
1

エコマーク ニュース�
E c o  M a r k  N e w s

2002.12.18  No. 38
　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。�

■環境三四郎「えこるーむ」会場の模様：
東京大学駒場キャンパスにて→関連記事8ページ

〈えこるーむ〉「浴室」

〈えこるーむ〉「書斎」

〈えこるーむ〉「食卓」

「えこるーむ」の全景
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エコマークニュース No.38

別添 1 エコマーク商品類型No.102「印刷インキVersion2.0」

別添 2 エコマーク商品類型No.124「ガラス製品Version1.0」

別添 3 エコマーク商品類型No.125「生ごみ処理機Version1.0」

別添 4 エコマーク商品類型No.103「衣服Version2.0（認定基準案）」、No.104「家庭用

繊維製品Version2.0（認定基準案）」、No.105「工業用繊維製品Version2.0（認

定基準案）」

別添 5 エコマーク商品類型「塗料Version1.0（認定基準案）」

別添 6 エコマーク商品類型No.124「ガラス製品Version1.0（追加認定基準案）」（追加箇

所のみ抜粋）

別添 7 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」（改定箇所の

み抜粋）

別添 8 エコマーク商品類型No.120「紙製の印刷物」（改定箇所のみ抜粋）

別添 9 エコマーク商品類型No.123「再生材料を使用した建築用製品」（改定箇所のみ抜粋）

※なお、この別添は一部の方にはお送りしていませんので、ご関心のある方は事務局までご請求下さい。
また、ホームページを公開していますので、そこからダウンロードすることも可能です。
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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20回）

第20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12月5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20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（7件）については、次回委員会で
継続審議することになりました。
・エコマーク商品類型No.102「印刷インキVersion2.0」、
No.124「ガラス製品Version1.0」およびNo.125「生ご
み処理機Version1.0」の制定が決まりました。（全て、
制定日2002年12月18日）
・エコマーク商品類型No.103「衣服Version2.0（認定基
準案）」、No.104「家庭用繊維製品Version2.0（認定基
準案）」、No.105「工業用繊維製品Version2.0（認定基
準案）」、No.124「ガラス製品Version1.0（追加認定基
準案）」、「塗料Version1.0（認定基準案）」（全て、2003
年4月20日制定予定）を公表することになりました。

・エコマーク審査委員会から上程された、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」、No.120「紙製の印刷物」およびNo.123「再生
材料を使用した建築用製品」の認定基準を一部改定
する案は承認され、2002年12月18日付けで改定され
ることが決まりました。
・エコマーク商品類型「家具（仮称）」、「土木製品（仮
称）」、「木製品（仮称）」および「紙製品（仮称）」に
関する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。

認定基準の制定

エコマーク商品類型No.102「印刷インキVersion2.0」

エコマーク商品類型No.102「印刷インキVersion2.0」
は、審議の結果、別添1.のとおり2002年12月18日付け
で制定されることとなりました。本認定基準の制定に

伴い、現行の商品類型No.102「オフセット印刷インキ」
は、同日付で廃止されます。

エコマーク商品類型No.124「ガラス製品Version1.0」
は、審議の結果、別添2.のとおり2002年12月18日付け
で制定されることとなりました。本認定基準の制定に
伴い、既存の商品類型No.64「廃ガラス（カレット）
を再生利用した製品」は、同日付で廃止されます。な

お、対象範囲の一部追加について、追加部分のみを再
度公表することが決まりました。

エコマーク商品類型No.124「ガラス製品Version1.0」

エコマーク商品類型No . 1 2 5「生ごみ処理機
Version1.0」は、審議の結果、別添3.のとおり2002年
12月18日付けで制定されることとなりました。本認定

基準の制定に伴い、既存商品類型No.6「生ごみコンポ
スト化機器」は、同日付で廃止されます。

エコマーク商品類型No.125「生ごみ処理機Version1.0」
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認定基準の公表

