバーガラス」

 ＪＩＳ　Ｒ　３７０２、「顕微鏡用スライドガラス」ＪＩＳ　Ｒ　３７０３、「化学分析用ガラス器
 具の試験方法」ＪＩＳ　Ｒ　３５０２、「化学分析用ガラス器具」ＪＩＳ　Ｒ　３５０３、「アンプ
 ル管」ＪＩＳ　Ｒ　３５１１、「アンプル」ＪＩＳ　Ｒ　３５１２、「注射用バイアル」ＪＩＳ　Ｒ
 ３５２１、「ガラス製薬品びん」ＪＩＳ　Ｒ　３５２２、「注射剤用管びん」ＪＩＳ　Ｒ　３５２３
 または「ガラス注射筒」ＪＩＳ　Ｔ　３２０１に該当する理化学ガラス・医療用ガラス。
（７）板ガラス

　「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」日本工業規格ＪＩＳ Ｒ ３２０２、「型板ガラス」ＪＩＳ Ｒ

　３２０３、「網入り板ガラス及び線入り板ガラス」ＪＩＳ Ｒ ３２０４、「合わせガラス」ＪＩＳ Ｒ

　３２０５、「強化ガラス」ＪＩＳ Ｒ ３２０６、「熱線吸収板ガラス」ＪＩＳ Ｒ ３２０８、「熱線反

　射ガラス」ＪＩＳ Ｒ ３２２１、「複層ガラス」ＪＩＳ Ｒ ３２０９または「鏡材」ＪＩＳ　Ｒ

　３２２０に該当する製品。

（８）自動車用安全ガラスおよび鉄道車両用安全ガラス

「自動車用安全ガラス」ＪＩＳ Ｒ ３２１１または「鉄道車輌用安全ガラス」ＪＩＳ Ｒ ３２１３

　に該当する製品。

3.　用語の定義
　　リサイクル：マテリアルリサイクルをいう。

　　ポストコンシューマ材料：製品として使用された後に、廃棄されたガラス材料またはガ

　　　　　　　ラス製品。

　　プレコンシューマ材料：製品を製造する工程の廃棄ルートから発生するガラス材料また

　　　　　　　はガラス不良品。ただし、同一の工程（工場）内でリサイクルされるものは

　　　　　　　除く。

再生材料：ポストコンシューマ材料またはプレコンシューマ材料またはそれらの混合物

　　　　　　　で以下に定義されるもの。

　　カレット：廃ガラスをガラス原料に再生処理（分別、異物除去など）したもの。

　　その他色カレット：無色と茶の単色を除くあきびんによるカレット。

　　ガラスカレット利用率：製品として使用するすべてのガラス材料中のガラスカレット投入量の割

　　　　　　　　合。すなわち、

　　　　　　　　　　　　　　ガラスカレット利用率＝再生材料／（一製品当たりの）全ガラス材料

　　　　　　　　とし、すべての材料は重量で表すものとする。

　　ガラス再生軽量骨材：廃ガラスを加工処理したコンクリートなどの質量低減および断熱性の向上

　　　　　　　　を目的として使用する骨材で、その絶乾密度は粗骨材で 2.0g/cm3未満、細骨材では

　　　　　　　　2.3 g/cm3未満のものをさす。
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４．認定の基準

4-1.� 環境に関する基準
１）ガラス製のびん

(1)ガラスびんは、その他色ガラスカレット利用率が９０％以上（重量割合）であること。

(2)ガラスびんは、安全性（総水銀、クロム、ヒ素、セレンの溶出）について検証され､説

　 明されていること。当該物質の溶出については、土壌汚染に係る環境基準［平成３年８

　 月２３日、環境省告示第４６号］を満たすこと。

(3)ガラスびんに使用される着色剤などは、カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素、セレン

　 およびその化合物を処方構成成分として添加していないこと。

(4)食品衛生法に基づくカドミウム、鉛の溶出試験に適合すること｡

(5)製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについ

　 て、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。

(6)ガラスびんの組成は、ソーダ石灰ガラスであること。

２）ガラス繊維

(1)製品は、ガラスカレット利用率が８０％以上（重量割合）であること。

(2)素材となるガラスカレットは、安全性（カドミウム、鉛、総水銀、クロム、ヒ素、セ

　 レンの溶出）について検証され､説明されていること。当該物質の溶出については、土

　 壌汚染に係る環境基準［平成３年８月２３日、環境省告示第４６号］を満たすこと。

(3)製品に使用される着色剤などは、カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素、セレンおよび

　 その化合物を処方構成成分として添加していないこと。

(4)製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについ

　 て、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。

３）ガラス製の日用品

(1)ガラス製日用品は、ガラス材料を製品全体の５０％以上（重量割合）使用していること。

　 ガラスカレット利用率が７０％以上（重量割合）であること。

　 陶磁器製日用品は、ガラス材料を製品全体の１５％以上（重量割合）使用していること。ガラ

　 スカレット利用率が７０％以上（重量割合）であること。

(2)素材となるガラスカレットは、安全性（カドミウム、鉛、総水銀、クロム、ヒ素、セレ

　 ンの溶出）について検証され､説明されていること。当該物質の溶出については、土壌

　 汚染に係る環境基準［平成３年８月２３日、環境省告示第４６号］を満たすこと。ただ

　 し、食品衛生法に定める飲食器、割ぽう具その他食品または添加物用で食品または添加

　 物に直接接触する器具は、カドミウムおよび鉛の試験について本項目を適用しない。

(3)製品に使用される着色剤などは、カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素およびその化合

　 物を処方構成成分として添加していないこと。

(4)食品衛生法に定める飲食器、割ぽう具その他食品または添加物用で食品または添加物に

　 直接接触する器具は、カドミウムおよび鉛の溶出試験に適合すること｡

(5)製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについ

　 て、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。
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(6)製品の包装はリサイクルしやすいもの、焼却処理時に環境負荷の小さいものであること。

