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エコマーク商品類型No.103
「衣服 Version2.0」

（財）日本環境協会

エコマーク事務局

1.環境的背景
　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」および No.51「未利用繊維を使用した繊維製品」は、主として繰り返し使用する布
製品や資源の有効利用を基準とする商品類型である。廃棄物を削減させる観点は重要であるが、繊維

製品においては有害物質などの重要な観点がある。今回、ライフサイクルの概念の導入に伴い、総合

的評価を行うために、また商品類型間の整理や統合も視野に入れて見直した。

　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」は、1997 年の制定以来、認定商
品数が大幅に増加してきた。この間、認定商品は、本商品類型制定時に想定されていた作業服などの

単素材製品から事務服などの複合素材製品へと高度化しているのに比べて、認定基準がやや遅れ気味

となっており、審査に際して証明書などの事務手続きを煩雑化している状況もあるため、認定基準を

見直した。

　衣服は、経済産業省資料によると、年間 110万 9千 tが消費されており、再生資源として約 18万 t
が回収されている。近年の衣服の低価格化、供給量・排出量の増加により、故繊維業者の回収する使

用済み繊維製品の量が増加しており、反毛（はんもう）などの需要頭打ち、新用途の未開拓などもあ

り、本来リサイクルできる繊維製品がリサイクル不能品として廃棄され、増加傾向にある。これらの

問題に対して、繊維業界では使用済み衣服の引き取り・リサイクルを進めており、化学繊維業界や羊

毛業界では制服・作業服を中心にすでに実施されている。一般衣料についても、（社）日本アパレル産

業協会で検討が行われており、今後、繊維リサイクルの動きは加速すると考えられる。そこで、本商

品類型は、これまでの未利用繊維または再生 PET 樹脂を使用した衣服だけではなく、新たにリサイ
クル繊維などの使用や引き取り・リサイクルシステムの整備を基準に採り入れ、繊維から繊維へのリ

サイクルに力点を置くこととし、且つリサイクル製品の普及促進による循環型社会の円滑な発展を図

ることを目的とした上で、1996年より導入したライフサイクルの概念に則ってエコマークの商品類型
見直しを行った。

　また、衣服は染料や漂白剤をはじめとした様々な化学物質が使用されている。これまでのエコマー

ク商品類型では無漂白製品、無染色や草木染などの天然染料によって染められた製品を推奨すること

により、化学物質の使用削減に努めてきた。健康や環境との関わりを考えると、特にホルムアルデヒ

ドなどの加工剤について配慮するべき点があり、資源の観点に加えて、化学物質の扱いについても整

理した。

2.対　象
　総務省発行の「日本標準商品分類」に基づく「衣服」のうち、「皮製衣服」および「毛皮製品」を除

いたもの。
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3.用語の定義
　　リサイクル：マテリアルリサイクルをいう。ここでは、リサイクルにケミカルリサイクル繊維を

含むものとする。エネルギ回収（サーマルリサイクル）は含まない。

　　コットンリンター：綿の繊維のうち、開花後 4～12日頃に遅れて突起をはじめた短い地毛。
　　未利用繊維：コットンリンターおよび紡績時に発生する短繊維などからなる繊維。

　　反毛繊維　：織布工場の糸くず、縫製工場の裁断くずおよび使用済み衣服など（ここでは裂き織

りなどを含む）による反毛材からなる繊維。

　　ポストコンシューマＰＥＴ素材：使用後に廃棄されたＰＥＴ製品。使用済みの梱包材料を含む。

　　プレコンシューマＰＥＴ素材：ＰＥＴ製品を製造する工程の廃棄ルートから発生した廃棄物。た

　　　　　　　　だし、原料として同一の工程（工場）内でリサイクルされるものは除く。

　　再生 PET繊維：PETボトルなどのポストコンシューマＰＥＴ素材およびプレコンシューマ PET
素材の再生処理フレークまたは、ペレットなどを利用してリサイクルされた PET
樹脂からなる繊維。

　　プレコンシューマ素材：ナイロンまたはポリエステル素材の製品を製造する工程の廃棄ルートか

ら発生した廃棄物。ただし、原料として同一の工程（工場）内でリサイクルされる

ものは除く。

　　ケミカルリサイクル繊維：ナイロンまたはポリエステル素材の使用済み製品およびプレコンシュ

ーマ素材のポリマを解重合して得たモノマを原料として重合して得たポリマからな

る繊維。

　　リサイクル繊維：反毛繊維、再生ＰＥＴ繊維またはケミカルリサイクル繊維。

　　リサイクル布：検品による不良布、古着および古布を裁断した布。

未利用繊維　　　　　　　　　　　　　　　　　コットンリンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紡績時に発生する短繊維など

リサイクル繊維　　反毛繊維　　　　　　　　　（糸くず、裁断くず、使用済み衣服など；反毛繊維

に記述）

　　　　　　　　　再生 PET繊維　　　　　　  ポストコンシューマ PET素材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレコンシューマ PET素材

ケミカルリサイクル繊維　　 使用済み製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレコンシューマ素材

4.認定の基準
4-1.環境に関する基準
A.「制服、事務服、作業服、衛生衣およびスポーツ着」および「外衣」

(1)製品は、以下の a,b,cまたは dの要件のいずれかに適合すること。
a. 製品全体の総質量（繊維部分質量とし、ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属を
除く）に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 1 の基準配合率を満たす
こと。または、表生地の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 2
の基準配合率を満たすこと。なお、再生材料を使用した小付属は製品全体の総質量および

リサイクル繊維の質量として基準配合率に含めてよい。
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表 1.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること

表２.繊維毎の表生地の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　60％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　60％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること

b.繊維部分が綿 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属および製品全体
の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編込などを除く）
であること。且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していな

いこと。

c.繊維部分が綿などの天然繊維 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属
および製品全体の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編
込などを除く）であること。且つ、有機栽培のものであること。

d.製品は、使用後に引き取り、リサイクルされること。申込者は、使用後に不要品となった製
品の引取、リサイクルされる仕組みを整えていること。製品のうちでリサイクルできない部

分は、これを環境に調和した方法でエネルギ回収すること。

(2)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)製品への化学物質の使用については、別表３に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(4)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂および後加工を指す。
着色材、フッ素系添加剤は本項目を適用しない）の使用のないこと。

(5)包装は、省資源（簡素化、軽量化）、繰り返し使用、リサイクル容易性、異種材料の分離容易
性、材質表示に配慮されていること。

(6)ボタンなど付属品の交換システム（交換サービスは除く）が整っていること。
(7)使い捨て製品ではないこと。

B.下着
(8)製品は、以下の a,bまたは cの要件のいずれかに適合すること。

a. 製品全体の総質量（繊維部分質量とし、ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属を
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除く）に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 4 の基準配合率を満たす
こと。または、表生地の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 5
の基準配合率を満たすこと。なお、再生材料を使用した小付属は製品全体の総質量および

リサイクル繊維の質量として基準配合率に含めてよい。

表 4.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること

表 5.繊維毎の表生地の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　60％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　60％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること

b.繊維部分が綿 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属および製品全体
の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編込などを除く）
であること。且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していな

いこと。

c.繊維部分が綿などの天然繊維 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属
および製品全体の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編
込などを除く）であること。且つ、有機栽培のものであること。

(9)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。

(10)製品への化学物質の使用については、別表３に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(11)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂および後加工を指す。
着色材、フッ素系添加剤は本項目を適用しない）の使用のないこと。

(12)使い捨て製品ではないこと。

C.寝衣
(13)製品は、以下の a,bまたは cの要件のいずれかに適合すること。

a. 製品全体の総質量（繊維部分質量とし、ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属を
除く）に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 6 の基準配合率を満たす
こと。または、表生地の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 7
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の基準配合率を満たすこと。なお、再生材料を使用した小付属は製品全体の総質量および

リサイクル繊維の質量として基準配合率に含めてよい。

表 6.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること

表 7.繊維毎の表生地の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　60％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　60％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること

b.繊維部分が綿 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属および製品全体
の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編込などを除く）
であること。且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していな

いこと。

c.繊維部分が綿などの天然繊維 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属
および製品全体の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編
込などを除く）であること。且つ、有機栽培のものであること。

(14)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。

(15)製品への化学物質の使用については、別表３に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(16)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂および後加工を指す。
着色材、フッ素系添加剤は本項目を適用しない）の使用のないこと。

D.和服
(17)製品は、以下の a,b,cまたは dの要件のいずれかに適合すること。

a. 製品全体の総質量（繊維部分質量とし、ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属を
除く）に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 8 の基準配合率を満たす
こと。または、表生地の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 9
の基準配合率を満たすこと。なお、再生材料を使用した小付属は製品全体の総質量および

リサイクル繊維の質量として基準配合率に含めてよい。
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表 8.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること

表 9.繊維毎の表生地の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　60％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　60％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること

b.繊維部分が綿 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属を除く）である
こと。且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していないこと。

c.繊維部分が綿などの天然繊維 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属
を除く）であること。且つ、有機栽培のものであること。

d.使用済み製品を引き取り、再度使用することを目的とした中古製品であること。
(18)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。

(19)製品への化学物質の使用については、別表３に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(20)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂および後加工を指す。
着色材、フッ素系添加剤は本項目を適用しない）の使用のないこと。

E.くつ下・パンティストッキング・タイツ・足袋
(21)製品は、以下の a,bまたは cの要件のいずれかに適合すること。

a. 製品全体の総質量（繊維部分質量とし、ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属を
除く）に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 10の基準配合率を満たす
こと。

なお、再生材料を使用した小付属は製品全体の総質量およびリサイクル繊維の質量として

基準配合率に含めてよい。
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表 10.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること

b.繊維部分が綿 100％の製品（ボタン、ホック、縫糸などの小付属および製品全体の総質量の
10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編込などを除く）であること。
且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していないこと。

c.繊維部分が綿などの天然繊維 100％の製品（ボタン、ホック、縫糸などの小付属および製品
全体の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編込などを除
く）であること。且つ、有機栽培のものであること。

(22)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。

(23)製品への化学物質の使用については、別表３に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(24)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂および後加工を指す。
着色材、フッ素系添加剤は本項目を適用しない）の使用のないこと。

(25)包装は、省資源（簡素化、軽量化）、繰り返し使用、リサイクル容易性、異種材料の分離容易
性、材質表示に配慮されていること。

F.帽子・手袋
(26)製品は、以下の a,bまたは cの要件のいずれかに適合すること。

a. 製品全体の総質量（繊維部分質量とし、ボタン、ホック、縫糸などの小付属を除く）に占
める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 11の基準配合率を満たすこと。帽子
については、製品全体の総質量（繊維部分質量とし、ボタン、ホック、縫糸などの小付属

を除く）に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 11の基準配合率を満た
すこと、または表生地の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表

12の基準配合率を満たすこと。なお、再生材料を使用した小付属は製品全体の総質量およ
びリサイクル繊維の質量として基準配合率に含めてよい。

表 11.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　作業用手袋の基準配合率は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70％以上とし、反毛繊維を
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上　　含めてよい。
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること



10

表 12.繊維毎の表生地の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　60％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　60％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること

b.繊維部分が綿 100％の製品（ボタン、ホック、縫糸などの小付属および製品全体の総質量の
10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編込などを除く）であること。
且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していないこと。

c.繊維部分が綿などの天然繊維 100％の製品（ボタン、ホック、縫糸などの小付属および製品
全体の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編込などを除
く）であること。且つ、有機栽培のものであること。

(27)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。

(28)製品への化学物質の使用については、別表３に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(29)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂および後加工を指し、
着色材、フッ素系添加剤は除く）の使用のないこと。

(30)使い捨て製品ではないこと。

G.その他の衣服
(31)製品は、以下の a,bまたは cの要件のいずれかに適合すること。

a. 製品全体の総質量（繊維部分質量とし、ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属を
除く）に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 13の基準配合率を満たす
こと。または、表生地の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表

14の基準配合率を満たすこと。なお、再生材料を使用した小付属は製品全体の総質量およ
びリサイクル繊維の質量として基準配合率に含めてよい。

表 13.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
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表 14.繊維毎の表生地の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　60％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　60％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること

b.繊維部分が綿 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属および製品全体
の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編込などを除く）
であること。且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していな

いこと。

c.繊維部分が綿などの天然繊維 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属
および製品全体の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編
込などを除く）であること。且つ、有機栽培のものであること。

(32)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。

(33)製品への化学物質の使用については、別表 3に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(34)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂を指し、着色材、フ
ッ素系添加剤は除く）の使用のないこと。

(35)包装は、省資源（簡素化、軽量化）、繰り返し使用、リサイクル容易性、異種材料の分離容易
性、材質表示に配慮されていること。

(36)使い捨て製品ではないこと。

4-2.品質に関する基準
（37）製品の品質については、日本工業規格 JIS L 4107または自主規格などに従うこと。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。自主規格は、JIS L 4107などと同等か条
件の厳しいものであること。

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、エコマーク商品認定・使用申込書に添付すること。また、
申込む衣服へのエコマーク表示予定箇所および表示内容を提出すること。

（2）認定基準 4-1.(1),(8),(13),(17),(21),(26)および(31)a,bおよび cについては、紡績事業者の発行す
る原料（原料名、原料供給事業者名など）証明書を添付すること(cは解説 A-8参照)。ただし、生
地などにエコマーク認定品を使用する場合は、当該生地などの「ブランド名」および「認定番号」

をエコマーク商品認定・使用申込書に記載することで、基準への適合の証明とすることができる。

（3）認定基準 4-1.(1)d については、別紙に規定する引き取り、リサイクルまたは環境に調和したエ
ネルギ回収の体制が整備されていること（引き取りシステム、処理能力、処理内容、製品のリサ

イクル容易設計など）の説明書を提出すること。
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（4）認定基準 4-1.(17)dについては、中古製品供給者の発行する証明書を添付すること。
（5）認定基準 4-1.(2),(9),(14),(18),(22),(27)および(32)については、縫製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。

（6）認定基準 4-1.(3),(10),(15),(19),(23),(28)および(33)については、別表３に従って証明書を提出す
ること。

（7）認定基準 4-1.(4),(11),(16),(20),(24),(29)および(34)については、エコマーク商品認定・使用申込
書にハロゲン系元素で構成される樹脂の使用の有無を記述すること。