エコマーク商品類型No.103「衣服Version2.0（認定基準案）」、No.104「家庭用繊維製品
Version2.0（認定基準案）」、No.105「工業用繊維製品Version2.0（認定基準案）」

エコマーク商品類型No.103「衣服Version2.0（認定基
準案）」、No.104「家庭用繊維製品Version2.0（認定基準
案）」およびNo.105「工業用繊維製品Version2.0（認定
基準案）」の公表が別添4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.21「乳幼児用
布製おむつ」、No.44「無漂白の衣服、寝具、タオル」、
No.48「布製ショッピングバッグ」、No.51「未利用繊維
を使用した繊維製品」、ならびに現行の商品類型No.103
「再生PET樹脂を使用した衣服」、No.104｢再生PET樹脂

を使用した家庭用繊維製品｣およびNo.105｢再生PET樹
脂を使用した工業用繊維製品｣が廃止されます。本公表
ならびに廃止予告に関して、2003年2月15日（土）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｢認定基準案公表ならびに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、
2003年2月15日（土）（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、2003年2月15日（土）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〕�

「認定基準案公表ならびに商品類型の廃止に関する意見の受付について」�

エコマーク商品類型「塗料Version1.0（認定基準案）」
の公表が別添5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.33「芳香族炭化水
素類を含まない塗料・塗材および防水材」が廃止され
ます。本公表ならびに廃止予告に関して、2003年2月

15日（土）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｢認定基準案公表ならびに商品類型
の廃止に関する意見の受付について｣をご参照下さい。

エコマーク商品類型「塗料Version1.0（認定基準案）」

エコマーク商品類型No.124「ガラス製品Version1.0
（追加認定基準案）」の公表が別添6のとおり決まりま
した。これは、2002年12月18日付けで制定されること
となったNo.124「ガラス製品Version1.0」の対象範囲
に一部の製品を追加する内容のものです。本追加認定
基準案の公表に関して、2003年2月15日（土）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
｢認定基準案公表ならびに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。

エコマーク商品類型No.124「ガラス製品Version1.0（追加認定基準案）」
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エコマーク商品類型No.102「印刷インキVersion2.0」
の制定に伴い、No.120「紙製の印刷物」認定基準の一

部を、別添8のとおり2002年12月18日付で改定するこ
とが決まりました。

エコマーク商品類型No.120「紙製の印刷物」

エコマーク商品類型No.124「ガラス製品Version1.0」
の制定に伴い、No.123「再生材料を使用した建築用製

品」認定基準の一部を、別添9のとおり2002年12月18
日付で改定することが決まりました。

エコマーク商品類型No.123「再生材料を使用した建築用製品」

第20回エコマーク類型・基準制定委員会において、
「家具（仮称）」、「土木製品（仮称）」、「木製品（仮称）」
および「紙製品（仮称）」に関する商品類型の見直しを
行うことが決まりました。今回見直しの対象とする既
存および現行の商品類型は以下のとおりです。

・「家具」に関する既存商品類型
No.68「部品の交換修理の容易な事務用および学校
用椅子」

・「土木製品」に関する既存商品類型
No.22「使用済タイヤ・チューブの再生品」
No.26「太陽電池モジュール利用製品」（一部）
No.30「高炉スラグ微粉末、高炉セメント」
No.37「雨水浸透型の排水施設」
No.56「再生舗装材」
No.65「石炭灰（フライアッシュ）を使用した建材」

・「木製品」に関する現行商品類型
No.111「木材等を使用したボード」
No.115「廃木材・間伐材・小径材などを使用した
木製品」

・「紙製品」に関する現行商品類型
No.112「紙製の事務用品」
No.113「包装用の用紙」
No.114「紙製の包装用材」

商品類型の見直し予告

エコマーク商品類型No.124「ガラス製品Version1.0」
の制定に伴い、No.109「再生材料を使用したタイル・

ブロック」認定基準の一部を、別添7のとおり2002年12
月18日付で改定することが決まりました。

認定基準の一部改定

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」
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大阪ATCグリーンエコプラザ（大阪市）での「エコマーク
取得相談会」を、平成15年2月21日に同所にて開催します。