(7)使用後、更にリサイクルできること。異種材料で構成される部品の分離が容易であ

　 ること。

４）土木資材

(1)製品は、ガラス材料を製品全体の５０％以上（重量割合）使用していること。

　　　　ただし、ガラス再生軽量骨材を用いた製品は、以下の計算式によって得られる値が

　　　　０．５以上であること。

　　　　　　　　　1.7/　                  ×　　　　　　　 ＋

� 　　　　　　　有効数字：小数点以下２桁（３桁目を四捨五入）

� 　(2)ガラスカレット利用率が１００％（重量割合）であること。

(3)素材となるガラスカレットは、安全性（カドミウム、鉛、総水銀、クロム、ヒ素、セ

　 レンの溶出）について検証され､説明されていること。当該物質の溶出については、土

　 壌汚染に係る環境基準［平成３年８月２３日、環境省告示第４６号］を満たすこと。

(4)製品に使用される着色剤などは、カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素、セレンおよび

　 その化合物を処方構成成分として添加していないこと。

(5)製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについ

　 て、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。

(6)製品の包装はリサイクルしやすいもの、焼却処理時に環境負荷の小さいものであること。

(7)使用後、更にリサイクルできること。異種材料で構成される部品の分離が容易であること。

     (8)ガラス・コンクリート混和の無焼成品はＪＩＳ　Ａ　５３０８(モルタルバー法)による無害

　化試験により、アルカリ骨材反応の確認を実施していること。ガラスを混和後に焼成、コー

　ティングなど無害化処理を施し、無焼成品に利用する製品は、無害化試験不要とする。

 　　(9)ガラスカレットは、エッジレス処理（溶融化、角とり）をすること。

５）電気ガラス

(1)製品は、ガラスカレット利用率が２０％以上（重量割合）であること。

(2)素材となるガラスカレットは、安全性（カドミウム、鉛、総水銀、クロム、ヒ素、セ

　 レンの溶出）について検証され､説明されていること。当該物質の溶出については、土

　 壌汚染に係る環境基準［平成３年８月２３日、環境省告示第４６号］を満たすこと。

(3)製品に使用される着色剤などは、カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素、セレンおよび

　 その化合物を処方構成成分として添加していないこと。ただし、蛍光ランプ用ガラス管

　 は、水銀について本項目を適用しない。ブラウン管は、鉛について本項目を適用しない。

　　 (4)製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについ

　 て、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。

(5)廃棄時に分別廃棄または引取のシステムが整備されていること。

(ガラス再生軽量骨材の
 単位容積質量)

(ガラス再生軽量
 骨材の重量)

(ガラス再生軽量骨材を除
 くガラスカレットの重量)

（製品重量）
計算式：
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６）理化学ガラス・医療用ガラス

(1)製品は、ガラスカレット利用率が２０％以上（重量割合）であること。

(2)素材となるガラスカレットは、安全性（カドミウム、鉛、総水銀、クロム、ヒ素、セ

　 レンの溶出）について検証され､説明されていること。当該物質の溶出については、土

　 壌汚染に係る環境基準［平成３年８月２３日、環境省告示第４６号］を満たすこと。

(3)製品に使用される着色剤などは、カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素、セレンおよび

　 その化合物を処方構成成分として添加していないこと。

(4)製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについ

　 て、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。

(5)製品の包装はリサイクルしやすいもの、焼却処理時に環境負荷の小さいものであること。

７）．板ガラス

(1)製品は、ガラスカレット利用率が１０％以上（重量割合）であること。

(2)素材となるガラスカレットは、安全性（カドミウム、鉛、総水銀、クロム、ヒ素、セレ

　 ンの溶出）について検証され､説明されていること。当該物質の溶出については、土壌

　 汚染に係る環境基準［平成３年８月２３日、環境省告示第４６号］を満たすこと。

(3)製品に使用される着色剤などは、カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素、セレンおよび

　 その化合物を処方構成成分として添加していないこと。

(4)製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについ

　 て、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。

(5)リサイクル時の板ガラス原料として別表１ガラスカレット受入基準を満たすよう、異種材料

　 で構成される部品の分離が容易であること。

(6)複層ガラスは、熱貫流抵抗１／Ｕ ０．２５Ｋ・㎡／Ｗ以上であること。

８）自動車用安全ガラスおよび鉄道車両用安全ガラス

(1)製品は、ガラスカレット利用率が１０％以上（重量割合）であること。

(2)素材となるガラスカレットは、安全性（カドミウム、鉛、総水銀、クロム、ヒ素、セレ

　 ンの溶出）について検証され､説明されていること。当該物質の溶出については、土壌

　 汚染に係る環境基準［平成３年８月２３日、環境省告示第４６号］を満たすこと。

(3)製品に使用される着色剤などは、カドミウム、水銀、クロム、ヒ素、セレンおよびその

　 化合物を処方構成成分として添加していないこと。

(4)製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについ

　 て、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守していること。

(5)リサイクル時のガラス原料として別表２ガラスカレット受入基準を満たすものであること。

4-2.　品質に関する基準
（1）製品の品質については、食品衛生法などの法規および 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。また製造段階における品質管理が十分なされていること。
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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資料を、申込書に添付すること。
（2）認定基準 4-1.(1) （土木資材は 4-1.(1)および(2)）については、ガラスカレット利用率をエコマ

ーク商品認定・使用申込書に明記すること。ガラス製日用品、陶磁器製日用品および土木資材は、

製品全体におけるガラス材料の重量割合をエコマーク商品認定・使用申込書に明記すること。セ

メントおよびせっこうを用いる製品は、製品全体の重量に混練水を含むものとする。

（3）認定基準 4-1.(2) （土木資材は 4-1.(3)）については、ガラスカレットの仕入方法およびガラスカ
レットの受入時確認基準（カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素およびセレン；対象製品により

不要物質あり）を提出すること。

（4）認定基準 4-1.(3) （土木資材は 4-1.(4)）については、着色剤などの製造事業者の発行する成分表
もしくは製品安全データシート(MSDS)を提出すること。

（5）認定基準「ガラス製のびん」および「ガラス製の日用品」4-1.(4)については、食品衛生法に基づ
く試験結果を提出すること。

（6）認定基準 4-1.(4)については（ガラス製のびんガラス製の日用品および土木資材は 4-1.(5)）、ガラ
ス製造工場が立地している地域の環境法規などを申込時より過去 5 年間遵守し、違反などのな
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。

