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エコマーク料金体系の改定についてエコマーク料金体系の改定についてエコマーク料金体系の改定についてエコマーク料金体系の改定について    
～コスト負担の不均衡是正～ 

 
（財）日本環境協会 
エコマーク事務局 

 
１．現行のエコマーク料金体系の課題 
世界の主要なエコラベルでは、各マークの使用料金は認定商品の売上高にリ

ンクして毎年徴収する、ならびに商品認定にあたっては審査料を徴収する、と
いう料金体系になっています。一方、現行のエコマーク料金体系は、商品の小
売単価にリンクしてエコマーク使用料(２年分)を設定しており、また、マーク使
用料以外の料金はいただいていません。したがって、このような料金体系は、
世界のエコラベルの中できわめて特異な体系といえます。現行のエコマークの
料金体系は単純ではありますが、エコマーク取得者にとっての「コスト負担の
不均衡」という課題を抱えています。それらには、以下に述べる(1)「エコマー
ク使用料に関する課題」と、(2)「審査・認証業務に関する課題」とがあります。 
 

(1) エコマーク使用料に関する課題 
・小売単価ごとに、売上高の多少にかかわらず使用料が同額であり、商品ご
とにマーク使用料の負担率が異なってくる 

・認定期間中に一度しか発売(発行)しないものでも、2年間のマーク使用料を
払う、など 

（これらの具体的な例を、参考資料 1に示します） 
 
(2) 審査・認証業務に関する課題 
・商品認定審査をしても、不合格の場合は料金は無料であり、結果としてこの
負担はエコマーク取得者にかかってくる 

・海外エコラベルとの相互認証(審査業務の代行を含む)を行う場合、事務局で
の審査・認証業務の負担増に対して無償となる（この場合も、結果として
負担増分はエコマーク取得者にかかってくる） 

 
 
２．料金体系改定の概要 
今回のエコマーク料金体系の改定は、以下のような方針で今後実施に移され
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る予定です。 
 なお、エコマーク料金体系の改定に関連して、今後エコマークでは「商品認
定基準および商品認定に関する有効期間」、「マーク使用契約期間」等も改定す
る予定です。これら改定の詳細については、別紙付録をご覧下さい。 
 

2.1 エコマーク使用料 
 
(1) エコマーク使用料の改定 
・小売単価リンクから売上高(出荷販売額)リンクへ 
・1年ごとの契約を原則としたマーク使用契約 

 
エコマーク使用料は、1社ごとにエコマーク認定商品の合計売上高（出荷販売
額）に負担率を乗じて算出する方法が採用される予定です。その場合、1社の認
定商品が複数の商品類型に存在する場合でも、それらを合算して負担率が適用
されます。 
また、マーク使用料には、下限額を設けるとともに、高付加価値製品への配
慮や、使用料が著しく高額になることを緩和するため、負担率を数段階に漸減
させ、かつ、上限額を設定することとします。 
より具体的に、以下の概念図を用いて説明します。 

 
【改定後使用料の概念図】 
 
（1年当りのエコマーク使用料） 

負担率 
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エコマーク使用料金（円／1年間）の算出方法（例；1社あたりのエコマー
ク商品売上高（出荷販売額）合計がクラスＢに該当する場合） 

 
売上高クラスＡの最大使用料 
＋（売上高χ－クラスＡの最大売上高）×クラスＢでの負担率 

 
 

 前ページ図中の負担率や売上高クラスの幅などの条件設定については、今後
エコマーク認定商品保有企業へのヒアリングなどを通じて、1社ごとの大よその
売上高、エコマーク商品保有企業数の推移や傾向の変化などを十分に調査した
うえで設定し、お知らせします。 

1社当たりのエコマーク使用料の下限値は概ね 1（万円／年間）程度、上限値
は 100（万円／年間）程度になるかと思われます。 

 
 
2.2 商品認定審査料 

 
(2)  商品認定審査料の新設 
・商品認定審査料＝2万円／１申込商品（マーク使用申込書ごと） 
・商品追加認定料＝1万円／１申込商品 

 
上記の審査料および追加認定料は、商品の種類や販売額に関わらず一律料金  
とします。また、審査の合否に関わらず申込時に徴収することになります。 
その他の認定商品変更手続きなどの場合には、これまでどおり料金は不要で
す。それら料金の改定前後の比較を、別表 1にまとめました。 
 
 
３．料金改定の実施時期  
海外環境ラベル機関との相互認証を進めていくためには、審査料の早期導入
が急務となっているため、エコマーク使用料の売上高リンクへの転換に先行し
て審査料の導入を実施します。 
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(1) エコマーク商品認定審査料および商品追加認定料 
本年 10月 1日を目処に、商品認定審査料および商品追加認定料の徴収を開
始します。 

(2) エコマーク使用料 
エコマーク使用料を、平成 16 年度後半～17 年度半ばを目処に、現行の小
売単価リンクから売上高（出荷販売額）リンクに改定します。改定内容の最
終案が決まりましたら、改定実施の 1年前にはお知らせしたいと思います。 

 
 
４．今後のスケジュール（予定） 
2003 年 4 月  ・料金体系改定の公表 

10月 1日    ・審査料導入 
・（同時に、新しく制定または改定される商品類型について、
認定基準書中に有効期限日の明記を導入） 

2003年 10月～2004年 4月頃 
・エコマーク使用料における負担率等の条件設定の公表 

2004年 10月～2005年 4月頃 
・エコマーク使用料の小売単価リンクから売上高リンクへの
転換 
・（同時に、商品認定の有効期間およびマーク使用契約期間
等の変更を実施） 