（8）認定基準 4-1.(5),(25)および(35)については、製品の梱包状態および使用梱包材などをエコマー
ク商品認定・使用申込書に具体的に記載すること（図、写真などを用いて補足してもよい）。

（9）認定基準 4-1.(6)については、ボタンなど付属品の交換システム（交換サービスは除く）に関す
る証明書を提出すること。体制が整備されていることなどを記述した文書（カタログなど）を提

出すること。

（10）認定基準 4-1.(7),(12),(30)および(36)については、解説Ｄ－１に示す使い捨て製品にあたるもの
であるか否か、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。

（11）認定基準 4-2.(37)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、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。

６．その他

（1）商品区分は4-1.A～Gの区分毎且つブランド名毎とし、4-1.(1),(8),(13),(17),(21),(26)および

(31)に規定するリサイクル繊維配合率または未利用繊維配合率（同一アイテムでの配合率が20％

以下の差を同一商品区分として扱う。表1、4、6、8、10、11および13を用いて繊維配合率を算出

した製品と表2、5、7、9、12および14を用いて繊維配合率を算出した製品を同一申込とすること

はできない。）、ｂ、ｃまたはｄの選択肢毎とする。

　　　ただし、セット販売される衣服については、4-1.A～Gの区分を適用せず、商品区分はブランド名

毎とし、4-1.(1),(8),(13),(17),(21),(26)および(31)に規定するリサイクル繊維配合率または

未利用繊維配合率、ｂ、ｃまたはｄの選択肢毎とする。

F.帽子・手袋のうち手袋については、品質などを含めて同一の商品であれば、プランド名に違いが

あっても同一商品として扱う。

（2）エコマーク表示の付近に認定番号を必ず併記すること。

（3）マーク下段表示は、下記に示す環境情報表示とする。なおエコマーク商品認定・使用申込
時にエコマーク表示箇所および表示内容を提出すること。環境情報表示は、左揃えの表示を

矩形枠で囲んだものとし、6.(1)に規定する選択肢とそれぞれ対応する「未利用繊維○％」
または「未利用繊維○％以上」、「反毛繊維○％」または「反毛繊維○％以上」、「再生 PET繊
維○％」または「再生 PET繊維○％以上」、「ケミカルリサイクル繊維○％」または「ケミカ
ルリサイクル繊維○％以上」、「無漂白」、「過酸化水素漂白」、「使用後回収・リサイクルする

衣服」、「有機栽培」または「リユース製品」と記載すること。未利用繊維および反毛繊維を

配合した作業用手袋は「未利用繊維・反毛繊維○％」または「未利用繊維・反毛繊維○％以

上」と記載すること。
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○％は申込製品の該当繊維の配合率を記載すること（整数値１桁目以下切り捨て）。ただし、

4-1.(1),(8),(13),(17),(26)および(31)に規定する表 2、5、7、9、12 および 14 繊維毎の表生地の

総質量に対する基準配合率に基づいた申込製品は、「（表生地）反毛繊維○％」または「（表生地）反

毛繊維○％以上」、「（表生地）再生 PET繊維○％」または「（表生地）再生 PET繊維○％以上」、
または「（表生地）ケミカルリサイクル繊維○％」または「（表生地）ケミカルリサイクル繊維

○％以上」と記載すること。

上記 6.(1)の同一商品区分内で該当繊維の配合率が異なる場合には、同一商品区分の最低値を記載

すること。

以下に、一例を示す。

　（数字のみでも可）

（4）認定基準 4-1.(1)において選択肢 dを選択した製品は、当該製品にエコマーク表示を行うこと。
(5) エコマーク認定番号、使用契約者名、及び住所（または住所のかわりに電話番号）を、エコマ
ーク商品またはその包装・容器に、エコマークと共に表示して下さい。

　ただし、ノベルティグッズ、名入れ商品または表示スペースがないなど、エコマーク使用契約

者名、及び住所（または住所のかわりに電話番号）を表示することが困難な場合には、エコマー

クの近傍に、エコマーク認定番号を明記して下さい。なお、この場合は、必ず表示内容をエコマ

ーク事務局に確認して下さい。（エコマーク使用規定第 7条）
（6）申込商品は、原則として「難燃剤」、「抗菌剤」の使用のないこと。また、「生分解性プラスチッ
ク」の表示のないこと。ただし、特別な事由により使用または表示する場合においては、「エコマ

ーク事業実施要領」に基づく「難燃剤」、「抗菌剤」および「生分解性プラスチックの表示」に関

する規定を満たすこと。具体的には、エコマーク商品認定・使用申込書に使用の有無を記載の上、

使用のある場合には別紙で規定の書類を添付すること。（「エコマークのてびき」より引用：「エ

コマーク事業実施要領」第 3章第 7項に相当する除外規定）

2003年 6月 20日　制定

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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繊維製品における化学物質の基準

以下に示す物質について、対象製品毎の基準値に示す条件に適合すること。

証明方法として、記号 1に定める物質については、防かび加工の有無を記述すること。防かび加工が
なされている製品は、加工剤を記述すること。記号 2に定めるホルムアルデヒドについては、厚生省令
34 号に定める試験結果を異なる生地毎に提出すること。記号 3 に定める物質については、毛製品であ
ることの有無を記述すること。毛製品は、当該物質の厚生省令 34 号への適合を説明する証明書を提出
すること。記号 4に定める物質については、防炎加工の有無を記述すること。防炎加工がなされている
製品は、加工剤を記述、もしくは防炎物品または防炎製品であることの証明書を提出すること。
記号 名称 基準値 試験方法 対象製品

1
有機水銀化合物
ﾄﾘﾌｪﾆﾙすず化合物
ﾄﾘﾌﾞﾁﾙすず化合物

検出しないこと 厚生省令 34号 全衣服（法律は下着類）

検出しないこと 乳幼児用(生後 24月以下)衣服2 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
75ppm以下

厚生省令 34号
乳幼児用以外の下着類、寝衣、
手袋、くつした、たび

3 ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ
DTTB

30ppm以下 厚生省令 34号 外衣類、中衣類、下着類

4 APO
TDBPP
ﾋﾞｽ(2･3-ｼﾞﾌﾞﾛﾑﾌﾟﾛﾋﾟ
ﾙ)ﾎｽﾌｪｲﾄ化合物

検出しないこと 厚生省令 34号 寝衣

  以下に示す加工について、加工時の配慮事項に示す条件に適合すること。
　証明方法として、各加工の有無を記述すること。
加工の名称 加工時の配慮事項
ﾎﾙﾏﾘﾝ樹脂加工 遊離ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ量（外衣類：300ppm以下、中衣類：75ppm以下）

試験方法は上記同。
蛍光増白加工 必要最小限の加工にとどめ、過剰加工にならないよう十分注意すること。乳幼児用

製品には、できる限り加工を避けること。
難燃加工
柔軟加工

必要最小限の加工にとどめ、過剰加工にならないよう配慮すること。

衛生加工 人体への安全性に疑義のある加工剤の使用は、自粛すること。
製品漂白加工 製品漂白加工を企画する場合は、製品の安全性を確認した上で製品化すること。

中衣：ここでは、下着を除く直接肌に触れる可能性の高い衣服を指すこととした。

　以下の①、②および③に示す染料を処方構成成分として添加していないこと。

羊毛以外の繊維は、クロム系染料を処方構成成分として添加していないこと。

証明方法として、製品を染色する工場長の発行する証明書を提出すること。

①分解して下記の発癌性アミン類を生成する可能性があるアゾ系染料

　　（ドイツ食品日用品法第 35 条に基づく公的試験方法集成で定められた分析方法により下記のアミ
ンの１つ以上が製品 1kg当たり 30mgを超えて検出されるもの）

発癌性ランク（Ａ１）
92-67-1 4-aminobiphenyl C1(EU),1(NTP,IARC)
92-87-5 Benzedrine C1(EU),1(NTP,IARC)

別 表 ３

参考:有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

参考：47繊局第 569号通商産業省繊維雑貨局長
48生局第 289号通商産業省生活産業局長
63生局第 226号通商産業省生活産業局長
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95-69-2 4-chloro-o-toluidine 2A(NTP,IARC)
91-59-8 2-naphthylamine C1(EU),1(NTP,IARC)
発癌性ランク（Ａ２）
97-56-3 o-aminoazotoluene C2(EU), 2B(NTP,IARC)
99-55-8 2-amino-4-nitrotoluene 3(NTP,IARC)
106-47-8 4-chloroaniline C2(EU), 2B(NTP,IARC)
615-05-4 2,4-diaminoanisole 2B(NTP,IARC)
101-77-9 4,4'-diaminodiphenylmethane C2(EU), 2B(NTP,IARC)
91-94-1 3,3-dichlorbenzidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
119-90-4 o-dianisidine; 3,3'-Dimethoxybenzidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
119-93-7 o-tolidine; 3,3'-Dimethylbenzidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
838-88-0 4,4'-diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane C2(EU), 2B(NTP,IARC)
120-71-8 p-cresidine 2B(NTP,IARC)
101-14-4 4,4'-diamino-3,3'-dichlorodiphenylmethane C2(EU), 2A(NTP,IARC)
101-80-4 4,4'-diaminodiphenylether 2B(NTP,IARC)
139-65-1 4,4'-diaminodiphenylsulfide 2B(NTP,IARC)
95-53-4 o-toluidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
95-80-7 2,4-diaminotoluene C2(EU), 2B(NTP,IARC)
137-17-7 2,4,5-trimethylaniline
90-04-0 o-anisidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
95-68-1 2,4-xylidine 3(NTP,IARC)
87-62-7 2,6-xylidine 2B(NTP,IARC)
60-90-3 4amino-azo-benzen C2(EU)
  ② 発癌性染料
569-61-9 C.I. BASIC RED 9 CI 42500 C2(EU), 2B(NTP,IARC),

ECOTEX
2475-45-8 C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500 C2(EU), 2B(NTP,IARC),

ECOTEX
3761-53-3 C.I. ACID RED 26 CI 16150 2B(NTP,IARC),ECOTEX
6459-94-5 C.I. ACID RED 114 CI 23635 2B(NTP,IARC)
2602-46-2 C.I. DIRECT BLUE 6 CI 22610 C2,R3(EU),2A(NTP,IAR

C),ECOTEX
1937-37-7 C.I. DIRECT BLACK 38 CI 30235 C2,R3(EU),

2A(NTP,IARC),ECOTEX
573-58-0 C.I. DIRECT RED 28 CI 22120 C2,R3(EU) ,ECOTEX
2932-40-8 C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855 ECOTEX
  ③ 皮膚感作性染料
2475-46-9 C.I. DISPERSE BLUE 3 CI 61505 ETAD,ECOTEX
12222-75-2 C.I. DISPERSE BLUE 35 ETAD,ECOTEX

C.I. DISPERSE BLUE 106 ETAD,ECOTEX
C.I. DISPERSE BLUE 124 ETAD,ECOTEX

2832-40-8 C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855 ETAD,ECOTEX
730-40-5 C.I. DISPERSE ORANGE 3 CI 11005 ETAD,ECOTEX

C.I. DISPERSE ORANGE 37 ETAD,ECOTEX
2872-52-8 C.I. DISPERSE RED 1 CI 11110 ETAD,ECOTEX
2475-45-8 C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500 ECOTEX
3179-90-6 C.I. DISPERSE BLUE 7 CI 62500 ECOTEX
3860-63-7 C.I. DISPERSE BLUE 26 CI 63305 ECOTEX

C.I. DISPERSE BLUE 102 ECOTEX
C.I. DISPERSE ORANGE 1 CI 11080 ECOTEX
C.I. DISPERSE ORANGE 76 ECOTEX

2872-48-2 C.I. DISPERSE RED 11 CI 62015 ECOTEX
C.I. DISPERSE RED 17 CI 11210 ECOTEX

119-15-3 C.I. DISPERSE YELLOW 1 CI 10345 ECOTEX
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C.I. DISPERSE YELLOW 9 CI 10375 ECOTEX
C.I. DISPERSE YELLOW 39 ECOTEX
C.I. DISPERSE YELLOW 49 ECOTEX

参考：国際がん研究機関(IARC)
米国国家毒性プログラム(NTP)
EU Directive 76/769/EC
EU Directive 2002/61/EC
染料および有機顔料製造会社生態学毒物学協会(ETAD)
ECOTEX STANDARD 100
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別　紙

引取・リサイクルに関する証明書類

① 引取・リサイクルシステムの名称

② 引取・リサイクルの区分

マテリアルリサイクル／ケミカルリサイクル

③ 引取・リサイクルシステムの概要（引取・リサイクルシステム稼働実績にもとづくものとする）
1) 財源
2) 引取の担保
　　　　例：ユーザとの引取契約、製品への織ラベル縫付など

3) 引取・リサイクルシステムの稼働状況
　　　　例：引取・リサイクル対象製品・素材（天然繊維 100％、合繊混紡率など）、
　　　　　　引取・リサイクルシステム適用地域、

引取率（引取数／販売数）、リサイクル率（リサイクル数／引取数）、

製品当りのリサイクル率（リサイクル重量／製品重量）、

引取能力、リサイクル処理能力（○○ｔ／年）、

再商品化展開用途など

4) 引取・リサイクルシステム全体像と関係者の位置づけ

　　　 　例：アパレルが広域再生利用指定制度を受けた場合のモデル
　

素材　　　　　アパレル　アパレル　アパレル　アパレル　　　　小売り A　　　　　ユーザ 1　　　　　　販売ルート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小売り B　　　　　ユーザ 2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユーザ 3
　　　　　　　　　　　　　　　　（委託　マテリアル）

　　　リサイクル業者リサイクル業者リサイクル業者リサイクル業者　　　中間処理業者　　　回収拠点中間処理業者　　　回収拠点中間処理業者　　　回収拠点中間処理業者　　　回収拠点　　　　　回収ルート

　　　　　　　　　　再利用業者

　　　　　広域再生利用指定制度の認可業者　　　　産業廃棄物処理業認可業者
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④ リサイクル処理事業者名称および廃棄物処理業許可の有無