（7）認定基準「理化学ガラス・医療用ガラス」（ガラス製の日用品および土木資材は 4-1.(6)）4-1.(5)
については、エコマーク商品認定・使用申込書に包装材料を具体的に説明記述すること。

（8）認定基準「電気ガラス」4-1.(5)については、廃棄時の分別廃棄または引取のシステム（分別廃

棄または引取システム、処理能力、処理内容など）の説明書を提出すること。

（9）認定基準「板ガラス」および「自動車用安全ガラスおよび鉄道車両用安全ガラス」4-1.(5)につ

いては、エコマーク商品認定・使用申込書に具体的に説明記述すること。

（10）認定基準「ガラス製のびん」4-1.(6)については、エコマーク商品認定・使用申込書にガラスび

んの組成がソーダ石灰ガラスであるか否かを具体的に説明記述すること。

（11）認定基準「板ガラス」4-1.(6)については、エコマーク商品認定・使用申込書に熱貫流抵抗値
を具体的に説明記述すること。

（12）認定基準「土木資材」4-1.(7)(ガラス製の日用品は 4-1.(7))については、エコマーク商品認定・

使用申込書に異種材料で構成される部品名と分離方法を具体的に説明記述すること。

（13）認定基準「土木資材」4-1.(8)については、ガラス・コンクリート混和の無焼成品はＪＩＳ　Ａ
　　　５３０８(モルタルバー法)による無害化試験の結果を提出すること。ガラスを混和後に焼成、

　　　コーティングなど無害化処理を施し、無焼成品に利用する製品は、エコマーク商品認定・使用

　　　申込書にその旨説明記述すること。ガラス・コンクリート混和を行っていない製品は、エコマ

　　　ーク商品認定申込書にその旨説明記述すること。

（14）認定基準「土木資材」4-1.(9)については、エコマーク商品認定・使用申込書にガラスカレット

のエッジ処理方法を具体的に説明記述すること。

（15）認定基準 4-2.(1)については、該当する品質規格に適合していることの証明書を提出すること。
　　 または、製造段階における品質管理が十分なされていること、違反などのないことについて、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。
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6.　その他
(1) 商品の申込は、ガラス製のびんについては、ボトラー（びんの内容物事業者）が行うこと。

ただし、共通びんについては、複数ボトラーで構成する組合などで１申込とすることも可能とする。

(2) 商品区分は２．対象に示す用途およびブランド名毎とする。製品の大小および色調による区分は行

　 わない。ガラスカレット利用率が異なる場合も同一申込として扱うことができるものとする。

(3) エコマーク表示の付近に認定番号を必ず併記すること。ガラス製のびんについては「このびんは再

　 生ガラスを使用し、エコマーク認定を受けています。エコマークと内容物は無関係です。」などの

　 表現を必ず併記すること。内容物とエコマークは無関係であることが、利用者にわかるようにする

　 こと。本表現は、申込時に、エコマーク商品認定・使用申込書へ明記すること。

 (4)マーク下段の表示は、下記に示す環境情報表示とする。この場合、左揃えの１段表示を矩形枠で
　　囲んだものとし、一段目に「ガラスのリサイクル○○％」とする。

○ ○％は、製品全体の重量におけるガラスカレットの重量割合を挿入するものとする。

別表１　板ガラス原料としてのガラスカレット受入基準（板ガラス協会案）

１． 窓ガラス以外の不純物

（１） シーラント、合わせ中間膜、フィルム、紙、ステッカー、ゴム、のり、木片等の有機物、有機化合物

大きさ　　　　　�許容量

　１０��以上　　　　無いこと

　１０��未満� � �　　�２０���以下　　（２０�／トン以下）

※ 但し金属が蒸着、ラミネートされているものを除く

（２） 石、砂、セラミックス、セメント等

大きさ� � � � � � � � � �　許容量

�����以上� � � � �　　無いこと

�����未満　　　　１０���以下　　（１０�／トン以下）

（３） 鉄くず（ステンレス等、ニッケルを含む特殊鋼を除く）

大きさ� � � � � � � � � �　許容量

１��以上� �　� � �　�無いこと

１��未満　　　　�１０���以下　　（１０�／トン以下）

（４） アルミニウム系金属、非鉄金属、ニッケル化合物

　　　　　　　　　大きさ　　　　　　許容量

　　　　　　　　　�全て� � � � � � � � � � �無いこと

２． 水分　�　２．５％以下

３． 大きさ　�２���以上　　　　１００���以下

ガラスのリサイクルガラスのリサイクルガラスのリサイクルガラスのリサイクル    　○○％　○○％　○○％　○○％
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４． 混入させてはいけないガラス

（	）透明ガラス、熱線吸収ガラス、網入りガラス、型板ガラスは相互に混じり合ってはならない。

（
）建築用板ガラスでも硼珪酸ガラス、透明結晶化ガラスのようにソーダライムガラス（通常の建築用板ガラス）

と大きく組成の異なるガラス

（�）合わせガラス、プリント付着ガラス

（�）建築用ガラス以外のガラス（びん、ミラー、デイスプレー、内装用ガラス、耐熱ガラス、食器等）

別表２　廃自動車回収ガラス受入基準（板ガラス協会案）

１，受入基準

　　（１）自動車ガラス以外の不純物の許容量

不純物の種

類

　大きさ 許容量 備考

①　合わせｶﾞﾗｽの中間膜、ﾌｨﾙﾑ、紙、ｽﾃｯｶｰ、ｺﾞﾑ 10mm以上 無いこと

　　ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ、糊、木片等の有機物、有機化合物 10mm未満 20ppm以下 20g/ﾄﾝ以下