 
また、負担率等の条件設定が確定した以降、必要に応じて、エコマーク新料
金体系の説明会を実施する予定です。 

「以上」 
 
 
 
 

（本件に関する問合せ先）  
            エコマーク事務局普及課 担当 藤崎 

TEL：03(3508)2662 FAX：03(3508)2656 
電子メール：xt6t-fjsk@asahi-net.or.jp 
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〔別表１〕 商品認定審査料導入前後の諸手続きに必要な料金の対比表 
 

手続き 現行 改定後 
１．商品認定審査 無料 ２万円／１申込商品 

２．商品追加認定手続き 無料 １万円／１追加認定 

３．使用契約更新手続き 無料 無料(認定基準の軽微
な改定があった場合

にも無料) 
４．既認定商品に関する変更手

続き 
・商品変更手続き 
・使用申込者変更手続き 
・連絡先担当者変更手続き 
、など 

無料 無料 

５．シンボルマークとしてエコ
マークを使用するための手
続き 

 
無料 

 
無料 
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〔別紙付録〕 

認定基準および商品認定の有効期間、マーク使用契約期間等の改定 

 
商品認定の有効期間およびマーク使用契約期間を、エコマーク使用料の売上
高リンクへの改定時期に合わせて改定します。また、認定基準書中に当該基準
の有効期限を明示することに関しては、先行して審査料の導入時期(平成１５年
１０月１日)に合わせて、新しく制定もしくは改定される商品類型について適用
を開始します。改定前後におけるこれらの規定内容の比較を、下表に示します。 
 これらの改定により、ある商品認定基準の廃止後も、その認定基準で認定さ
れた商品が市場に存在するなどの不合理は解消されます。同時に、エコマーク
商品保有者にとっては以下のようなメリットが考えられ、エコマークを一層取
得しやすくなります。 
 
・ ある商品類型で認定基準の軽微な改定があった場合でも、すでに当該類型で
認定を受けている商品については、当該認定基準の有効期間内はその商品の
認定は継続して有効となります。 

・ したがって、認定商品の契約満了期限日が明確になるので、商品の宣伝計画
や販売戦略等が立てやすくなります。 

・ 新基準が旧認定基準の終了（有効期限）前にスタートすることで、商品認定
がスムーズに移行できます。 

 （具体的には、参考資料２の例のようになります） 
 
 現行の規定 改定後の規定 
商品認定の 
有効期間 

一律 2年間注１） 当該認定基準の有効期間（有効期
限日までおよそ最長 5年間、最短
で 1ヶ月間）注2） 

マーク使用 
契約期間 

2 年間（契約終了時に申請に
基づき契約更新） 

1 年間（使用料の入金により自動
継続）注3） 

認定基準の 
有効期限 

基準の制定から 5 年以内に
見直す 

有効期限日（期日）を認定基準書
中に明示 

基準の廃止
日・制定日 

新基準の制定日 
＝旧基準の廃止日 

新基準の制定にかかわらず、旧認
定基準の有効期限日に廃止。ただ
し、新基準が旧認定基準の有効期
限前にスタートするよう制定 
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注1） 現行では、有効期間中に基準の全面見直しまたは軽微な改定があった場
合、契約更新時点で最新の基準に適合するかの審査が必要 

注2） ただし、事前(認定基準の有効期間満了のおよそ１年前まで)の公表によ
り、1年を単位としての延長はあり得ます。 

注3） ただし、最終年は認定基準の有効期限の月日まで。１年に満たない端数
月が生じた場合は、年間費用を月数で按分します。 
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〔参考資料１〕 
 

現現行行ののエエココママーークク料料金金体体系系ににおおけけるる使使用用料料負負担担のの不不均均衡衡にに関関すするる例例  
 
 
 
例１）エコマーク製品の小売単価と売上高が比例関係にないことによる使用料

負担の不均衡例 
 小売単価 年間売上高 エコマーク

使用料／年 

負担率 
（使用料／売上高） 

Ａ製品 1，000円未満 40億円 4万円 0.001％ 

Ｂ製品 100，000円以上 450万円 10万円 2.2％ 

 
 
例２）エコマーク商品認定の有効期間と使用契約期間が2年であることによる使

用料負担の不均衡例 
○イベントのユニフォームや、手帳などの特注品 
→1回限りの販売にもかかわらず、2年間の契約料金を支払わなければならな 
い 
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〔参考資料２〕 
 
【改定後の認定の流れ（例）】 
 
2003.11/1           04.11/1          06.11/1  07.3/31    

 

        商品類型 No．Ａ Version1.0              （有効期限日） 
                                       
                                   
                               契約終了 

    ▲              ▲               ▲ 

 新規申込            自動更新・・・・・・   自動更新（有効期限の 07.3/31 まで） 

審査・契約       （無審査）        （無審査）          

（契約１年間）     （契約 1 年間）          （契約 5 ヶ月）       

                        軽微な改定            

                                    

 

 

 

 

                               Version2.0 

 

                                       ▲               ▲           

                                   新規申込             自動更新 
                             Version2.0          (無審査) 
                                で審査 
                      （契約 1 年間）    （契約 1 年間） 

                                           

  
 
 
 
 

自 動 更 新 も し く は 新
Versionでの審査を選択 

〜 〜 

〜 〜 