　1) 自社工場内処理（申込者）
　2) 中間処理業者
　3) 最終処理業者
などの関係者毎に事業者名称および廃棄物処理業許可などの証明書

⑤ リサイクル処理業者への引き渡し方法

申込製品の排出形態（産業廃棄物、一般廃棄物、有価物など）および排出者からリサイクル処理事

業者までの申込製品引き渡し方法に関する説明

⑥ 契約書の提出

1) 産業廃棄物処分および収集運搬委託契約書の写し
2) 業務委託契約書（申込者と引取・リサイクルシステム運用者間の業務委託）の写しなど

産業廃棄物で「広域再生利用指定制度」に指定されているケースであれば、③～⑥は全て満足する。

産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合には、上記③～⑥の証明が必要となる。
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解説　　　　　　　　　　　「衣服」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年 6月 20日制定
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

　以下の図「繊維製品のライフサイクルフロー」に示すように、衣服は、経済産業省資料

によると、年間 110万 9千 tが消費されており、再生資源として約 18万 tが回収されてい
る。再商品化としては 20％に満たない。本商品類型は、リサイクル促進を図るために未利
用繊維およびリサイクル繊維を使用した衣服を採り上げ、エコマークを付けることによっ

てリサイクル製品の普及を図り、いわゆる循環の輪の出口部分のパイプを太くする役割に

重点を置くこととした。加えて、制服、事務服、作業服、衛生衣およびスポーツ着は、不

要品となった際の引き取り・リサイクルの仕組みを整えることについても基準項目に採り

上げた。また、化学物質の使用については、これまでの基準内容を大幅に強化し、化学物

質汚染の軽減に一層努めるものとした。

繊維製品のライフサイクルフロー図

【消費段階】
繊維総消費量　（２３１７千ｔ）
　うち衣料品　（１１７１千ｔ）

【再使用（リユース）】
 ・譲渡（６６千ｔ）
・ バザー・フリマ（１４千ｔ）
・ リサイクルショップ（１８千ｔ）
・ 中古衣料輸出（７０千ｔ）【排出段階】

繊維総排出量　　（２０７６千ｔ）
　うち一般廃棄物（１７１４千ｔ）
  　うち衣料品　（１０６９千ｔ）

【再生資源として回収】
　集団回収量（　７５千ｔ※）
　分別回収量（１５６千ｔ※）（資源ごみとして回収）
　　
　総回収量　（２５９千ｔ※）
　（直接、事業所から回収した分等も含む）

一般・産業廃棄物処理業者等
により、埋め立て・焼却処分

【処理段階（再商品化段階）】

＜上記総回収量（２５９千ｔ）のうち＞

 　①古着として再利用（７２千ｔ）
 　②反毛原料として再利用（４０千ｔ）
 　③ウェス原料として再利用（５５千ｔ）
廃棄物として処分（９２千ｔ）

《製造工程での再生利用》

 ④産業廃棄物（繊維くず等）の再利用（８０千ｔ）

廃棄廃棄廃棄廃棄
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(1)再商品化量　　　　　 ＝　２４７千ｔ２４７千ｔ２４７千ｔ２４７千ｔ；①＋②＋③＋④

(2)総排出量　　　　　　 ＝２０７６千ｔ２０７６千ｔ２０７６千ｔ２０７６千ｔ

(3)再商品化率（(1)／(2)） ＝１１．９％１１．９％１１．９％１１．９％

（注）上記の各数値は、一部アンケート調査を除き、平成１３年度委託調査「繊維産業活

性化対策調査（消費流通実態調査分）」に基づき、１９９９年度の年間ベースで推計（一部、

他年度の数値含む）。また、排出量は廃棄物の実態調査や需要比率等を参考に推計している

要素が多いため、消費量（需要量）と比べると若干小さい数値となっている。

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。帽子・手袋で

は、作業用手袋について未利用繊維または再生 PET繊維の使用が進んでおり、対象外とす
ることが検討された。結果として、バージン繊維製品が急速にシェアを伸ばしている現状

から、対象として残すこととした。日本標準商品分類において繊維製品に分類されるもの

のうち、繊維以外の材料使用割合の大きい製品（帽子など）については、表生地の総質量

に対する基準配合率を新たに設定し、未利用繊維またはリサイクル繊維の使用割合が大き

い生地であれば、エコマーク商品認定を受けやすくなるようあらためた。

　衣服については、セット販売品の場合に新たにワイシャツ、帽子、手袋などを衣服とし

て含めるものとするが、ネクタイなどの一部付属品については従来どおり別に定める「家

庭用繊維製品」で扱うものとした。

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

　未利用繊維の定義において a.工程内端材などを有効利用した短繊維からなる糸、b.キュプ
ラに代表される資源を有効利用した化学繊維、c.ヘンプ、ケナフなどのこれまで資源として
活用されていなかった新用途繊維の扱いについて検討した。a.はこれまでどおり対象とし、
一層の普及に努めるものとされた。b.のキュプラについては工業的に利用されているという
ことで対象外とすることも検討されたが、本来なら捨てられる資源であるコットンリンタ

ーを原料とし、生地としてエコマーク認定を受けている。a.と同等に有効利用であることか
らキュプラは未利用繊維に含むものとした。ただし、環境に関する基準における未利用繊

維の基準配合率の設定においては、別に配合率を設定した。c.のヘンプ、ケナフ、竹繊維な
どについては新規用途の開発であり、比較素材として他の同様の繊維製品がない。他の同

様の繊維と比較してより環境に配慮している繊維を採り上げる方針であるため、本商品類

型では対象外とした。

　反毛繊維について、「反毛」という言葉が新しい言葉であるため、一般に意味が理解され

ていない。「日本標準商品分類（総務省）」、「日本工業規格 JIS L 0204（（財）日本規格協会）」、
「繊維製品リサイクル懇談会報告書（経済産業省　平成 13 年 9 月）」、「繊維リサイクル問
題の全てがわかる（日本繊維屑輸出組合　平成 13年 8月）」および「服飾辞典（同文書院）」
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によると、反毛とは「使用済み衣服など（故繊維業界でボロまたは古着・古布と呼ばれる

もの）および紡績工場の糸くず、織布工場の糸くず、縫製工場の裁断くずなどの工程外端

材（故繊維業界でくず繊維と呼ばれるもの）を、反毛機（廻切反毛機、ガーネット反毛機

などがある）で解きほぐし、綿状の繊維に戻すことおよび戻した繊維のこと。」と整理され

る。このような考え方に基づいて「反毛繊維」を定義した。

　再生 PET 繊維について、「再生処理フレークまたは、ペレットを利用してリサイクルさ
れた PET樹脂からなる繊維」と定義していた。再生処理技術の向上により、プレコンシュ
ーマ PET素材の生地の端材を直接再生処理する事業者が出てきたため、定義を「フレーク
または、ペレットなど」と拡大した。

　未利用布およびリサイクル布については、故繊維再生市場が大別すると古着・反毛・ウ

エスから構成されていることから、新たに定義として明確化し、近年急激に減少している

未利用布およびリサイクル布の利用を促すこととした。

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

点から製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「衣服」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○印及び◎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、B-5、B-6、B-7、B-8、B-9、C-1、C-7、E-7、F-1、F-
7および F-8（表中◎印）である。
　なお、表中の　　　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。

表　「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」

商品のライフステージ

　　　　　環境負荷項目
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．生態系への影響
５．大気汚染物質の排出 ◎ 　　
６．水質汚濁物質の排出 ◎ ○
７．廃棄物の発生・処理処分 ○ ◎
８．有害物質などの使用・排出 ○ ◎ 　◎
９．その他の環境負荷 ○ ◎
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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)については、環境的背景にも述べているとおり、繊維の廃棄物としての排出量は約 170
万 tにものぼり、廃棄物削減、資源の有効利用は急務であるため、本項目は基準を策定する
項目として選定された。基準配合率を製品全体、表生地、裏生地、芯地などいずれの質量

割合で設定するか検討した結果、製品開発を促すために、製品全体の総質量と表生地の総

質量で基準配合率を設定し、いずれかを満たすこととした。また、その際の未利用繊維、

反毛繊維、再生 PET繊維、ケミカルリサイクル繊維の基準配合率は現在の紡績各社の持つ
技術で達成できるレベルとして、繊維 to繊維は 10％、繊維以外 to繊維は 50％を基本レベ
ルとした。なお、小付属には織ネームを含むものとする。

　また、未利用繊維○％＋リサイクル繊維○％で合わせて○○％というように、併用した

製品への対応についても検討したが、現時点では未利用繊維またはリサイクル繊維のいず

れかの基準配合率を満たすことを前提条件とし、従来から未利用繊維と反毛繊維を混合し

て配合している作業用手袋および毛布などを除き、採り上げないこととした。

　未利用繊維および反毛繊維は綿および化学繊維が中心素材となり、再生 PET繊維および
ケミカルリサイクル繊維は再生したポリエステル（ケミカルリサイクル繊維はナイロンを

含む）のリサイクル促進となる。羊毛は反毛後 2cm以下の極めて短い繊維となり、梳毛（そ
もう）製品における反毛繊維使用は難しいが、紡毛製品ではウールのリサイクル繊維を使

用可能である。

(2)については、綿ではオーガニックコットンの名称で欧米を中心に様々な団体で認証が
行われている。従って、有機栽培綿などに関する基準を策定する項目として選定された。

(3)については、他委員会で検討されているため、基準を策定する項目として選定されな
かった。

◇Ａ－８　◇Ａ－８　◇Ａ－８　◇Ａ－８　（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用・排出）・排出）・排出）・排出）

　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)できうる限り再生繊維を使用すること
(2)持続的利用可能な資源は、持続的利用のための配慮を行っていること。天然資源（毛、
綿、麻、絹など）の持続的利用に配慮されていること

(3)生分解性のある資源の使用

(1)綿などの栽培時の環境負荷、羊の飼育時の環境負荷
(2)生産国の関連する環境法規などを遵守していること
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(1)および(2)については、綿や羊毛などは生産国の基準を遵守していることと基準に明記
するか議論されたが、証明が困難なため、基準を策定する項目としては選定されなかった。

「有機栽培」の定義は、日本オーガニックコットン協会の認証規定と基準を参考に整理

した。有機栽培綿とは「素材認証の確認として、オーガニックコットン素材（糸、生地な

ど）に対して発行された「素材認証書」を有するもの。」とし、綿花の確認は、オーガニッ

クコットンに対して発給される綿花生産地の適格な機関の証明書（綿俵番号が明記されて

いるもの）と取引時に発行されるインボイス、パッキングリストあるいは納品書（同じ綿

俵番号が記載されているもの）で行うこととする。

◇Ａ－９　◇Ａ－９　◇Ａ－９　◇Ａ－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。

本項目については、現在、遺伝子組換体の商業的利用は行われておらず、今後の状況に

より検討することとし、基準を策定する項目として選定されなかった。

BBBB．製造．製造．製造．製造

◇Ｂ－１　◇Ｂ－１　◇Ｂ－１　◇Ｂ－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)については、リサイクル繊維に限らず、衣服などの製造においては洗浄などの目的で
水を大量に使用している。このため、製造時の水使用量が少ないことは環境への配慮とし

て挙げられる。エコマーク商品類型「再生 PET樹脂を使用した衣服」において、水使用量
の極端に多い製品については認定しないこととして基準項目となっていた。具体的に製品

毎の製造時の水使用量を測定することは難しく、相対的に判断することは困難なであり、

製品種類毎の水使用量の差より、工場により水使用量に差が出ると考えられたため、基準

を策定する項目としては選定されなかった。エネルギについても同様に整理された。

(2)については、リサイクル容易設計についてはリサイクルシステムに応じた配慮が必要
であり、リサイクルが容易な素材について書き出すことは困難である。リサイクル容易設

計は、F-7の項目で検討したリサイクルシステムに含まれると判断され、リサイクルの仕組
みが整っていることの証明方法の一つとし、リサイクル容易設計として基準を策定する項

目には選定されなかった。

◇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）

(1)リサイクルされた繊維を使用した場合、エネルギや水を著しく使用しないこと
(2)リサイクルが容易な商品設計

(1)遺伝子組換体
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本項目では以下の点が検討された。

本項目については、エネルギ消費の観点から濃色より淡色の方が染色工程でのエネルギ

負荷が少ないとの意見があった。色によってエネルギ負荷を比較することは工場規模、染

色堅牢度などの性能などさまざま要素が関係しており淡色の方が環境に配慮しているとは

判断できない。従って、本項目は基準を策定する項目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。

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、衣服を製造する縫製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）基準を策定する項目として選定された。環境に関する基準では、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明記した。

(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。
(2)および(3)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。

◇Ｂ－７　◇Ｂ－７　◇Ｂ－７　◇Ｂ－７　（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生・処理処分）・処理処分）・処理処分）・処理処分）

本項目では以下の点が検討された。

(1)については、廃棄物の削減量、リサイクル状況を認定基準として相対的に判断するこ
とは困難なため、基準を策定する項目としては選定されなかった。

(2)については、(1)と同様に、認定基準として汚泥の量を相対的に判断することは困難な

(1)濃色よりも淡色または生成（きなり）の方がエネルギ使用が少ない

(1)大気汚染物質の排出のないこと

(1)水質汚濁物質の排出のないこと
(2)染色時、環境への影響が抑制されていること
(3)環境ホルモン認定物質の使用が抑制されていること

(1)廃棄物の削減、リサイクル化
(2)汚泥の減量化
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ため、基準を策定する項目としては選定されなかった。

◇Ｂ－８　◇Ｂ－８　◇Ｂ－８　◇Ｂ－８　（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用・排出）・排出）・排出）・排出）

本項目では以下の点が検討された。

(1)および(2)については、環境および人体への影響を考慮し、有害と判断された物質の使
用の禁止または使用制限の数値を定め、別表 3 として添付した。化学物質については、そ
の影響力を検討し、法の遵守、使用の禁止、数値基準の設定、定性的基準の設定、報告と