　　（但し、金属が蒸着、ﾗﾐﾅｰﾄされているものを除く）

②　石、砂、ｾﾗﾐｯｸｽ、ｾﾒﾝﾄ等 0.5mm以上 無いこと

0.5mm未満 10ppm以下 10g/ﾄﾝ以下

③　鉄くず 1mm以上 無いこと

　　（ｽﾃﾝﾚｽ等、ﾆｯｹﾙを含む特殊鋼を除く） 1mm未満 10ppm以下 10g/ﾄﾝ以下

④　ｱﾙﾐﾆｳﾑ、非鉄金属、ﾆｯｹﾙ化合物 全て 無きこと

　　（２）水分　　　２．５％以下

　　（３）大きさ　　２ｍｍφ以上　　１００ｍｍφ以下

　　（４）混入させてはいけないガラス

回収の対象となるのは、ＴＶ７０％以上の強化ガラス、ＵＶ強化ガラス、合わせガラス、の透明部が、

各々区分された状態であることであり、そこに以下の混入のないことが必要である。

　　　・ＴＶ７０％未満の強化ガラス。

　　　・自動車用ガラス以外のガラス（ビン、ヘッドランプ、等）

　　　・黒セラ、リヤデフォッガー等、プリント付着ガラス

２００２年　月　日　制定予定

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。
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　　　　 解　説　　　「ガラス製品」商品認定基準「ガラス製品」商品認定基準「ガラス製品」商品認定基準「ガラス製品」商品認定基準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００２年６月１日制定予定
１．環境的背景の補足１．環境的背景の補足１．環境的背景の補足１．環境的背景の補足
ガラスに関するマテリアル動向は以下の図「ガラス循環フロー」のようになると考えら

れる。ガラスびん原料としてガラスカレットを利用する場合、無色、茶の単色カレットは、
その他色カレットより扱いやすい。
また、ガラス製品における環境への配慮事項としてガラスびんを例に挙げると、最優先

されるべき取り組みはリターナブル化であり、「ＬＣＡ手法による容器間比較報告書＜改
訂版＞2001 年 8 月（容器間比較研究会；代表　安井至）」のＬＣＩＡ結果からもガラスび
んはリターナブル回数が増えるほど環境負荷が小さくなるとされている。エコマーク事業
においては、既にエコマーク商品類型 No.121「リターナブル容器・包装資材」として商品
類型を設定しており、本商品類型は、これに続く取り組みとしてガラスカレットのリサイ
クルを基準項目に採り上げた。このうち、無色ガラスカレットおよび茶色ガラスカレット
については既に高いガラスカレット利用率となっており、その他色ガラスカレットの利用
率向上が課題となっている。そこで、本商品類型はその他色ガラスカレットのリサイクル
促進を図ることとした。
ガラスびん以外のガラス製品については、ガラスカレット利用製品として建材、エクス

テリアなどがあり、廃ガラスびんを主に利用していた。今後は循環型社会構築のための法
整備が進み、「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」、「資源の有効な利用の促
進に関する法律（資源有効利用促進法）」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
（建設リサイクル法）」などの施行に伴い、分別回収された廃ガラスが大量に発生してくる
ことも予測され、ガラス製品全体について幅広く認定基準を策定するよう努めた。

図　ガラス循環フロー

２．対象について２．対象について２．対象について２．対象について
全体について、日本工業規格などの規格品を主たる対象に想定している。いわゆる工芸

 

　今後大量発生が予想される廃ガラス　　　　　

板ガラス
蛍光管
ＬＣＤ
自動車用ガラス
ブラウン管
　　　　　　　　　　　　　など

環境対応
１．リターナブル（エコマーク対応済）
２．無色・茶色
３．無色・茶色再生ガラス
４．その他色再生ガラス

びん以外 　びん

びん生産 使用 廃棄

回収
ブロック

スツール吸音材

現在

今後

生産　　　　輸入
182万ｔ　＋　24万ｔ

2、3、4について

91万ｔ

116万ｔ(無色　45万ｔ
　　　　茶色　50万ｔ
　　　　その他色21万ｔ)

ワンウェイびん173万ｔ

28万ｔ

 建材・エクステリアなど

びん使用量275万ｔ
びん保有量 85万ｔ

環境対応
��同製品にリサイクル
��他製品にリサイクル

 食　器

など

新びん

����年統計　参照

��万ｔ

��万ｔ
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品は、性能確認が難しいことなどから規格に当てはまるものに限定して対象とする。
ガラス繊維については、製品本体がガラスのみからなる製品を想定し認定基準を策定し

た。また、「住宅用人造鉱物繊維断熱材」ＪＩＳ Ａ ９５２１、「人造鉱物繊維保温剤」Ｊ
ＩＳ Ａ  ９５０４、「吹込み用繊維質断熱材」ＪＩＳ Ａ ９５２３、「吸音材料」ＪＩＳ Ａ
６３０１、については、エコマーク商品類型試案「再生材料を使用した建築用製品」（案）
で扱うため、本商品類型の対象外とした。
「液晶パネル」については、ガラスからガラスへのリサイクルが現時点の技術では困
難であるため、本商品類型の対象外とした。
　「ハードディスクドライブのディスク」および「光ファイバー」については、ガラ
スカレット利用の難しい製品であると思われるが、エコマーク商品認定・使用申込の
あった場合、ガラス製の日用品に含めて扱うこととした。
「タイル・ブロック」については、エコマーク商品類型 No.109「再生材料を使用したタ

イル・ブロック」で扱うため、本商品類型の対象外とした。ただし、「中空ガラスブロック」
ＪＩＳ　Ａ　５２１２は、「再生材料を使用したタイル・ブロック」の対象外であり、ガラ
ス単体からなる製品であるため、本商品類型の対象とした。

３．用語の定義について３．用語の定義について３．用語の定義について３．用語の定義について
　「リサイクル」は、他の商品類型と同様に ISO１４０２１をもとに作成したが、ガラス
の場合、エネルギー回収や油化はあり得ないために不要部分を削除した。
　「カレット」は、ガラスの研磨くずも一定条件を満たせばカレットとして含める。
　「ガラス再生軽量骨材」については、「高性能軽量コンクリート研究委員会報告書（社団
法人日本コンクリート工学協会）」定義に準拠した。