日 時：平成15年2月21日（金） ①11:00～12:00
②13:00～17:00

会　場：ATCグリーンエコプラザ（大阪市住之江区南
港北2丁目1番10号 アジア太平洋トレードセンター
（ATC）ITM棟11階・グリーンエコプラザ内エ
コマークゾーン）

内　容：エコマーク認定申込に関する個別相談（当日は、
エコマーク事務局職員が対応します）。なお、
今回より、認定申込をされる製品が該当する
商品類型がない場合の「新規商品類型提案」に
関するご相談も承っております。

相談料：無料
参加を希望される方は、下記の項目を明記のうえ、FAX

にて、平成15年2月7日(金)までにエコマーク事務局までお
申込ください。なお、お申込多数の場合は先着順とさせて
いただく場合がありますので、予めご了承ください。

大阪でのエコマーク取得相談会（第6回）の開催について

来年1月から2月にかけ、岐阜県、愛知県、三重県、
名古屋市と日本チェーンストア協会中部支部が共同
し、東海三県一市で広域的な「グリーン購入キャンペ
ーン」を展開します。エコマーク事務局も趣旨に賛同
し、キャンペーンに参加します。このキャンペーンは、
東海三県一市内の日本チェーンストア協会中部支部加
盟各店舗において、身近なお買物を通じてグリーン購
入を促進するため、消費者になじみのある『詰め替え
商品』を中心として、ごみの減量や資源の節約などグ
リーン購入の意義を消費者にアピールするものです。
このような自治体の枠を超えた広域的なキャンペーン

は全国でも初の試みであり、石けん洗剤製造メーカや
卸売業者などの各業界も協力しています。今後、この
ような試みが拡大することが期待されます。

キャンペーン期間：平成15年1月中旬から2月中旬
実　施　場　所：東海三県一市内の日本チェーンス

トア協会中部支部加盟各店舗
問 合 せ 先：名古屋市環境局環境都市推進課

電話（052）972-2661
（東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会事
務局）

東海三県一市グリーン購入キャンペーンの実施について

この度、エコマーク事務局が全面的に編集協力する
フリーマガジン（無料誌）「FeEEL」が発刊される運び
となりました。この「FeEEL」は、「気軽に手にとって
もらえること」に主眼を置いたエコマガジンとして、
著名人のインタビューなど親しみやすいテーマを素材
に、新しい「エコロジー・ライフスタイル」を提案し
ます。同誌を手に取った10～30代の若い方々が、エコ
マークをはじめとする環境に配慮した製品を積極的に
選択するきっかけとなることを期待しています。配布
場所は、主要都市のファーストフード店やカフェなど
を予定しています。詳しい情報は、ホームページ「FeEEL
on WEB」＜ http://channel.slowtrain.org/feeel ＞でもご
覧いただけます。

お知らせ

エコマーク事務局が全面的に編集協力するフリーペーパー「FeEEL」の発刊について

＜ご案内＞

「FeEEL」では、趣旨に賛同し、広告協賛いただけ
る企業様を募集しています。是非、自社の環境に対
する取組みなどをアピールする広告媒体としてもご
活用ください。