いう段階的な基準設定の考え方がエコマーク類型・基準制定委員会に関するガイドライン

で定められている。今回、報告レベルの物質についてはアパレル側からエコマーク事務局

への報告として基準化するのではなく、報告義務はないが健康、環境への影響が懸念され

る物質として、文献、研究事例などに被害事例などがある物質などについて情報提供する

こととした。この情報提供によって、アパレル各社はエコマーク商品に該当物質を使用す

ることは可能であるが、将来の認定基準としての制限の可能性、消費者への被害対策の可

能性などのリスクを考慮することになり、トータルバランスで製品への環境配慮を行う必

要が生じる。健康、環境への影響が懸念される物質であっても、このような手法により一

層の環境配慮が見込めるため、本項目は基準を策定する項目として選定された。具体的な

情報提供リストは、関係者、専門家らと検討を継続し、取りまとめ次第、公表する。なお

本情報提供については、必要に応じて国立医薬品食品衛生研究所との検討により、基準の

レベル、情報提供物質の見直しを行うこととなる。

蛍光増白加工、難燃加工、柔軟加工、衛生加工および製品漂白加工については、経済産

業省通達に準じることとし、事業者が自主的に使用量を抑制することを期待した報告レベ

ルの基準項目とした。

ECOTEX に規定されている化学物質については、検討の結果、ECOTEX の試験方法が非公開

であるため、環境に関する基準としては扱わないこととした。しかし、これらの化学物質

については、次回の基準見直し時に再検討することとされた。

遊離ホルムアルデヒド量については、繊維製品への規制が乳幼児用一般衣料「検出しな

いこと」、下着類「75ppm以下」とされている。本商品類型では、アレルギー性接触皮膚炎
など健康被害をもたらす物質として遊離ホルムアルデヒド量を乳幼児用一般衣料品につい

ては法規で定められているレベルと同様に使用禁止、直接肌に触れるものではない外衣

300ppm以下、中衣 75ppm以下とした。遊離ホルムアルデヒド量は商品の保管状況などに
より変化するため、メーカによる出荷時以降の遊離ホルムアルデヒド量の正確な把握は困

難である。そのため、認定基準値は出荷時の試験結果の値を用いることとした。遊離ホル

ムアルデヒド量の試験は厚生省令 34 号を採用する。試験機関により JIS L 1041 を規定し

(1)有害物質の使用、排出が抑制されていること
(2)環境および人体に優しい加工剤の使用
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ている場合もあるが、内容的にはほぼ同義であり、本商品類型は厚生省令 34 号と記載した。

従って、本項目は基準を策定する項目として選定された。なお、ここでいう遊離ホルムア

ルデヒド量 75ppm以下に該当する中衣とは「ベスト、ブラウス、ワイシャツ、Ｔシャツ、
ポロシャツ、チョッキなど」とし、外衣とは「スーツ、セーター、カーディガン、プルオ

ーバー、ワンピース、スカート、オーバー、カバーオール、コンビネーション、ロンパー

ス（ダレコロンパース、吊ロンパース）、ボレロ、スモック、ジャケット、上衣、ズボン、

パンタロン、ブルマース、おくるみなど」、くつしたとは「ソックス、ストッキング、パン

ティストッキングなど」を指すこととし、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法

律」との整合を図ることとした。

染料については、染料および有機顔料製造会社生態学毒物学協会（ETAD）が製造・販売
を自主規制している染料群リストとして a.分解して別表 3 の発ガン性アミン類を生成する
可能性があるアゾ系染料、b.発ガン性染料、c.皮膚感作性染料に関し ECOTEX に規定され
る染料を追加したものを認定基準として整理した。当該リストは、ドイツにおいて日用品

への使用が禁止されている物質を含んでおり、「再生 PET 樹脂を使用した衣服」で採り上
げた染料リストを大幅に強化した結果となった。

クロム系染料は、現在約 4700t の生産量があり、主として黒や紺色を出すために衣服な
どにも使用されている。重金属削減の観点から「再生 PET樹脂を使用した衣服」において
羊毛以外の繊維は使用のないこととされており、今回あらためて見直した。結果として、

羊毛業界において代替染料の開発を進めているものの、現在においてもクロム系染料の使

用は欠かせないものとなっており、本認定基準では羊毛以外の繊維はクロム系染料の使用

のないこととした。

綿における塩素漂白については、高付加価値商品としてではあるがすでに取り組まれて

おり、漂白剤の使用を抑制するため、認定基準を策定する項目として選定された。羊毛の

防縮加工は、先加工として一部で塩素処理がなされている。主としてポリウレタン樹脂に

よる後加工が行われており、直接的な認定基準ではなく、工場として環境法規を遵守する

こととし、本項目は認定基準を策定する項目として選定された。

ハロゲン化合物を含有している製品については、ポリ塩化ビニリデン、臭素系難燃剤な

どの含有と燃焼廃棄時のダイオキシンの発生との関係があげられる。検討の結果、防火安

全性能の維持を考慮しつつ、有害物質の発生を極力回避するため、ハロゲン化合物が処方

構成成分として添加されている製品（繊維としての樹脂および後加工を指し、着色材、フ

ッ素系添加剤は除く）は認めないこととした。また、防炎物品または防炎製品に指定され

ている製品や毛布、床敷物などの使用回避が難しいものは、本項目を適用しないこととし

た。衣服用生地の生産工程は以下のとおりである。本認定基準に示す後加工とは、編織加

工から後の工程での加工剤の添加を指す。

衣服用生地の生産工程

紡績工程　→　編織工程　→　染色工程
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　「無漂白」の定義は、日本オーガニックコットン協会の認証基準に準じ、仕上げ加工工

程における薬剤について下表の範囲で使用を認めた綿製品とした。なお、精練・漂白工程

が同一工程のものは、過酸化水素による漂白が一般的であり、特に環境保全上の問題とな

る事項も挙げられなかったことから、「過酸化水素漂白」として認めることとした。

　エコマーク商品類型No.44「無漂白の衣服、寝具、タオル」では、無漂白、無蛍光、およ
び無染色または草木染めの絹製品などを対象としていた。本商品類型は、他の同様の繊維

と比較してより環境に配慮している繊維を採り上げる方針であり、一般的な絹製品が漂白

工程を経ないものであることから、本観点において既に環境に配慮しているものと判断し、

基準から削除した。

　　　　　　　表　仕上げ加工工程での使用可能薬剤一覧

１
糊
抜
き

使用可能　熱水・クエン酸、酢酸・塩・酵素（プロテアーゼ、リパーゼ、アミラ
ーゼ、セルラーゼなど）・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオ
ン活性剤・グルコン酸ソーダ、その他の有機キレート剤

精
練
・
漂
白
が
同
一
工
程
の
も
の

２
精
練
・
漂
白

使用可能　熱水・酵素（プロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼなど）・
クエン酸、酢酸・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオン活性剤・
グルコン酸ソーダ、その他の有機キレート剤
ソーダ灰・1.5％owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素ま
たは熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残渣を残さ
ないこと。

１
糊
抜
き

規定せず精
練
・
漂
白
が
別
工
程
の
も
の

２
精
練

漂白は行わないこと

精練に使用可能　熱水・酵素（プロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼ、セルラー
ゼなど）・クエン酸、酢酸・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオ
ン活性剤・グルコン酸ソーダ、その他の有機キレート剤

◇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)関連する環境法規および通達の遵守

無
漂
白
　
と
表
示

過
酸
化
水
素
漂
白
　
と
表
示
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　本項目についてはＢ－５項でも検討されている。さらに、騒音、振動についても近隣苦

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Ｃ．流通Ｃ．流通Ｃ．流通

◇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)および(2)については、基本的に簡素な包装が多いものの、包装の簡素化、包装資材の
リユース、リサイクルは資源消費量の低減に効果があると判断され、基準を策定する項目

として選定された。

Ｄ．使用消費Ｄ．使用消費Ｄ．使用消費Ｄ．使用消費

◇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)については、商品の長寿命化とともに、資源消費量の低減につながると考えられるた
め、基準を策定する項目として選定された。

(2)については、使い捨て製品とは、一般的に繰り返し使用される代替製品があるにもか
かわらず 1 回程度の使用を想定して設計された製品を指し、エコマーク商品に認めない物
として、基準を策定する項目として選定された。イベントなどで使用されるユニフォーム

は、使い捨て製品には当たらないこととした。医療用ドレープ、手術着およびガーゼなど

は使いきり製品であると判断され、エコマーク商品として認め得ることとした。使いきり

製品とは、用途上、一般的に繰り返し使用される同様の製品のないものであって、1回程度
の使用を想定して設計された製品を指し、トイレットペーパ、メモ帳などが挙げられる。

(3)については、ズボンの裾あげや袖つめなどのサイズ直しによる長寿命化は、望ましい
ことであるが以前より行われていることであり、特に環境に関する基準として取り上げる

必要はないと判断され、本項目は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)包装は繰り返し使用できるか、リサイクル可能であること
(2)包装資材の簡素化、過剰な包装を行っていないこと

(1)ボタンなど付属品の供給システムが整っていること
(2)長寿命化に配慮されていること（使い捨て製品ではないこと）
(3)成長にあわせてサイズ変更が可能などリフォーム容易設計であること
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本項目については、購入した衣服の洗濯後にアイロンがけを必要としないものは、省エ

ネルギにつながるとして検討された。具体的には形態安定加工などを指しているが、省エ

ネルギにつながると期待はできるものの、消費者のアイロンがけを辞めるという環境保全

意識による間接的効果に留まるため、環境に関する基準を策定する項目として選定されな

かった。

◇Ｄ－３　◇Ｄ－３　◇Ｄ－３　◇Ｄ－３　（オゾン層破壊物質の排出）（オゾン層破壊物質の排出）（オゾン層破壊物質の排出）（オゾン層破壊物質の排出）

本項目では以下の点が検討された。

本項目については、水洗い可能製品の表示の義務付けを行うか検討されたが、ドライク

リーニングと水洗いの環境負荷比較に関するデータがないこと、洗濯については品質表示

で表示されるため、環境に関する基準を策定する項目として選定されなかった。

◇Ｄ－６　◇Ｄ－６　◇Ｄ－６　◇Ｄ－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。

本項目については、データが少なく、本項目だけを取り上げ、基準を策定することは困

難であるため、品質に関する基準に統合することとし、環境に関する基準を策定する項目

として選定されなかった。

◇Ｄ－８　◇Ｄ－８　◇Ｄ－８　◇Ｄ－８　（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用・排出）・排出）・排出）・排出）

本項目では以下の点が検討された。

本項目については、B-8項において一括して検討されたため、省略する。

Ｅ．廃棄Ｅ．廃棄Ｅ．廃棄Ｅ．廃棄

(1)洗濯はドライクリーニングでなく水洗いを推奨

(1)染色堅牢度について

(1)アイロンを必要としない省エネルギ製品

(1)「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」、「ホルマリン樹脂加工について
（昭和 47年 7月 20日 47繊局第 569号通商産業省繊維雑貨局長　現生活産業局長）」
などの衣服を対象とする法規および通達などに適合していること。

(2)染料にあっては、ベンジジン染料、クロム系染料および発ガン性アミンを生成するア
ゾ系染料の使用のないこと

(3)製品に有害物質、重金属などの規制物質の使用のないこと
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◇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。

　本項目については、熱エネルギの回収率を明記するか検討されたが、商品ごとの熱エネ

ルギを算定することは不可能であるため、商品の中のリサイクルできない部分については

熱エネルギとして回収されることのみを証明することとし、基準を策定する項目として選

定された。

Ｆ．リサイクルＦ．リサイクルＦ．リサイクルＦ．リサイクル

◇Ｆ－７　◇Ｆ－７　◇Ｆ－７　◇Ｆ－７　（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生・処理処分）・処理処分）・処理処分）・処理処分）

本項目では以下の点が検討された。

(1)については、B-1(2)項と統合し検討されたため、省略する。
(2)については、リサイクルを促進するためには、必要不可欠な条件であるため、基準を
策定する項目として選定された。本項目は、共通項目とすることには技術的には困難なで

あるという判断から、環境に関する基準では選択項目とした。今回は、リサイクルシステ

ムが確立されつつある、制服、事務服、作業服、衛生衣およびスポーツ着、外衣で本項目

を適用することとした。

４－２　品質に関する基準について４－２　品質に関する基準について４－２　品質に関する基準について４－２　品質に関する基準について

　自主規格は日本工業規格 JIS L 4107などと同等、またはそれ以上の品質を保証する規格
とする。併せて、ここでいう自主規格とは、申込製品の製造事業者と製品の発注者との間

に取り決められた納入規格が、申込製品の製造事業者のみが策定する規格より優先するも

のとする。

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

　商品区分については、エコマーク商品類型 No.103「再生 PET 樹脂を使用した衣服」に
おいて緩和してほしいという要望や詳細内容に関する問い合わせが多く、今回の見直しで

わかりやすくあらためた。これまではブランド名毎、素材の違い（綿混／ウール混は別申

込）、日本標準商品分類による６桁分類毎、再生 PET 樹脂使用率の違いで別申込としてい
たが、ブランド名毎、4-1.(1)に規定する基準の内容毎（未利用繊維配合率およびリサイクル
繊維配合率によって別申込とする）とした。これまでセット販売品については上記商品区

分によって別申込となるケースが多かったが、セット販売される製品に限って、同一申込

(1)焼却時に熱エネルギとして回収される仕組みが整っていること

(1)回収された製品はリサイクルされる部分の多いこと
(2)不要品の引取、リサイクルのシステムがあること
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として扱える範囲を大幅に広げた。また、衣服は受注時期が異なった場合などに生産時の

材料調達などの都合上、ロットによっては使用生地などが変わってしまうこともある。製

品としての仕様は変わらないことから、これを同一申込として扱うことができるよう改定

した。



　　　　　　　　　　　　　　　付属証明書    　　　　　年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社名）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（社印を捺印）