４．認定の基準について４．認定の基準について４．認定の基準について４．認定の基準について
４－１　環境に関する基準の策定の経緯４－１　環境に関する基準の策定の経緯４－１　環境に関する基準の策定の経緯４－１　環境に関する基準の策定の経緯
　　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」を用い、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、それらの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「ガラス製品」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○印および◎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、Ａ－８、Ｂ－５、Ｂ－６、Ｂ－８、
Ｂ－９、Ｃ－１、Ｃ－７、Ｄ－２、Ｅ－７、Ｆ－１、Ｆ－８およびＦ－９（表中◎印）
である。

　なお、表中　　　印の欄は検討対象に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。
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　表　「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」

Ａ．
資源
採取

Ｂ．
製造

Ｃ．
流通

Ｄ．
使用
消費

Ｅ．
廃棄

Ｆ．
ﾘｻｲｸﾙ

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　資源採取段階Ａ　資源採取段階Ａ　資源採取段階
　　◇Ａ－１　　　◇Ａ－１　　　◇Ａ－１　　　◇Ａ－１　（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1) 製品は、ガラスカレット利用率が○○％以上（重量割合）であること。
(2) ガラス再生軽量骨材を用いた製品は、製品全体におけるガラス材料の重量割合を
計算式によって得られる値以上としてよい。

　　　ガラス産業においては、従来より、自社発生くずの有効利用を進めてきた。本商品
　　類型は、この自社発生くずの有効利用に加え、環境的背景でも述べてきたようにガラ
　　スカレットをリサイクルすることが環境保全上有効であると判断し、基準を策定する
　　項目として選定した。
　　　ガラスは全部同じというものではなく、ガラスの種類によってリサイクルできる物
　　できない物がある。ソーダ石灰ガラス（板ガラス、びん、食器など）、ほうけい酸ガラ
　　ス（理化学ガラス、耐熱ガラス、照明器具など）、この他に鉛ガラスがあり、これらを
　　混ぜてリサイクルすることはできない。
　　　自動車用安全ガラスは、合わせガラスとなっており、中間層としてフィルムが貼り
　　つけられている。これがリサイクルを困難にしており、現在自動車メーカ各社は自動
　　車のリサイクル率を向上させるためにこの自動車用安全ガラスのリサイクル設計につ
　　いても研究を進めている。このような背景から関係団体試算を元にガラスカレット利
　　用率７％という数値が提案されたが、低すぎるという意見から再検討した結果、ガラ
　　ス溶融窯のガラスカレット利用設計値５０％から工場内カレット利用率４０％を引い
　　たガラスカレット利用率１０％を設定した。板ガラスもこれに準じて設定した。板ガ
　　ラスは、生産量が多く工場内で発生するカレットの有効利用は進んでいるものの、ガ
　　ラスカレットリサイクルは回収システムの未整備により現状取り組まれていないため、
　　今後の取り組み状況に応じて１０％という数値を見直してゆく必要がある。
　　　日用品のうち、食器は泡、色に対する品質要求が特に厳しく、食器メーカでポスト
　　コンシューマ材料を利用しているところはない。板ガラス工場のプレコンシューマ材
　　料くずなどは利用可能であるが、色の点で板ガラスより品質要求が厳しいために実際
　　の利用は難しい。しかし、琉球ガラスは空き瓶のリサイクルから始まった製品であり
　　食器におけるガラスカレット利用は可能であると判断した。陶磁器製食器については、
　　関係団体による試験結果を参考にガラスカレット利用率７０％を設定した。なお、陶
　　磁器であるためガラス以外の原材料が利用されており、対象外とする意見も挙げられ
　　ていたが、ガラスカレット利用促進に有効であることから本商品類型の対象とした。
　　　ガラス繊維は、ガラスカレット（板ガラス工場のプレコンシューマ材料くずなど）

商品のライフステージ

環境負荷項目
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　　を多いところで８３～８５％、公式的には８０％利用し、リサイクルしている。この
　　他に５％程度の自社発生くずを利用している。

電気ガラス（蛍光ランプ用ガラス管）は、ランプとして水銀をガラス内部に拡散浸
　　透しているため、リサイクルの際、溶融炉に悪影響を及ぼす。また直管の半数はラビ
　　ットスタート対策としてスズ膜が塗布されており、リサイクル時の影響が懸念される。
　　使用済み蛍光灯の 95%は埋立て前に水銀を除去し、埋立て処理している。拡散浸透し
　　ているスズ、水銀の除去がリサイクルのカギである。ガラス工場内での自社発生くず
　　利用は特に問題ない。電球類ガラス管球は、バルブのみならば何らリサイクルは問題
　　ないが、家庭用ガラス管球は生産量が少ないため埋立てが主体となっている。理化学
　　ガラスは特にリサイクルに問題ないが、実際の回収量は数%程度に留まっている。こ
　　れらの電気ガラス、理化学ガラスは、ガラスカレット利用率 20%程度までは可能と考
　　えられる。
　　　ガラスびんは、ガラスカレット利用率７０％以上を既に達成しているものの、その
　　他色カレットの利用が遅れており、本商品類型は、この循環のパイプを広げるものと
　　した。その他色ガラスカレットを利用したガラスびんは既に商品化されているため、
　　その他色ガラスカレット利用率を９０％とした。
　　　日用品および土木資材は、ガラスカレットを焼成発泡させるなどした軽量骨材の使
　　用がある。エコマーク商品類型 No.64「廃ガラス（カレット）を再生利用した製品」
　　では容積比換算の利用率を設定していたが、本商品類型は ISO１４０２１の規定に基
　　づき重量比換算に切り替えたたため、軽くすれば軽くするほどよいとされる軽量骨材
　　の特徴が活かされない。そこで、製品分野としても確立されている軽量骨材の単位容
　　積質量によりガラスカレット利用率を考慮するものとした。

　　◇Ａ－８　◇Ａ－８　◇Ａ－８　◇Ａ－８　（有害物質等の使用（有害物質等の使用（有害物質等の使用（有害物質等の使用・排出）・排出）・排出）・排出）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1) 素材となるガラスカレットは、安全性（カドミウム、鉛、総水銀、クロム、ヒ
　 素、セレンの溶出）について検証され､説明されていること。当該物質の溶出
　 については、土壌汚染に係る環境基準［平成３年８月２３日、環境省告示第
　 ４６号］を満たすこと。