「FeEEL」の広告協賛、配布などに関する問合せ先

株式会社ワークス・エム・ブロス
「Eco Mark PRESENTS FeEEL  事務局」

「FeEEL」編集部　担当　長嶋
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-7-1 

エル・プリメント新宿410
TEL：03-3356-2391 FAX：03-3356-2242（G4）
E-Mail：feeel@wsmb.jp

①企業名・団体名　　　②ご担当者名
③ご連絡先電話番号・FAX番号　
④相談内容（認定申込を希望される商品名と、
具体的な内容を明記してください）

申込先　FAX：03（3508）2656
担当：認証課漣（さざなみ）
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エコマーク事務局は、1995年より世界エコラベリン
グ・ネットワーク（GEN）の役員会メンバー（兼
Treasurer）および総務事務局として運営に携わってい
ます。GENでは去る10月29日（火）～11月2日（土）、
台湾でコンファレンスおよび年次総会をそれぞれ開催
しました。今回のコンファレンスは、各国エコラベル
担当者や台湾国内の幅広い参加者を対象に「政府のグ
リーン調達とエコラベル」、「貿易とエコラベル」とい
ったテーマで行われました。エコマークも、アジア4か
国間相互認証に関する発表などを行ったほか、会場ロ
ビーでの世界のエコラベル商品展示に出展しました。

年次総会では、会員間の協力、他国際機関への協力や
働きかけ、GENの長期的展開などについて話し合われ
たほか、エコマークは、北欧ノルディックスワンとの
間での「複写機」の部分相互認証についての報告や、
エコラベルに関する世界共通化学物質データベースに
ついての発表・提案を行いました。この様子はGENの
ホームページ（ http://www.gen.gr.jp ）でも紹介します。

トピックス

世界エコラベリング・ネットワーク（GEN）会員年次総会およびコンファレンスの報告

去る11月6日（水）～８日（金）の3日間、滋賀県立
長浜ドームにおいて開催された標記環境フェアにおい
て、資料・パネルの展示、グリーンステーションのデ

モンストレーションなどを行いました。会場には３日
間を通じて３万7,000人の方が訪れ、当ブースにもお
よそ1000人の方が見学にみえられました。

「びわ湖環境ビジネスメッセ」出展の結果報告

本年8月10日より配信を開始している『エコマーク
ニュース・メール版』の購読者が300件を超えました。
エコマーク事務局のホームページ
〈 http://www.jeas.or.jp/ecomark 〉では、エコマーク

ニュースを郵送で受け取られている方のメール版への
切替と、メール版受信の新規申込を随時受け付けてい
ます。エコマークニュースは、今後もエコマークに関
するタイムリーな情報をお届けしてまいります。

エコマークニュース/メール版の購読者が300件を超えました

去る10月10日、『第5回 グリーン購入大賞』各賞の
受賞団体が決定しました。

●受賞団体
＜環境大臣賞＞（株）大松土建　
＜経済産業大臣賞＞松下電器産業（株）
＜大賞＞行政部門…福井県、事業者部門…松下電器産
業（株）、中小事業者部門…（株）大松土建、民間団
体部門…NPO法人こども環境活動支援協会
＜準大賞＞（株）滋賀銀行
＜優秀賞＞コクヨ（株）、東京ガス（株）、油藤商事
（株）、NPO法人北区リサイクラ－活動機構
＜審査委員特別賞＞オフィス町内会

なかでも、環境大臣賞を受賞した大阪市の（株）大
松土建は、解体･土木の分野でISO14001を取得し、開
かれた処分場として、解体処分の様子をweb上で映像
公開するなどの取組みが認められての受賞です。同社
は、建設副産物のコンクリートガラを回収、分別を徹底
した上でリサイクルした路盤材「エコ砕石」で、商品
類型No.56「再生舗装材」においてエコマークを取得
（認定番号：00 056 001）しています。