＜付属証明書の作成方法＞

１． 申込製品に関する必要事項を「記入欄」に記載して下さい。

「記入欄」に網かけがある「項目」は記入不要です。

２． 「添付証明書」欄の各証明書を用意して下さい。各証明書は、本付属証明書と併せてエコマーク

商品認定・使用申込時に提出して下さい。

「添付証明書」に網かけのある「項目」は、添付証明書の提出は不要です。

３． 各証明書の作成は（記入例）を参照して下さい。

４． 「添付証明書」の作成は「添付証明書の発行者」欄を確認して下さい。

５． 付属証明書の作成はＡ～Ｇの区分毎です。申込製品にあてはまる付属証明書を選択して下さい。

＊ Ａ～Ｇの区分をまたがってセットで販売する場合、以下のチェック欄に印をつけてください。

　　　　□ Ａ～Ｇの区分において、複数の区分の製品をセット販売する

項目 添付証明書 添付証明書の発行者

6.(1)型式（品番）リスト 証明書（記入例１-Ａまたは１-Ｂのどちらか） 申込者

6.(2),(3)エコマーク表示予定箇所、
マーク下段の環境情報表示、

認定番号の表示

表示予定設計図の提出（書式自由・原稿） 申込者

6.(5)エコマーク使用契約者名、住　
　　所(電話番号)および認定番号の
　　表示（使用規定第7条）

表示予定設計図の提出（書式自由・原稿） 申込者

No.103
Version2.0
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Ａ．制服、事務服、作業服、衛生衣およびスポーツ着、外衣

【選択肢ａ,ｂ,ｃ,ｄ】：認定基準4-1.(1)の選択肢のうち、1つを選択し、以下に記入して下さい。
項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(1)選択肢 a□ b□ c□ d□

(1つを選択しチェックして下さい)

証明書（記入例１-Ａ（製
品全体）または、記入例１

-Ｂ（表地））

申込者4-1.(1)選択肢ａ

(aを選択した方のみ記入　

して下さい)

□未利用繊維／□リサイクル繊維

□製品全体／□表地

(該当する事項をチェックして下さい)

証明書（記入例２）　 紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(1)選択肢ｂ

(bを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 過酸化水素漂白／□無漂白

(該当する事項をチェックして下さい) 綿100％・無漂白または過
酸化水素漂白綿・蛍光増白

剤の使用の証明書

（記入例３）

紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(1)選択肢ｃ

(cを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 天然繊維100％である
□ 有機栽培である 天然繊維100％・有機栽培

の証明書（記入例４）

綿花生産地の適格な　

機関など

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(1)選択肢ｄ

(dを選択した方のみ記入　

して下さい)

証明書（別紙参照） 申込者など

【共通】：以下に記入して下さい。

項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(2)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(3)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(3)製品の遊離ホルム　
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(4)ハロゲン系元素で　
構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

4-1.(5)製品の包装材料 包装材料の材質：

包装方法：
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項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の

発行者

4-1.(6)付属品交換システム 体制が整備されているこ

とを記載した証明書（カタ

ログなど）

申込者

4-1.(7)使い捨て製品 製品の用途：

4-2.(37)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果など

第三者試験機関または

申込者

4-2.(37)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者

　

＜注意事項＞

＊ エコマーク商品類型No.103「衣服Version2.0」の4-2.(37)製品の品質については、JISL4107と同等か
　条件が厳しいものであることが規定されています。同一申込ブランド内において、生地、デザイン、

　色、縫製工場、アイテムが異なる場合は、各試験機関と申込者との協議の上、試験項目と試験対象

　品番を設定し、試験結果をご提出ください。

（自社試験結果の場合は、全申込商品がJISL4107と同等か条件が厳しいものであることをご提示
　ください）
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Ｂ．下着

【選択肢ａ,ｂ,ｃ】：認定基準4-1.(8)の選択肢のうち、1つを選択し、以下に記入して下さい。
項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(8)選択肢 a□ b□ c□ 

(1つを選択しチェックして下さい)

証明書（記入例１-Ａ（製
品全体）または、記入例１

-Ｂ（表地））

申込者4-1.(8)選択肢ａ

(aを選択した方のみ記入　

して下さい)

□未利用繊維／□リサイクル繊維

□製品全体／□表地

(該当する事項をチェックして下さい)

証明書（記入例２）　 紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(8)選択肢ｂ

(bを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 過酸化水素漂白／□無漂白

(該当する事項をチェックして下さい) 綿100％・無漂白または過
酸化水素漂白綿・蛍光増白

剤の使用の証明書

（記入例３）

紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(8)選択肢ｃ

(cを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 天然繊維100％である
□ 有機栽培である 天然繊維100％・有機栽培

の証明書（記入例４）

綿花生産地の適格な　

機関など

【共通】：以下に記入して下さい。

4-1.(9)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(10)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(10)製品の遊離ホルム
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(11)ハロゲン系元素で
　　　構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

4-1.(12)使い捨て製品 製品の用途：

4-2.(37)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果

第三者試験機関または

申込者

4-2.(37)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者
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Ｃ．寝衣

【選択肢ａ,ｂ,ｃ】：認定基準4-1.(13)の選択肢のうち、1つを選択し、以下に記入して下さい。
項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(13)選択肢 a□ b□ c□ 

(1つを選択しチェックして下さい)

証明書（記入例１-Ａ（製
品全体）または、記入例１

-Ｂ（表地））

申込者4-1.(13)選択肢ａ

(aを選択した方のみ記入　

して下さい)

□未利用繊維／□リサイクル繊維

□製品全体／□表地

(該当する事項をチェックして下さい)

証明書（記入例２）　 紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(13)選択肢ｂ

(bを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 過酸化水素漂白／□無漂白

(該当する事項をチェックして下さい) 綿１００％・無漂白または

過酸化水素漂白綿・蛍光増

白剤の使用の証明書

（記入例３）

紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(13)選択肢ｃ

(cを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 天然繊維100％である
□ 有機栽培である 天然繊維１００％・有機栽

培の証明書（記入例４）

綿花生産地の適格な

機関など

【共通】：以下に記入して下さい。

4-1.(14)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(15)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(15)製品の遊離ホルム
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(16)ハロゲン系元素で
　　　構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

4-2.(37)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果

第三者試験機関または

申込者

4-2.(37)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者
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Ｄ．和服

【選択肢ａ,ｂ,ｃ,ｄ】：認定基準4-1.(17)の選択肢のうち、1つを選択し、以下に記入して下さい。
項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(17)選択肢 a□ b□ c□ d□

(1つを選択しチェックして下さい)

証明書（記入例１-Ａ（製
品全体）または、記入例１

-Ｂ（表地））

申込者4-1.(17)選択肢ａ

(aを選択した方のみ記入　

して下さい)

□未利用繊維／□リサイクル繊維

□製品全体／□表地

(該当する事項をチェックして下さい)

証明書（記入例２）　 紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(17)選択肢ｂ

(bを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 過酸化水素漂白／□無漂白

(該当する事項をチェックして下さい) 綿100％・無漂白または過
酸化水素漂白綿・蛍光増白

剤の使用の証明書

（記入例３）

紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(17)選択肢ｃ

(cを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 天然繊維100％である
□ 有機栽培である 天然繊維100％・有機栽培

の証明書（記入例４）

綿花生産地の適格な

機関など

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(17)選択肢ｄ

(dを選択した方のみ記入　

して下さい)

中古製品であることの　

証明書

中古製品供給者

【共通】：以下に記入して下さい。

項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(18)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(19)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(19)製品の遊離ホルム
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(20)ハロゲン系元素で
　　　構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

4-2.(37)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果

第三者試験機関または

申込者

4-2.(37)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者
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Ｅ．くつ下・パンティストッキング・タイツ・足袋

【選択肢ａ,ｂ,ｃ】：認定基準4-1.(21)の選択肢のうち、1つを選択し、以下に記入して下さい。
項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(21)選択肢 a□ b□ c□ 

(1つを選択しチェックして下さい)

証明書（記入例１-Ａ） 申込者4-1.(21)選択肢ａ

(aを選択した方のみ記入　

して下さい)

□未利用繊維／□リサイクル繊維

(該当する事項をチェックして下さい)

証明書（記入例２）　 紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(21)選択肢ｂ

(bを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 過酸化水素漂白／□無漂白

(該当する事項をチェックして下さい) 綿100％・無漂白または過
酸化水素漂白綿・蛍光増白

剤の使用の証明書

（記入例３）

紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(21)選択肢ｃ

(cを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 天然繊維100％である
□ 有機栽培である 天然繊維100％・有機栽培

の証明書（記入例４）

綿花生産地の適格な

機関など

【共通】：以下に記入して下さい。

4-1.(22)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(23)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(23)製品の遊離ホルム
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(24)ハロゲン系元素で
　　　構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

4-1.(25)製品の包装材　 包装材の材質：

包装方法：

4-2.(37)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果

第三者試験機関または

申込者

4-2.(37)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者
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Ｆ．帽子・手袋

手袋での申込のうち、申込製品と同一製品でブランド名が複数ある場合は、以下の（　　　）内に記載してください。

　

【選択肢ａ,ｂ,ｃ】：認定基準4-1.(26)の選択肢のうち、1つを選択し、以下に記入して下さい。
項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(26)選択肢 a□ b□ c□ 

(1つを選択しチェックして下さい)

証明書（記入例１-Ａ（製
品全体）または、記入例１

-Ｂ（表地））

申込者4-1.(26)選択肢ａ

(aを選択した方のみ記入　

して下さい)

□未利用繊維／□リサイクル繊維

□製品全体／□表地

(該当する事項をチェックして下さい)

証明書（記入例２）　 紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(26)選択肢ｂ

(bを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 過酸化水素漂白／□無漂白

(該当する事項をチェックして下さい) 綿100％・無漂白または過
酸化水素漂白綿・蛍光増白

剤の使用の証明書

（記入例３）

紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(26)選択肢ｃ

(cを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 天然繊維100％である
□ 有機栽培である 天然繊維100％・有機栽培

の証明書（記入例４）

綿花生産地の適格な

機関など

【共通】：以下に記入して下さい。

4-1.(27)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(28)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(28)製品の遊離ホルム
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(29)ハロゲン系元素で
　　　構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

4-1.(30)使い捨て製品 製品の用途：

4-2.(37)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果

第三者試験機関または

申込者

4-2.(37)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者
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Ｇ．その他の衣服

【選択肢ａ,ｂ,ｃ】：認定基準4-1.(31)の選択肢のうち、1つを選択し、以下に記入して下さい。
項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(31)選択肢 a□ b□ c□ 

(1つを選択しチェックして下さい)

証明書（記入例１-Ａ（製
品全体）または、記入例１

-Ｂ（表地））

申込者4-1.(31)選択肢ａ

(aを選択した方のみ記入　

して下さい)

□未利用繊維／□リサイクル繊維

□製品全体／□表地

(該当する事項をチェックして下さい)

証明書（記入例２）　 紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(31)選択肢ｂ

(bを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 過酸化水素漂白／□無漂白

(該当する事項をチェックして下さい) 綿100％・無漂白または過
酸化水素漂白綿・蛍光増白

剤の使用の証明書

（記入例３）

紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(31)選択肢ｃ

(cを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 天然繊維100％である
□ 有機栽培である 天然繊維100％・有機栽培

の証明書（記入例４）

綿花生産地の適格な

機関など

【共通】：以下に記入して下さい。

4-1.(32)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(33)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(33)製品の遊離ホルム
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(34)ハロゲン系元素で
　　　構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

4-1.(35)製品の包装材　 包装材の材質：

包装方法：

4-1.(36)使い捨て製品 製品の用途：

4-2.(37)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果

第三者試験機関または

申込者

4-2.(37)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全２頁

 記 入 例２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日
　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、紡績事業者

原料供給証明書

供給する生地（生地品番名　　　　　　　）について、以下の通り証明します。

　　　　　＊証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

１． 原料名

原料名 原料名（①～⑪の該当する事項にチェックして下さい）

□①コットンリンター未利用繊維

□②紡績時に発生する短繊維

□③織布工場の糸くず

□④縫製工場の裁断くず

反毛繊維

□⑤使用済み衣服等の（　　　　　）製品

＊（　）内に具体的な製品名を記載：例衣服

□⑥使用後に廃棄された（　　　　　）製品

＊（　）内に具体的な製品名を記載：例PETボトル

再生ＰＥＴ繊

維

＊ □⑦（　　　　）製造工程から発生した製品の端材・不良品　＊（　）

内に具体的な商品名を記載：例フィルム、同一工程・工場で発生したものは除く

□⑧ナイロン素材使用済み（　　　　　　）製品

＊（　）内に具体的な製品名を記載：例バッグ

□⑨ポリエステル素材使用済み（　　　　　）製品

＊ （　）内に具体的な製品名を記載：例衣服

□⑩（　　　　）製造工程から発生した製品の端材・不良品　＊（　）

内に具体的な商品名を記載：例フィルム、同一工程・工場で発生したものは除く

リサイ

クル繊

維

ケミカルリサ

イクル繊維

□ ⑪本製品に配合している再生原料

□カプロラクタム

　　□EG　　□BHET　　□DMT　　□テレフタル酸
　　□エチレングリコール　　□その他（　　　　　　　　　）

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください
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２． 生地製造のフローチャート

事業者名　＊２

繊維化工程　＊１

紡績工程

編織工程

染色工程

＊ １　反毛繊維については、反毛事業者名を、再生PET繊維については、フレーク事業者を記載してください。

＊２　事業者名が複数あり、書ききれない場合は、別紙に記載してください。

３．混用率

生地混用率　　　　　　　　　　　　　　　　（例.ポリエステル１００％）

４．配合率

未利用繊維　　％

反毛繊維　　　％、再生ＰＥＴ繊維　　％、ケミカルリサイクル繊維　　％
　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 43

　 記 入 例３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、紡績事業者

原料供給証明書

供給する生地（生地品番名　　　　　　　）について、以下の通り証明します。

　　　　　　　　　＊証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

１．混用率

生地混用率　　　　　　　　　　　　　　　　

綿１００％

２．加工工程での使用薬剤

加工内容 加工有無 具体的な使用薬剤名

蛍光増白加工 □ ある／□なし

（該当する事項

をチェックして

下さい）

① 糊抜き工程

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

② 精錬・漂白工程

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

精錬・漂白

　□同一工程である

□ 別工程である

漂白工程の有無　□ある

　　　　　　　　　□なし　

（該当する事項をチェックして

下さい）

①精錬工程

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください
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　　 記 入 例４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、紡績事業者