　　　ガラスは着色剤や添加剤（清澄剤、消色剤など）に重金属が用いられている。従っ
て、再生原料となるガラスカレットにはこれらの化学物質が含まれてしまっている。
ガラスの性質として金属をガラス中に化学的に安定な状態で保つことが知られており、
溶出するが問題はないレベルであることの確認を要件として、化学物質を管理し再生
材料に含まれる化学物質の拡散防止に努めるものとした。ガラス製品全般において、
環境基準として規制されている物質についてはその規制値を満たすことで、本項目は
基準を策定する項目として選定された。

　Ｂ　製造段階Ｂ　製造段階Ｂ　製造段階Ｂ　製造段階
　　◇Ｂ－２　◇Ｂ－２　◇Ｂ－２　◇Ｂ－２　（地球温暖化影響物質の排出）（地球温暖化影響物質の排出）（地球温暖化影響物質の排出）（地球温暖化影響物質の排出）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1) 再生材料を使用しないものと比べて、製造時および焼成時に消費するエネルギ
　 ーおよび化石燃料の使用が増加しないこと。

　　　本項目については、ガラスびんにおいて再生材料を使用した商品は、再生材料を使
用しない商品と比べてガラスカレット利用率を１０％高めると燃料を約２．５％節約
することができ、省エネルギーになることが明らかとなっている。ガラスカレット利
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用率は各対象製品において認定基準として策定されているため、本項目は認定基準と
して選定されなかった。

　　◇Ｂ－５　　　◇Ｂ－５　　　◇Ｂ－５　　　◇Ｂ－５　（大気汚染物質の排出）（大気汚染物質の排出）（大気汚染物質の排出）（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)製造時に有害物質の発生・排出のないこと

　　　本項目については、製造工程からの有害物質の発生・排出は、極力抑える必要があ
ると判断された。そこで、製造工場が立地する地域の協定、条例、法律などに対して
違反などがなく適正に管理されていることが基準として策定された。

　　　なお、本項目は、大気汚染物質だけでなく、水質汚濁物質や振動・騒音・悪臭、そ
の他の有害物質の排出についても、同じ考え方から該当する地域の協定、条例、法律
などの基準に従うこととして適用される。

　　　
　　◇Ｂ－６　　　◇Ｂ－６　　　◇Ｂ－６　　　◇Ｂ－６　（水質汚濁物質の排出）（水質汚濁物質の排出）（水質汚濁物質の排出）（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)製造時に有害物質の発生・排出のないこと

　　　（１）については、Ｂ－５項において一括して検討されたため、省略する。

　　◇Ｂ－８　　　◇Ｂ－８　　　◇Ｂ－８　　　◇Ｂ－８　（有害物質等の使用（有害物質等の使用（有害物質等の使用（有害物質等の使用・排出）・排出）・排出）・排出）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1) 製品に使用される着色剤などは、カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素、セレ
ンおよびその化合物を処方構成成分として添加していないこと。

(2) 熱線反射ガラスは、ニッケル、コバルト、セレンなどの金属の含有を考慮して
いること。

　　　（１）については、重金属などを含む着色剤および添加剤が使用されることを想定
し、着色剤などに使用されている原料中の有害物質に対して配慮するべきとの意見が
挙げられた。ガラスは、その素材の性質として金属をガラス中に化学的に安定な状態
で保つことが知られている。溶出についても、関係業界の調査の結果、鉛、カドミウ
ム、クロム、ヒ素については溶出は見られなかった（検出限界１０ｐｐｂ以下）が、
ガラスからの溶出物については食品衛生法でカドミウムおよび鉛を規制しており、食
器およびガラスびんはこの規制値を満たすことを認定基準とした。また、ガラス製品
全般において、環境基準として規制されている物質についてはその使用を回避するこ
とで、ガラスカレットになった際の化学物質拡散防止や、廃棄処理された際の影響に
配慮するものとし、本項目は基準を策定する項目として選定された。

　　　食器については、微量のセレンを消色剤として使用している。これは、補色の原理
　　を応用して使用しているものであり、良質のけい砂は色が付いていないので消色剤を
　　使わない。また、セレンを用いない場合はコバルトなどが代替剤として用いられる。
　　　これらは、ガラスからの溶出があり得るが、試験方法なども標準化されておらず、
　　食器のセレンは、現時点では基準を策定する項目として選定されなかった。
　　　自動車用安全ガラスは、黒セラと呼ばれる部分に鉛が用いられている。今後の状況
　　に応じて見直すこととし、鉛の使用を認めることとした。
　　　（２）については、（１）で述べたように、重金属が使用されている。これらの塗布

剤は現時点で代替品が見あたらないことから、基準を策定するには至らなかった。
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　　◇Ｂ－９　　　◇Ｂ－９　　　◇Ｂ－９　　　◇Ｂ－９　（その他の環境負荷）（その他の環境負荷）（その他の環境負荷）（その他の環境負荷）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

　　(1)製造時に騒音・振動の問題のないこと

　　　本項目については、近隣苦情に適切に対応し、関連する環境法規および公害防止協
定などを遵守することで、環境への負荷が低減されると判断された。従って本項目は
基準を策定する項目として選定された。

Ｃ　流通段階Ｃ　流通段階Ｃ　流通段階Ｃ　流通段階
　　◇Ｃ－１　◇Ｃ－１　◇Ｃ－１　◇Ｃ－１　（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1) 製品の軽量化
(2) 清酒のＰ箱など、リターナブル流通資材を使用していること