『第5回　グリーン購入大賞』の発表
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）日本環境協

会

「環境にちょっとe 話」�エコマークニュースでは、企業や団体の環境に配慮した活動を、投稿により紹介しています。�
�

学生サークル“環境三四郎”が「えこるーむ」を展示
11月22～24日の３日間、東京大学学園祭「駒場祭」において、同校の学生サークル『環境三四郎』〈ホームページ：

http://www.sanshiro.ne.jp〉が、「面倒を伴わない、目に見える環境配慮生活」をコンセプトに日常生活のワンシーンを切

り取り、環境配慮製品で構成してモデルルームの形で表現する「えこるーむ」を展示しました。この「えこるーむ」では、目黒

リサイクルプラザから借りたリユース家具が、エコマーク認定商品をはじめとする環境配慮型製品で彩られました（表紙：1

ページ参照方）。えこるーむ全体は浴室、リビング、書斎、キッチン、食卓の5つのシーンで構成され、創意工夫に富んだ環

境配慮製品の数々は、来場者の好評を得ていました。同サークルは、学内で様々な環境対策に取り組むかたわら、社会

で実際に起きている環境問題についても積極的な調査提言活動を行っています。今回、消費者の環境配慮実践が不十

分である理由を①環境配慮型生活に対するイメージが湧かない、②我慢を必要とする環境配慮型生活に気詰まりを感じ

ていると分析し、日常生活での環境配慮実践を「えこるーむ」で提案しました。今回の感想を、プロジェクト責任者の井村

勇気さんに伺いました。

「旅行代理店が企業の提供する様々なサービス（飛行機、ホテルなど）をコーディネートして旅行生活を売るように、企業

が提供する環境配慮型製品を組み合せて、消費者に対して環境配慮生活を目に見える形で提案する「環境代理店」を目

指しました。個々の製品を提示するより、多くの製品を生活の次元で提示するほうが、消費者の実感が湧きやすく、実践

への動機付けも強くなると考えたからです。今回は初めての取組みでしたが、多くの

来場者が楽しんでくれたので、環境配慮型製品の需要は確かにあると感じました。し

かし、ただ環境配慮製品を買えばよいというのではなく、今後ライフスタイル自体の見

直しも視野に入れる必要もあるでしょう。しかしその提案をするのは早計であり、今は

一歩一歩の積み重ねが重要だと考えています。今回のモデルルームを飛躍への第一

ステップとして、今後ますます様々な領域で頑張っていきたいです。」

間伐が森林保全につながる
間伐とは、木の成長に伴って混みすぎた森林の木を間引くことで日光や水、スペースが十分に行き渡るようにし、木の

生育を良くすることをいいます。健全な森林を育てていくうえでも、間伐は大変重要な作業なのです。森林の保全には

ＣＯ２の吸収、生態系の保全、水資源のかん養、生活環境保全やレクリエーションなどの文化的機能など重要な効果も挙

げられます。林野庁では、間伐が本格化する10月、11月を間伐推進の強化期間として、間伐推進中央協議会等と連携し

て間伐の普及啓発活動、間伐材の利用推進活動等の取組を実施しています。また現在、人工林の多くが間伐期を迎え

ていることから、健全で多面的な機能を持続的に発揮し得る森林を育成するため、平成12年度から５年間で150万ｈａの

森林を計画的に整備する「緊急間伐５カ年対策」が実施されています。伐採した木は、有効に利用することが重要ですが、

国内で発生する間伐材のうち、およそ半分が利用される一方、残りの半分は放置されているのが現状です。エコマークに

おいても、商品類型No.115「廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品」において、間伐材の製品への有効利用を推

奨しています。こうした社会的背景の中、間伐の実施及び間伐材の利用に係る斬新かつ積極的な取組の普及を図るため、

平成12年度から「間伐・間伐材利用コンクール」が実施されています。本年度も、多くの企業・団体が表彰され、｢間伐に

よる森づくり｣ 部門では岩手県の気仙地方森林組合が、｢暮らしに役立つ間伐材利用｣ 部門では飛騨フォレスト（株）が、

それぞれ林野庁長官賞に選ばれました。こうした取組みを参考に、皆様のオフィスやご家庭でも、間伐材について考え直

してみてはいかがでしょうか。微力ながら、当協会虎ノ門オフィスでも、受付カウンタ（檜）、事務机天板（杉）、パーティション

化粧板（檜）に間伐材の製品を使用しています。

（環境三四郎の皆さん）