原料供給証明書

供給する生地（生地品番名　　　　　　　）について、以下の通り有機栽培綿であることを証明しま

す。　　＊証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

１．混用率

生地混用率　　　　　　　　　　　　　　　　

綿１００％

２．添付書類

　綿花　　　　　　　　必須　□オーガニックコットンに対する証明書（綿花生産地の適格な機関

　　　　　　　　　　　　　　　発行、綿俵番号が明記されているもの）

　　　　　　　　　　　選択（以下いずれかひとつ）

□ インボイス（綿俵番号が明記されているもの）

□ パッキングリスト（綿俵番号が明記されているもの）

□ 納品書（綿俵番号が明記されているもの）　　

　　　　　　　　　　　（該当する事項をチェックして下さい）

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください
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　　 記 入 例５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、縫製工場（最終製品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造工場）工場長　

環境法規遵守証明書環境法規遵守証明書環境法規遵守証明書環境法規遵守証明書

（申込商品最終工程の製造会社）は（申込商品名）の製造にあたって、（申
込商品に関連する環境法規および公害防止協定などを全て記入）を申込時
より過去○○年間（※）遵守していることを証明します。

（※）創業以来違反がないという内容でも結構です

発行者が工場長もしくは工場長の役職にあたるもしくは兼務していることを必ず明記してください。

証明書
発行者名

本証明書の宛先

本証明書の発行日
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　　 記 入 例６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、申込者

製品加工内容証明書

申込ブランド名（　　　　　）について、以下の通り証明します。

（加工有無の欄にチェックを付け、加工がある場合は提出書類を添付してください）

加工内容 加工有無 ある場合の提出書類

防かび加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）

難燃加工 □ある／□なし 使用量　（　　　　　　）単位（　　　）

蛍光増白加工 □ある／□なし 使用量　（　　　　　　）単位（　　　）

柔軟加工 □ある／□なし 使用量　（　　　　　　）単位（　　　）

衛生加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）

製品漂白加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）

申込製品は　□寝衣である　□寝衣ではない　　（該当する事項をチェックして下さい）

　寝衣である場合は、以下の証明が必要です。

防炎加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）、もしく

は、防炎物品または防炎製品であることの証明（日本防炎協

会の認定証の写し）

申込製品は　□毛製品である　□毛製品ではない　　（該当する事項をチェックして下さい）

　毛製品である場合は、以下の証明が必要です。

デ ィ ル ド リ

ン・ＤＴＴＢ使

用加工

□ある／□なし 厚生省令３４号への適合についての説明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全２頁

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先
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　　 記 入 例７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、染色工場工場長

染色証明書

生地（生地品番名　　　　　　　）の染色について、以下の通り証明します。

＊ 証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

以下の①②③に記載がある染料を処方構成成分として添加していません。

また、クロム系染料を処方構成成分として添加していません。（羊毛繊維の場合は本項目の記載は不
要です）

  ① 分解して下記の発癌性アミン類を生成する可能性があるアゾ系染料
発癌性ランク（Ａ１）
92-67-1 4-aminobiphenyl
92-87-5 Benzedrine
95-69-2 4-chloro-o-toluidine
91-59-8 2-naphthylamine
発癌性ランク（Ａ２）
97-56-3 o-aminoazotoluene
99-55-8 2-amino-4-nitrotoluene
106-47-8 4-chloroaniline
615-05-4 2,4-diaminoanisole
101-77-9 4,4'-diaminodiphenylmethane
91-94-1 3,3-dichlorbenzidine
119-90-4 o-dianisidine; 3,3'-Dimethoxybenzidine
119-93-7 o-tolidine; 3,3'-Dimethylbenzidine
838-88-0 4,4'-diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane
120-71-8 p-cresidine
101-14-4 4,4'-diamino-3,3'-dichlorodiphenylmethane
101-80-4 4,4'-diaminodiphenylether
139-65-1 4,4'-diaminodiphenylsulfide
95-53-4 o-toluidine
95-80-7 2,4-diaminotoluene
137-17-7 2,4,5-trimethylaniline
90-04-0 o-anisidine
95-68-1 2,4-xylidine
87-62-7 2,6-xylidine

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください
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  ② 発癌性染料
569-61-9 C.I. BASIC RED 9 CI 42500
2475-45-8 C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500
3761-53-3 C.I. ACID RED 26 CI 16150
6459-94-5 C.I. ACID RED 114 CI 23635
2602-46-2 C.I. DIRECT BLUE 6
1937-37-7 C.I. DIRECT BLACK 38 CI 30235
573-58-0 C.I. DIRECT RED 28 CI 22120

C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855

  ③ 皮膚感作性染料
2475-46-9 C.I. DISPERSE BLUE 3 CI 61505

C.I. DISPERSE BLUE 35
C.I. DISPERSE BLUE 106
C.I. DISPERSE BLUE 124

2832-40-8 C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855
730-40-5 C.I. DISPERSE ORANGE 3 CI 11005

C.I. DISPERSE ORANGE 37
2872-52-8 C.I. DISPERSE RED 1 CI 11110

C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500
C.I. DISPERSE BLUE 7 CI 62500
C.I. DISPERSE BLUE 26 CI 63305
C.I. DISPERSE BLUE 102
C.I. DISPERSE ORANGE 1 CI 11080
C.I. DISPERSE ORANGE 76
C.I. DISPERSE RED 11 CI 62015
C.I. DISPERSE RED 17 CI 11210
C.I. DISPERSE YELLOW 1 CI 10345
C.I. DISPERSE YELLOW 9 CI 10375
C.I. DISPERSE YELLOW 39
C.I. DISPERSE YELLOW 49

発行者が工場長もしくは工場長の役職にあたるもしくは兼務していることを必ず明記してください。
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　　 記 入 例８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　＊発行者は、縫製工場（最終製品製造工場）

工場長または品質管理責任者

　　　　　　

品質管理証明書

申込ブランド名（　　　　　）について、別紙（第三者試験機関による試験結果、もし
くは、自社品質規格試験結果などを添付すること）に基づいて製品を管理し、品質管理
基準に適合する製品のみを出荷することを証明します。

発行者が工場長もしくは品質管理責任者であること（その役職にあたるもしくは兼務していること）

を必ず明記してください。

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先



記入例１-Ａ記入例１-Ａ記入例１-Ａ記入例１-Ａ 【選択肢ａ製品全体用】
　　　　年　　　月　　　日

型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(21)(26)(31)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(21)(26)(31)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(21)(26)(31)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(21)(26)(31)の証明欄 以下の注意事項をご確認の上、例にならって必要事項をご記入ください。

（社名）
・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合の場合は、「混用率」と「未利用・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合率」の欄に、反毛繊維配合率、再生PET繊維配合率、またはｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙ繊維配合率を明記してください。
・未利用繊維配合の場合は、「混用率」と「未利用・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合率」の欄に、未利用繊維配合率を明記してください。
・「製品全体における重量比」の欄に重量比をを明記してください。
・混用率記入の際には、以下の略号を使用してください。（略号がないものは、そのまま繊維名を明記してください） 印 （社印を捺印）

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ：Ｅ、綿：Ｃ、羊毛：Ｗ、ｱｸﾘﾙ：Ａｎ、ﾅｲﾛﾝ：Ｎ、ﾚｰﾖﾝ：Ｒ、ｷｭﾌﾟﾗ：Ｃｕ、ｱｾﾃｰﾄ：Ａ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ：Ｕｎ、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ：Ｐｅ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ：Ｐｐ

品番 ｱｲﾃﾑ 表地 裏地 芯地 その他繊維材料 再生材料を使用した小付属 製品全体

紡績事業
者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
／ｴｺﾏｰｸ認
定番号(8
桁) 混用率(%〉

染
色
の
有
無

生地の製
品全体に
おける重
量比(%〉

紡績事
業者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
／ｴｺﾏｰｸ認
定番号(8
桁)

混用率
(%〉

染
色
の
有
無

生地の
製品全
体にお
ける重
量比

紡績事業
者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
／ｴｺﾏｰｸ認
定番号(8
桁)

混用率
(%〉

染
色
の
有
無

生地の製
品全体に
おける重
量比(%〉

紡績事
業者名

生地品
番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
名／ｴｺ
ﾏｰｸ認定
番号(8
桁)

混用率
(%〉

染
色
の
有
無

生地の製
品全体に
おける重
量比(%〉

製造事
業者名 名称

再生
材使
用率
(%〉

小付属の
製品全体
における
重量比
(%〉

未利用・ﾘ
ｻｲｸﾙ繊維
配合率(%)

例 A123 ﾌﾞﾙｿﾞﾝ B社 Z1234 －

E55/C45
（再生PET
繊維55%）

あ
り 93.6% C社 Z5678 － E100

な
し 6.4%

再生PET
繊維
51.5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

＊１　S・M・Lなどのｻｲｽﾞ違いは同じ品番として扱ってください。
＊２　認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(21)(26)(31)の選択肢ａの申込においては、認定基準6．その他(1)より、同一ｱｲﾃﾑ内における製品全体でのﾘｻｲｸﾙ繊維配合率または未利用繊維配合率が
　　　20％以下の差を同一商品区分として扱います。
＊３　表地以外には未利用繊維・ﾘｻｲｸﾙ繊維を使用していない場合は、表地以外の紡績事業者名の記載は不要です。　
＊４　認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(21)(26)(31)の選択肢ａの申込においては、表1・4・6・8・10・11・13基準配合率に適合することが条件となります。

*１*１*１*１ *２*２*２*２ *３*３*３*３ *３*３*３*３ *３*３*３*３ *４*４*４*４

50



記入例１-Ｂ記入例１-Ｂ記入例１-Ｂ記入例１-Ｂ 【選択肢ａ表地用、ｂ、ｃ、ｄ用】
　　　　年　　　月　　　日

型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(26)(31)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(26)(31)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(26)(31)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(26)(31)の証明欄 以下の注意事項をご確認の上、例にならって必要事項をご記入ください。
（社名）

・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合の場合は、「混用率」の欄に、反毛繊維配合率、再生PET繊維配合率、またはｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙ繊維配合率を明記してください。
・未利用繊維配合の場合は、「混用率」の欄に、未利用繊維配合率を明記してください。
・混用率記入の際には、以下の略号を使用してください。（略号がないものは、そのまま繊維名を明記してください）

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ：Ｅ、綿：Ｃ、羊毛：Ｗ、ｱｸﾘﾙ：Ａｎ、ﾅｲﾛﾝ：Ｎ、ﾚｰﾖﾝ：Ｒ、ｷｭﾌﾟﾗ：Ｃｕ、ｱｾﾃｰﾄ：Ａ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ：Ｕｎ、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ：Ｐｅ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ：Ｐｐ 印 （社印を捺印）

品番 ｱｲﾃﾑ 表地 裏地 芯地 その他繊維材料 その他繊維材料

紡績事業
者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
／ｴｺﾏｰｸ
認定番号
(8桁) 混用率(%〉

染
色
の
有
無
紡績事業
者名 生地品番

染
色
の
有
無
紡績事業
者名 生地品番

染
色
の
有
無
紡績事業
者名 生地品番

染
色
の
有
無
紡績事業
者名 生地品番

染
色
の
有
無

例 A123 ﾌﾞﾙｿﾞﾝ B社 Z1234 －

E60/C40
（再生PET
繊維60%）

あ
り C社 Z5678

な
し

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

＊１　S・M・Lなどのｻｲｽﾞ違いは同じ品番として扱ってください。
＊２　認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(21)(26)(31)の選択肢ａの申込においては、認定基準6．その他(1)より、同一ｱｲﾃﾑ内における表地でのﾘｻｲｸﾙ繊維配合率または未利用繊維配合率が
　　　20％以下の差を同一商品区分として扱います。
＊３　認定基準4-1(1)(8)(13)(17)(26)(31)の選択肢ａの申込においては、表2・5・7・9・12・14基準配合率に適合することが条件となります。
＊４　選択肢ａ、ｃ、ｄで申込の場合、表地以外の紡績事業者名の記載は不要です。

*１*１*１*１ *２*２*２*２ *４*４*４*４ *４*４*４*４*３*３*３*３ *４*４*４*４ *４*４*４*４
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エコマーク商品類型No.104
「家庭用繊維製品 Version 2.0」

（財）日本環境協会

エコマーク事務局

1.環境的背景
　商品類型 No.104「再生 PET 樹脂を使用した家庭用繊維製品」は、1997 年の制定以来、認定商品
数が大幅に増加してきた。

　そこで、本商品類型は、これまでの再生 PET 樹脂を使用した繊維製品だけでなく、新たにリサイ
クル繊維などの使用や引き取り・リサイクルシステムの整備を基準に採り入れ、繊維から繊維へのリ

サイクルに力点を置くこととし、且つリサイクル製品の普及促進による循環型社会の円滑な発展を図

ることを目的とした上で、1996年より導入したライフサイクルの概念に則ってエコマークの商品類型
見直しを行った。

　また、繊維製品は染料や漂白剤をはじめとした様々な化学物質が使用されている。これまでのエコ

マーク商品類型では無漂白製品、無染色や草木染などの天然染料によって染められた製品を推奨する

ことにより、化学物質の使用削減に努めてきた。健康や環境との関わりを考えると、特にホルムアル

デヒドなどの加工剤について配慮するべき点があり、資源の観点に加えて、化学物質の扱いについて

も整理した。

2.対　象
　総務省発行の「日本標準商品分類」に基づく「家庭用繊維製品」「身の回り品」「履物」「他に分類さ

れない生活・文化用品のうちのテント」および「紡織基礎製品」のうち別表1に示す布製品または織物
製品（「羽毛・羽根入りの寝具、こたつふとん、座ぶとんおよびクッション」「皮製品」、「毛皮製品」、「レ

ース生地及び不織布のうち、不織布」、「その他紡織基礎製品のうち網、策及び条」および「網地」を除

く）。

エコマーク商品類型No.4「台所流し台水切り用濾紙袋」、エコマーク商品類型No.5「廃食用油吸収材」
およびエコマーク商品類型No.121「リターナブル容器・包装資材」など、機能としての商品類型が設定
されているものは、該当商品類型で扱う。

3.用語の定義
　　リサイクル：マテリアルリサイクルをいう。ここでは、リサイクルにケミカルリサイクル繊維を

含むものとする。エネルギ回収（サーマルリサイクル）は含まない。

　　コットンリンター：綿の繊維のうち、開花後 4～12日頃に遅れて突起をはじめた短い地毛。
　　未利用繊維：コットンリンターおよび紡績時に発生する短繊維などからなる繊維。