　　(3)製品の包装はリサイクルしやすいもの、焼却処理時に環境負荷の小さいものである
　  こと。

　　(4)製品の包装および運搬時の合紙は、使用後に回収されること。

　　（１）については、数値的な基準を設定することが難しく、基準を策定する項目とし
　て選定されなかった。各事業者においては、軽量ボトル化を進めるなど、取り組みを進
　めており、省エネルギーなどの環境保全を進めている。
　　（２）については、対象製品の流通時に用いられる流通資材を指しているが、次項（３）
　に述べたとおりリターナブル包装資材を用いている対象製品も多く、リターナブル包装
　資材の審査を設けても新たな環境保全効果は得にくいと判断し、基準を策定する項目と
　して選定されなかった。
　　（３）については、過剰な包装や装丁を抑えることによって、資源消費量の低減に効
　果があるとの意見が挙げられた。本項目は数値的基準を策定することは困難であるため、
　エコマーク商品認定・使用申込時に報告することをもって申込者の自主的な取り組みを
　促すものとして、家庭向けなどのワンウェイの個包装を施される対象製品に対して基準
　を策定する項目として選定された。
　　また、基準を策定する項目として選定されなかった対象製品については、自動車用安
　全ガラスは鉄製パレットを使用しており繰り返し使用されている。ガラス繊維は主にフ
　ラコン、ポリエチレン袋、段ボールが用いられている。電気ガラスはリターナブル包装
　資材が一般的であり、ガラスびんはバルク包装やシュリンク包装によりパレットなどの
　リターナブル包装資材を用いている。
　　（４）については、合紙は古紙としてリサイクルされるかまたはリサイクルすること
　も難しいほど傷んだ紙は産業廃棄物として焼却処理されているため、検討の結果、基準
　を策定する項目として選定されなかった。

　　◇Ｃ－５　◇Ｃ－５　◇Ｃ－５　◇Ｃ－５　（大気汚染物質の（大気汚染物質の（大気汚染物質の（大気汚染物質の排出）排出）排出）排出）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

　  （1）低公害車への切替え対応

　　（１）については、数値的基準を設定することが難しく、その証明方法が困難である
　として基準を策定する項目として選定されなかった。各事業者の取り組みとして既に進
　められているところである。
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　　◇Ｃ－７　◇Ｃ－７　◇Ｃ－７　◇Ｃ－７　（廃棄物の排出（廃棄物の排出（廃棄物の排出（廃棄物の排出・廃棄）・廃棄）・廃棄）・廃棄）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

  (1)流通時にトラック、船による輸送時に効率的な積載がなされていること。
　　(2)製品の包装はリサイクルしやすいもの、焼却処理時に環境負荷の小さいものである

　  こと。
　　(3)製品の包装および運搬時の合紙は、使用後に回収されること。

　　（１）については、数値的基準を設定することが難しく、その証明方法が困難である
　として基準を策定する項目として選定されなかった。各事業者の取り組みとして既に進
　められているところである。
　　（２）および（３）については、Ｃ－１項において一括して検討されたため省略する。

　Ｄ　使用消費段階Ｄ　使用消費段階Ｄ　使用消費段階Ｄ　使用消費段階
◇ Ｄ－１　Ｄ－１　Ｄ－１　Ｄ－１　（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）

 　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)� びんはリターナブルであること。
(2)� 副資材の使用のないこと
(3)� キャップなどの廃棄物はリサイクルされていること

　　（１）については、本商品類型の最優先目的をガラスカレットの利用促進としたこと
　から、本項目を基準として策定することはエコマーク認定ハードルを高くしすぎるとの
　懸念があり、基準を策定する項目として選定されなかった。ただし、リターナブル資材
　については、エコマーク商品類型 No.121「リターナブル容器・包装資材」が設定されて
　おり、容器・包装資材としてリサイクルより優先される取り組み事項として進めている。
　　（２）については、数値的基準を設定することが難しく、その証明方法が困難である
　として基準を策定する項目として選定されなかった。
　　（３）については、キャップは消費者の段階で廃棄、リサイクルされることから、基
　準を策定する項目として選定されなかった。

◇ Ｄ－２　Ｄ－２　Ｄ－２　Ｄ－２　（地球温暖化影響物質の排出）（地球温暖化影響物質の排出）（地球温暖化影響物質の排出）（地球温暖化影響物質の排出）
 　　　　本項目では以下の点が検討された。

　　(1) 複層ガラスは、省エネルギー仕様になっていること。

　　（１）については、北欧およびアメリカの環境ラベルで認定基準が策定されている。
　アメリカについては、熱貫流率の計算方法が異なるものの、北欧では 1.4W/m2K 未満と
　いう高いレベルが設定されている。北欧は高緯度地域であるため、断熱性能への要求が厳し
　いと考えられる。各社の熱貫流率データをもとに検討した結果、ＪＩＳ　Ｒ　３２０９に定
　める熱貫流抵抗１／Ｕを認定基準として採用した。

　　◇Ｄ－８　　　◇Ｄ－８　　　◇Ｄ－８　　　◇Ｄ－８　（有害物質等の使用（有害物質等の使用（有害物質等の使用（有害物質等の使用・排出）・排出）・排出）・排出）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

　　(1) 使用時に有害物質を含む紛体の発生がないこと。

　　　（１）については、ガラス繊維については、ガラス繊維粉体からの発ガン性は問題
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ない。国際ガン研究機関（ＩＡＲＣ）では、「ヒトに対して発ガン性がある可能性があ
る」としてクラス２Ｂに分類したが、２００１年１０月に「ヒトに対する発ガン性に
ついては分類できない」クラス３に再評価された。従って、特に基準として設ける必
要はないとされた。

　Ｅ　廃棄段階Ｅ　廃棄段階Ｅ　廃棄段階Ｅ　廃棄段階
　　◇Ｅ－１　　　◇Ｅ－１　　　◇Ｅ－１　　　◇Ｅ－１　（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

　　(1) 減容容易、処理容易

　　（１）については、リサイクル設計を基本思想としているため、共通的に考えられる
　ものとして、廃棄の容易性については基準を策定する項目として選定されなかった。

　　◇Ｅ－２　　　◇Ｅ－２　　　◇Ｅ－２　　　◇Ｅ－２　（地球温暖化影響物質の排出）（地球温暖化影響物質の排出）（地球温暖化影響物質の排出）（地球温暖化影響物質の排出）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1) 廃棄時の地球温暖化影響物質の排出の差のないこと。