　　反毛繊維　：織布工場の糸くず、縫製工場の裁断くずおよび使用済み衣服など（ここでは裂き織

りなどを含む）による反毛材からなる繊維。

　　ポストコンシューマＰＥＴ素材：使用後に廃棄されたＰＥＴ製品。使用済みの梱包材料を含む。

　　プレコンシューマＰＥＴ素材：ＰＥＴ製品を製造する工程の廃棄ルートから発生した廃棄物。た

　　　　　　　　だし、原料として同一の工程（工場）内でリサイクルされるものは除く。
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　　再生 PET繊維：PETボトルなどのポストコンシューマＰＥＴ素材およびプレコンシューマ PET
素材の再生処理フレークまたは、ペレットなどを利用してリサイクルされた PET
樹脂からなる繊維。

　　プレコンシューマ素材：ナイロンまたはポリエステル素材の製品を製造する工程の廃棄ルートか

ら発生した廃棄物。ただし、原料として同一の工程（工場）内でリサイクルされる

ものは除く。

　　ケミカルリサイクル繊維：ナイロンまたはポリエステル素材の使用済み製品およびプレコンシュ

ーマ素材のポリマを解重合して得たモノマを原料として重合して得たポリマからな

る繊維。

　　リサイクル繊維：反毛繊維、再生ＰＥＴ繊維またはケミカルリサイクル繊維。

　　リサイクル布：検品による不良布、古着および古布を裁断した布。

　　ポストコンシューマ材料：製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。
　　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材料または不良

品。ただし、原料として同一の工程（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およびプレコンシューマ材料からなる材料。
未利用繊維　　　　　　　　　　　　　　　　　コットンリンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紡績時に発生する短繊維など

リサイクル繊維　　反毛繊維　　　　　　　　　（糸くず、裁断くず、使用済み衣服など；反毛繊

維に記述）

　　　　　　　　　再生 PET繊維　　　　　　  ポストコンシューマ PET素材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレコンシューマ PET素材

ケミカルリサイクル繊維　　 使用済み製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレコンシューマ素材

4.認定の基準
4-1.環境に関する基準
A.「家庭用繊維製品」

(1)製品は、以下の a,b,cまたは dの要件のいずれかに適合すること。
a.製品全体の総質量（繊維部分質量とし、ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属を除
く）に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 1の基準配合率を満たすこと。
ただし、寝具、こたつふとん、座ぶとんおよびクッションの側生地は、側生地の総質量に占

める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 1の基準配合率を満たすこと。寝具、
こたつふとん、座ぶとんおよびクッションの中綿は、中綿の総質量に占める未利用繊維また

はリサイクル繊維の配合率が 50％以上（質量割合）であること。
床敷物は、製品全体の総質量（繊維部分質量に樹脂部分並びに無機質などを加えた総質量）

に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が 35％以上であること。且つ、繊維部
分の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 1の基準配合率を満た
すこと。
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表 1.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
（寝具、こたつふとん、座ぶとんおよびクッションの側生地は本表を適用）

　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率は 70％以上とする。
　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上    毛布、タオル、バスマット及び関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連製品の基準配合率は 70％以上

とし、未利用繊維を含めてよい。

　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること

b.繊維部分が綿 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属および製品全体
の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編込などを除く）
であること。且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していな

いこと。

c.繊維部分が綿などの天然繊維 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属
および製品全体の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編
込などを除く）であること。且つ、有機栽培のものであること。

d.製品は、使用後に引き取り、リサイクルされること。申込者は、使用後に不要品となった製
品の引取、リサイクルされる仕組みを整えていること。製品のうちでリサイクルできない部

分は、これを環境に調和した方法でエネルギ回収すること。

(2)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)製品への化学物質の使用については、別表 2に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(4)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂および後加工を指す。
着色材、フッ素系添加剤は本項目を適用しない）の使用のないこと。ただし、床敷物および毛

布は本項目を適用しない。

(5)使い捨て製品ではないこと。

B.「身の回り品」
(6)えり飾り、和装身の回り品、袋物およびかばんは、皮革が製品全体の 20％以下（質量割合）
であること。および取っ手その他の付属品を除く外面積の 50％以上が繊維であること。

(7)製品は、以下の a,bまたは cの要件のいずれかに適合すること。
a.製品全体の総質量（繊維部分質量とし、ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属を除
く）に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 3の基準配合率を満たすこと。
または、表生地の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 4の基準
配合率を満たすこと。なお、再生材料を使用した小付属は製品全体の総質量およびリサイク

ル繊維の質量として基準配合率に含めてよい。

かさは、製品全体の総質量（繊維部分質量に樹脂部分並びに無機部分などを加えた総質量）

に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が 20％以上であること。且つ、繊維部
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分の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 2の基準配合率を満た
すこと。

表 3.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること

表 4.繊維毎の表生地（かさは繊維部分）の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　60％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　60％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60％以上となること

b.繊維部分が綿 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属および製品全体
の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編込などを除く）
であること。且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していな

いこと。

c.繊維部分が綿などの天然繊維 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属
および製品全体の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編
込などを除く）であること。且つ、有機栽培のものであること。

(8)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。

(9)製品への化学物質の使用については、別表 2に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(10)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂および後加工を指す。

着色材、フッ素系添加剤は本項目を適用しない）の使用のないこと。

(11)包装は、省資源（簡素化、軽量化）、繰り返し使用、リサイクル容易性、異種材料の分離容易
性、材質表示に配慮されていること。

(12)使い捨て製品ではないこと。おむつは、一度使用した後でも洗浄することにより繰り返し使用
可能であること。かばんは、買い物に際し提供されるプラスチック袋などに代わり、繰り返し

使用可能であること。

C.「その他の生活・文化用品（テント）」
(13)製品は、製品全体の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 5の基準
配合率を満たすこと。
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表 5.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること

(14)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。

(15)製品への化学物質の使用については、別表 2に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(16)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂および後加工を指す。

着色材、フッ素系添加剤は本項目を適用しない）の使用のないこと。

D.「紡織基礎製品」
(17)製品は、以下の a,bまたは cの要件のいずれかに適合すること。

a. 製品全体の総質量に占める未利用繊維またはリサイクル繊維の質量割合が表 6 の基準配合
率を満たすこと。

表 6.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　10％以上　　キュプラ繊維を使用した製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の基準配合率は 70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PETが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること

b.繊維部分が綿 100％の製品（小付属および製品全体の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維
（ゴム糸）の編込などを除く）であること。且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であっ

て、蛍光増白剤を使用していないこと。

c.繊維部分が綿などの天然繊維 100％の製品（小付属および製品全体の総質量の 10％以下のポ
リウレタン繊維（ゴム糸）の編込などを除く）であること。且つ、有機栽培のものであるこ

と。

(18)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。

(19)製品への化学物質の使用については、別表 2に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(20)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂を指す。着色材、フッ

素系添加剤は本項目を適用しない）の使用のないこと。

4-2.品質に関する基準
(21)製品の品質については、該当するＪＩＳに適合しているか、または自主規格などにしたがう
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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。

(22)タオルは、（財）日本タオル検査協会の検定に合格していること。
(23)テントは、製品安全協会が定めるＣＰＳＡ１００に適合していること。

５．認定基準への適合の証明方法

（1）認定基準 4-1.(1),(7),(13)および(17)a,bおよび cについては、紡績事業者の発行する原料（原料
名、原料供給事業者名など）証明書を添付すること(cは解説 A-8参照)。ただし、生地などにエコ
マーク認定品を使用する場合は、当該生地などの「ブランド名」および「認定番号」をエコマー

ク商品認定・使用申込書に記載することで、基準への適合の証明とすることができる。

床敷物は上記に加えて、床敷物質量、繊維部分質量、および未利用繊維質量またはリサイクル繊

維質量を、エコマーク商品認定・使用申込書に具体的に記述すること。

かさは上記に加えて、製品質量、繊維部分質量、および未利用繊維質量またはリサイクル繊維質

量を、エコマーク商品認定・使用申込書に具体的に記述すること。

（2）認定基準 4-1.(1)d については、別紙に規定する引き取り、リサイクルまたは環境に調和したエ
ネルギ回収の体制が整備されていること（引き取りシステム、処理能力、処理内容、製品のリサ

イクル容易設計など）の説明書を提出すること。

（3）認定基準 4-1.(2),(8),(14)および(18)については、縫製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。

（4）認定基準 4-1.(3),(9),(15)および(19)については、別表 2に従って証明書を提出すること。
（5）認定基準 4-1.(4),(10),(16)および(20)については、エコマーク商品認定・使用申込書にハロゲン

系元素で構成される樹脂の使用の有無を記述すること。

（6）認定基準 4-1.(5)および(12)については、解説Ｄ－１に示す使い捨て製品にあたるものであるか
否か、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。

（7）認定基準 4-1.(6)については、えり飾り、和装身の回り品、袋物、かばんは、皮革の質量割合、
およびとってその他の付属品を除く外面積に占める繊維の割合を、エコマーク商品認定・使用

申込書に具体的に記述すること。

（8）認定基準 4-1.(11)については、製品の梱包状態および使用梱包材などをエコマーク商品認定・
使用申込書に具体的に記載すること（図、写真などを用いて補足してもよい）。

（9）認定基準 4-2.(21),(22)および(23)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、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。

６．その他

(1)商品区分はブランド名毎とし、4-1.(2),(8),(15)および(19)に規定するリサイクル繊維配合率または
未利用繊維配合率（同一アイテムでの配合率が20％以下の差を同一商品区分として扱う。表１を用

いて繊維配合率を算出した製品と表4を用いて繊維配合率を算出した製品を同一申込とすること

はできない。）、ｂ、ｃまたはｄの選択肢毎とする。



58

A.家庭用繊維製品のうちカーテンおよびタオルについては、品質などを含めて同一の商品であれば、

プランド名に違いがあっても同一商品として扱う。

(2)エコマーク表示の付近に認定番号を必ず併記すること。

(3)マーク下段表示は、下記に示す環境情報表示とする。なおエコマーク商品認定・使用申込
時にエコマーク表示箇所および表示内容を提出すること。環境情報表示は、左揃えの表示を

矩形枠で囲んだものとし、6.(1)に規定する選択肢とそれぞれ対応する「未利用繊維○％」
または「未利用繊維○％以上」、「反毛繊維○％」または「反毛繊維○％以上」、「再生 PET
繊維○％」または「再生 PET繊維○％以上」、「ケミカルリサイクル繊維○％」または「ケ
ミカルリサイクル繊維○％以上」、「無漂白」、「過酸化水素漂白」、「使用後回収・リサイク

ルする△△」（△△は製品）または「有機栽培」と記載すること。未利用繊維および反毛繊

維を配合した毛布、タオル、バスマット及び関連製品は「未利用繊維・反毛繊維○％」ま

たは「未利用繊維・反毛繊維○％以上」と記載すること。

○％は申込製品の該当繊維の配合率を記載すること（整数値１桁目以下切り捨て）。ただし、

4-1.(1),(8),(13),(17),(21),(26)および(31)に規定する表 4繊維毎の表生地の総質量に対する

基準配合率に基づいた申込製品は、「（表生地）反毛繊維○％」または「（表生地）反毛繊維○％

以上」、「（表生地）再生 PET繊維○％」または「（表生地）再生 PET繊維○％以上」、また
は「（表生地）ケミカルリサイクル繊維○％」または「（表生地）ケミカルリサイクル繊維○％

以上」と記載すること。

上記 6.(1)の同一商品区分内で該当繊維の配合率が異なる場合には、同一商品区分の最低値を記

載すること。

以下に、一例を示す。

　（数字のみでも可）

（4）認定基準 4-1.(1)において選択肢 dを選択した製品は、当該製品にエコマーク表示を行うこと。
(5) エコマーク認定番号、使用契約者名、及び住所（または住所のかわりに電話番号）を、エコマー
ク商品またはその包装・容器に、エコマークと共に表示して下さい。

　ただし、ノベルティグッズ、名入れ商品または表示スペースがないなど、エコマーク使用契約

者名、及び住所（または住所のかわりに電話番号）を表示することが困難な場合には、エコマー

クの近傍に、エコマーク認定番号を明記して下さい。なお、この場合は、必ず表示内容をエコマ

ーク事務局に確認して下さい。（エコマーク使用規定第 7条）
（6）申込商品は、原則として「難燃剤」、「抗菌剤」の使用のないこと。また、「生分解性プラスチッ
ク」の表示のないこと。ただし、特別な事由により使用または表示する場合においては、「エコマ

ーク事業実施要領」に基づく「難燃剤」、「抗菌剤」および「生分解性プラスチックの表示」に関

する規定を満たすこと。具体的には、エコマーク商品認定・使用申込書に使用の有無を記載の上、

使用のある場合には別紙で規定の書類を添付すること。（「エコマークのてびき」より引用：「エ

コマーク事業実施要領」第 3章第 7項に相当する除外規定）



59

2003年 6月 20日　制定

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。

別表 1　対象製品分類（日本標準商品分類より）
82828282 家庭用繊維製品家庭用繊維製品家庭用繊維製品家庭用繊維製品

82 1 床敷物（タイルカーペットを除く）

82 2 寝具

82 3 こたつふとん，座ぶとん及びクッション

82 4 カーテン及びとばり

82 5 テーブル掛け，ナプキン及び関連製品

82 6 いすカバー及び座ぶとんカバー

82 7 タオル，バスマット及び関連製品

82 8 かや

82 9 その他の家庭用繊維製品（布巾など）

79797979 身の回り品身の回り品身の回り品身の回り品

79 1 ハンカチーフ

79 2 えり飾り（毛皮製を除く。）

79 3 ズボン吊り，くつ下止め，アームバンド，衣服用ベルト，バックル，カラー及びカフス

79 4 和装用身の回り品

79 5 袋物

79 6 かばん

79 7 かさ及びつえ（つえを除く）

79 8 扇子及びうちわ

79 9 その他の身の回り品（おむつ、エプロン、レギンスなど）

95959595 その他の生活・文化用品その他の生活・文化用品その他の生活・文化用品その他の生活・文化用品

95 9 他に分類されない生活・文化用品　※テント

14141414 紡織基礎製品紡織基礎製品紡織基礎製品紡織基礎製品

14 2 糸（糸製品を除く。）

14 3 糸製品

14 4 幅 50㎝以上の織物
14 5 幅 13㎝以上 50㎝未満の織物
14 6 幅 13㎝未満の織物
14 7 ニット生地

14 8 レース生地及び不織布（不織布およびフェルトは除く。）

14 9 その他の紡織基礎製品（上塗り又は防水した織物、帽体、ひも、モール及びふさなど。）

別表2
繊維製品における化学物質の基準

以下に示す物質について、対象製品毎の基準値に示す条件に適合すること。

証明方法として、記号 1に定める物質については、防かび加工の有無を記述すること。防かび加工
がなされている製品は、加工剤を記述すること。記号 2に定めるホルムアルデヒドについては、厚生
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省令 34 号に定める試験結果を異なる生地毎に提出すること。記号 3 に定める物質については、毛製
品であることの有無を記述すること。毛製品は、当該物質の厚生省令 34 号への適合を説明する証明
書を提出すること。記号 4に定める物質については、防炎加工の有無を記述すること。防炎加工がな
されている製品は、加工剤を記述、もしくは防炎物品または防炎製品であることの証明書を提出する