　　（１）については、Ｂ－２項において一括して検討されたため、省略する。

　　◇Ｅ－７　　　◇Ｅ－７　　　◇Ｅ－７　　　◇Ｅ－７　（廃棄物の排出（廃棄物の排出（廃棄物の排出（廃棄物の排出・廃棄）・廃棄）・廃棄）・廃棄）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)廃棄時に分別廃棄のシステムが整備されていること。
　　(2)製品はリサイクルされていること
　　(3)ガラス以外の原材料について、申込書に明記されていること。

　　　（１）および（２）については、分別、引取のシステム整備が遅れている対象製品
　　が多く、ガラスびん、建設資材、テレビブラウン管については法整備がなされている
　　ことから、システム整備が遅れているものについては基準化困難であり、法整備がな
　　されているものについては基準化することとし、本項目は基準を策定する項目として
　　選定された。

（３）については、びんにおいては、キャップ、ラベルなどが想定される。焼却処
　　理による有害ガスの発生が想定されるとして、意見が挙げられた。一般的にリサイク
　　ルされない場合の使用後の処理は焼却であるが、一律的な基準設定は難しく、エコマ
　　ーク商品認定・使用申込時に報告することについて検討がなされ、新たな環境保全効
　　果は得にくいと判断し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　リサイクル段階Ｆ　リサイクル段階Ｆ　リサイクル段階Ｆ　リサイクル段階
　　◇Ｆ－１　◇Ｆ－１　◇Ｆ－１　◇Ｆ－１　（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）（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消費が少ないこと
　　(2)使用後、更にリサイクルできること。異種材料間の分離が容易であること。
　　(3)ガラス以外の原材料について、申込書に明記されていること。

(4)リサイクル時に板ガラス原料としてのガラスカレット受入基準（参考資料①参照）
　 を満たすよう、異種材料間の分離が容易であり、廃材の分別回収のシステムが整備さ
　 れ、異物除去の技術が確立されていること。
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　　　本項目については、Ｆ－９項にも関係するが、リサイクル可能な製品設計としてガ
ラス以外の材料使用の制限について、基準を策定する項目として選定された。具体的
には異物の混入、ガラスの種類の限定（ソーダ石灰ガラス、ほうけい酸ガラスなど）、
素材毎の分別の容易性を意味している。

　　◇Ｆ－５　◇Ｆ－５　◇Ｆ－５　◇Ｆ－５　（大気汚染物質の排出）（大気汚染物質の排出）（大気汚染物質の排出）（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)リサイクル工程からの大気汚染物質の排出のないこと

　　　Ｅ－５項で述べたように、製造事業者がリサイクル時の処理方法までを担保するこ
とは事実上困難であり、大気の環境基準を超えない排出とすることまでをコントロー
ルできないのが実状である。
従って、本項目は基準を策定する項目としては選定されなかった。

　　◇Ｆ－６　◇Ｆ－６　◇Ｆ－６　◇Ｆ－６　（水質汚濁物質の排出）（水質汚濁物質の排出）（水質汚濁物質の排出）（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)リサイクル工程からの水質汚濁物質の排出のないこと

　　　カレットの洗浄などが想定される。Ｅ－５項で述べたように、製造事業者がリサイ
クル時の処理方法までを担保することは事実上困難であり、水質の環境基準を超えな
い排出とすることまでをコントロールできないのが実状である。
従って、本項目は基準を策定する項目としては選定されなかった。

　　◇Ｆ－８　◇Ｆ－８　◇Ｆ－８　◇Ｆ－８　（有害物質等の使用（有害物質等の使用（有害物質等の使用（有害物質等の使用・排出）・排出）・排出）・排出）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

　　(1) リサイクル時に重金属など毒性の強いものが入らないこと。

　　　（１）については、Ｂ－８項において一括して検討されたため、省略する。

　　◇Ｆ－９　◇Ｆ－９　◇Ｆ－９　◇Ｆ－９　（その他の環境負荷）（その他の環境負荷）（その他の環境負荷）（その他の環境負荷）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

　　(1)使用後、更にリサイクルできること。異種材料間の分離が容易であること。
(2) ガラス以外の原材料について、申込書に明記されていること。

　　(3)ガラス・コンクリート混和の無焼成品はＪＩＳ　Ａ　５３０８(モルタルバー法)
　 による無害化試験により、アルカリ骨材反応の確認を実施していること。ガラス
　 を混和後に焼成、コーティングなど無害化処理を施し、無焼成品に利用する製品
　 は、無害化試験不要とする。

　　(4)ガラスカレットは、エッジレス処理（溶融化、角とり）をすること。

　　　本項目については、Ｆ－１項において一括して検討されたため、省略する。
　　　ガラス繊維については、樹脂を３～７％使用している。この樹脂を分離する方法は
　　焼却分離となる。ただし、樹脂が使用されていてもグラスウールはリサイクル可能で
　　ある。長繊維は製造工程上、異物を非常に嫌うため、リサイクルは難しいことから、
　　基準を策定する項目として選定されなかった。
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　　　ガラスびんについては、ソーダ石灰ガラスであることがリサイクルにとって要求さ
　　れるため、基準を策定する項目として選定された。
　　　日用品については、銀を引くため、鏡のリサイクルはできない。ここでは、基準を
　　策定する項目として選定されなかった。
　　　土木資材については、ガラス・コンクリート混和などの材料混和の扱いを認めるも

のとする。従って、認定基準を異種材料の「部品」を分離可能であるとした。
　　　（３）および（４）については、性能上の評価として基準を策定する項目として選

定された。

５．その他について５．その他について５．その他について５．その他について
　商品の申込区分について、ガラス製のびんについてはボトラー（びんの内容物事業者）
が行うこととした。共通びんについては、１事業者の環境保全活動より複数事業者による
取り組みが一般的であり、エコマーク商品認定・使用申込に当たっての障害とならないよ
う、複数事業者による共同体（事業者組合など）での１申込を可能とすることを明記した。
共同体として複数事業者の商品を１申込とする場合、申込商品が同一商品であること、共
同体がエコマーク使用契約締結者であり共同体参加者にはエコマーク使用上の制限がある
ことなどがエコマーク商品認定の条件となる。