こと。
記号 名称 基準値 試験方法 対象製品

1
有機水銀化合物
ﾄﾘﾌｪﾆﾙすず化合物
ﾄﾘﾌﾞﾁﾙすず化合物

検出しないこと 厚生省令 34号 全製品

検出しないこと 乳幼児用(生後 24 月以下)、お
むつなど

75ppm以下 直接肌に触れる可能性の高い
製品(寝具､タオル､中衣･下着
用紡織基礎製品など)

2 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

300ppm以下

厚生省令 34号

その他製品（屋外に設置される
製品は本項目を適用しない）

3 ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ
DTTB

30ppm以下 厚生省令 34号 全製品

4 APO
TDBPP
ﾋﾞｽ(2･3-ｼﾞﾌﾞﾛﾑﾌﾟﾛﾋﾟ
ﾙ)ﾎｽﾌｪｲﾄ化合物

検出しないこと 厚生省令 34号 全製品

  以下に示す加工について、加工時の配慮事項に示す条件に適合すること。
　証明方法として、各加工の有無を記述すること。
加工の名称 加工時の配慮事項
蛍光増白加工 必要最小限の加工にとどめ、過剰加工にならないよう十分注意すること。乳幼児用

製品には、できる限り加工を避けること。
難燃加工
柔軟加工

必要最小限の加工にとどめ、過剰加工にならないよう配慮すること。

衛生加工 人体への安全性に疑義のある加工剤の使用は、自粛すること。
製品漂白加工 製品漂白加工を企画する場合は、製品の安全性を確認した上で製品化すること。

　以下の①、②および③に示す染料を処方構成成分として添加していないこと。

　羊毛以外の繊維は、クロム系染料を処方構成成分として添加していないこと。

証明方法として、製品を染色する工場長の発行する証明書を提出すること。

①分解して下記の発癌性アミン類を生成する可能性があるアゾ系染料

　　（ドイツ食品日用品法第 35 条に基づく公的試験方法集成で定められた分析方法により下記のア
ミンの１つ以上が製品 1kg当たり 30mgを超えて検出されるもの）

発癌性ランク（Ａ１）
92-67-1 4-aminobiphenyl C1(EU),1(NTP,IARC)
92-87-5 Benzedrine C1(EU),1(NTP,IARC)
95-69-2 4-chloro-o-toluidine 2A(NTP,IARC)
91-59-8 2-naphthylamine C1(EU),1(NTP,IARC)
発癌性ランク（Ａ２）
97-56-3 o-aminoazotoluene C2(EU), 2B(NTP,IARC)

参考：47繊局第 569号通商産業省繊維雑貨局長
48生局第 289号通商産業省生活産業局長
63生局第 226号通商産業省生活産業局長

参考:有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
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99-55-8 2-amino-4-nitrotoluene 3(NTP,IARC)
106-47-8 4-chloroaniline C2(EU), 2B(NTP,IARC)
615-05-4 2,4-diaminoanisole 2B(NTP,IARC)
101-77-9 4,4'-diaminodiphenylmethane C2(EU), 2B(NTP,IARC)
91-94-1 3,3-dichlorbenzidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
119-90-4 o-dianisidine; 3,3'-Dimethoxybenzidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
119-93-7 o-tolidine; 3,3'-Dimethylbenzidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
838-88-0 4,4'-diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane C2(EU), 2B(NTP,IARC)
120-71-8 p-cresidine 2B(NTP,IARC)
101-14-4 4,4'-diamino-3,3'-dichlorodiphenylmethane C2(EU), 2A(NTP,IARC)
101-80-4 4,4'-diaminodiphenylether 2B(NTP,IARC)
139-65-1 4,4'-diaminodiphenylsulfide 2B(NTP,IARC)
95-53-4 o-toluidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
95-80-7 2,4-diaminotoluene C2(EU), 2B(NTP,IARC)
137-17-7 2,4,5-trimethylaniline
90-04-0 o-anisidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
95-68-1 2,4-xylidine 3(NTP,IARC)
87-62-7 2,6-xylidine 2B(NTP,IARC)
60-90-3 4amino-azo-benzen C2(EU)
  ② 発癌性染料
569-61-9 C.I. BASIC RED 9 CI 42500 C2(EU), 2B(NTP,IARC),

ECOTEX
2475-45-8 C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500 C2(EU), 2B(NTP,IARC),

ECOTEX
3761-53-3 C.I. ACID RED 26 CI 16150 2B(NTP,IARC),ECOTEX
6459-94-5 C.I. ACID RED 114 CI 23635 2B(NTP,IARC)
2602-46-2 C.I. DIRECT BLUE 6 CI 22610 C2,R3(EU),2A(NTP,IAR

C),ECOTEX
1937-37-7 C.I. DIRECT BLACK 38 CI 30235 C2,R3(EU),

2A(NTP,IARC),ECOTEX
573-58-0 C.I. DIRECT RED 28 CI 22120 C2,R3(EU) ,ECOTEX
2932-40-8 C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855 ECOTEX
  ③ 皮膚感作性染料
2475-46-9 C.I. DISPERSE BLUE 3 CI 61505 ETAD,ECOTEX
12222-75-2 C.I. DISPERSE BLUE 35 ETAD,ECOTEX

C.I. DISPERSE BLUE 106 ETAD,ECOTEX
C.I. DISPERSE BLUE 124 ETAD,ECOTEX

2832-40-8 C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855 ETAD,ECOTEX
730-40-5 C.I. DISPERSE ORANGE 3 CI 11005 ETAD,ECOTEX

C.I. DISPERSE ORANGE 37 ETAD,ECOTEX
2872-52-8 C.I. DISPERSE RED 1 CI 11110 ETAD,ECOTEX
2475-45-8 C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500 ECOTEX
3179-90-6 C.I. DISPERSE BLUE 7 CI 62500 ECOTEX
3860-63-7 C.I. DISPERSE BLUE 26 CI 63305 ECOTEX

C.I. DISPERSE BLUE 102 ECOTEX
C.I. DISPERSE ORANGE 1 CI 11080 ECOTEX
C.I. DISPERSE ORANGE 76 ECOTEX

2872-48-2 C.I. DISPERSE RED 11 CI 62015 ECOTEX
C.I. DISPERSE RED 17 CI 11210 ECOTEX

119-15-3 C.I. DISPERSE YELLOW 1 CI 10345 ECOTEX
C.I. DISPERSE YELLOW 9 CI 10375 ECOTEX
C.I. DISPERSE YELLOW 39 ECOTEX
C.I. DISPERSE YELLOW 49 ECOTEX

参考：国際がん研究機関(IARC)
米国国家毒性プログラム(NTP)
EU Directive 76/769/EC
EU Directive 2002/61/EC
染料および有機顔料製造会社生態学毒物学協会(ETAD)
ECOTEX STANDARD 100
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別　紙

引取・リサイクルに関する証明書類

① 引取・リサイクルシステムの名称

② 引取・リサイクルの区分

マテリアルリサイクル／ケミカルリサイクル

③ 引取・リサイクルシステムの概要（引取・リサイクルシステム稼働実績にもとづくものとする）
1) 財源
2) 引取の担保
　　　　例：ユーザとの引取契約、製品への織ラベル縫付など

3) 引取・リサイクルシステムの稼働状況
　　　　例：引取・リサイクル対象製品・素材（天然繊維 100％、合繊混紡率など）、
　　　　　　引取・リサイクルシステム適用地域、

引取率（引取数／販売数）、リサイクル率（リサイクル数／引取数）、

製品当りのリサイクル率（リサイクル重量／製品重量）、

引取能力、リサイクル処理能力（○○ｔ／年）、

再商品化展開用途など

4) 引取・リサイクルシステム全体像と関係者の位置づけ

　　　 　例：アパレルが広域再生利用指定制度を受けた場合のモデル
　

素材　　　　　アパレル　アパレル　アパレル　アパレル　　　　小売り A　　　　　ユーザ 1　　　　　　販売ルート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小売り B　　　　　ユーザ 2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユーザ 3
　　　　　　　　　　　　　　　　（委託　マテリアル）

　　　リサイクル業者リサイクル業者リサイクル業者リサイクル業者　　　中間処理業者　　　回収拠点中間処理業者　　　回収拠点中間処理業者　　　回収拠点中間処理業者　　　回収拠点　　　　　回収ルート

　　　　　　　　　　再利用業者

　　　　　広域再生利用指定制度の認可業者　　　　産業廃棄物処理業認可業者
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④ リサイクル処理事業者名称および廃棄物処理業許可の有無

　1) 自社工場内処理（申込者）
　2) 中間処理業者
　3) 最終処理業者
などの関係者毎に事業者名称および廃棄物処理業許可などの証明書

⑤ リサイクル処理業者への引き渡し方法

申込製品の排出形態（産業廃棄物、一般廃棄物、有価物など）および排出者からリサイクル処理事

業者までの申込製品引き渡し方法に関する説明

⑥ 契約書の提出

1) 産業廃棄物処分および収集運搬委託契約書の写し
2) 業務委託契約書（申込者と引取・リサイクルシステム運用者間の業務委託）の写しなど

産業廃棄物で「広域再生利用指定制度」に指定されているケースであれば、③～⑥は全て満足する。

産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合には、上記③～⑥の証明が必要となる。
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解説　　　　　　　　　「家庭用繊維製品」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年 6月 20日制定
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

　以下の図「繊維製品のライフサイクルフロー」に示すように、衣服を中心とした繊維製

品は、経済産業省資料によると、年間 110 万 9 千 t が消費されており、再生資源として約
18万 tが回収されている。再商品化率は 20％に満たない。本商品類型は、リサイクル促進
を図るために未利用繊維およびリサイクル繊維を使用した家庭用繊維製品を採り上げ、エ

コマークを付けることによってリサイクル製品の普及を図り、いわゆる循環の輪の出口部

分のパイプを太くする役割に重点を置くこととした。また、化学物質の使用については、

これまでの基準内容を大幅に強化し、化学物質汚染の軽減に一層努めるものとした。

繊維製品のライフサイクルフロー図

【消費段階】
繊維総消費量　（２３１７千ｔ）
　うち衣料品　（１１７１千ｔ）

【再使用（リユース）】
 ・譲渡（６６千ｔ）
・ バザー・フリマ（１４千ｔ）
・ リサイクルショップ（１８千ｔ）
・ 中古衣料輸出（７０千ｔ）【排出段階】

繊維総排出量　　（２０７６千ｔ）
　うち一般廃棄物（１７１４千ｔ）
  　うち衣料品　（１０６９千ｔ）

【再生資源として回収】
　集団回収量（　７５千ｔ※）
　分別回収量（１５６千ｔ※）（資源ごみとして回収）
　　
　総回収量　（２５９千ｔ※）
　（直接、事業所から回収した分等も含む）

一般・産業廃棄物処理業者等
により、埋め立て・焼却処分

【処理段階（再商品化段階）】

＜上記総回収量（２５９千ｔ）のうち＞

 　①古着として再利用（７２千ｔ）
 　②反毛原料として再利用（４０千ｔ）
 　③ウェス原料として再利用（５５千ｔ）
廃棄物として処分（９２千ｔ）

《製造工程での再生利用》

 ④産業廃棄物（繊維くず等）の再利用（８０千ｔ）

廃棄廃棄廃棄廃棄
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(1)再商品化量　　　　　 ＝　２４７千ｔ２４７千ｔ２４７千ｔ２４７千ｔ；①＋②＋③＋④

(2)総排出量　　　　　　 ＝２０７６千ｔ２０７６千ｔ２０７６千ｔ２０７６千ｔ

(3)再商品化率（(1)／(2)） ＝１１．９％１１．９％１１．９％１１．９％

（注）上記の各数値は、一部アンケート調査を除き、平成１３年度委託調査「繊維産業活

性化対策調査（消費流通実態調査分）」に基づき、１９９９年度の年間ベースで推計（一部、

他年度の数値含む）。また、排出量は廃棄物の実態調査や需要比率等を参考に推計している

要素が多いため、消費量（需要量）と比べると若干小さい数値となっている。

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。日本標準商品

分類において繊維製品に分類されるもののうち、繊維以外の材料使用割合の大きい製品（身

の回り品）については、表生地の総質量に対する基準配合率を新たに設定し、未利用繊維

またはリサイクル繊維の使用割合が大きい生地であれば、エコマーク商品認定を受けやす

くなるようあらためた。

　衣服については、セット販売品の場合に新たにワイシャツ、帽子、手袋などを衣服とし

て含め「衣服」で扱うものとするが、ネクタイなどの一部付属品については従来どおり本

商品類型「家庭用繊維製品」で扱うものとした。

　紡織基礎製品については、これまで「家庭用繊維製品」と「工業用繊維製品」でそれぞ

れ対象として扱っていたが、わかりにくいことから「レース生地及び不織布のうち不織布」、

「その他紡織基礎製品のうち網、策及び条」および「網地」を除き、本商品類型で一元的

に扱うものとした。

　「履物」については、布製の靴、スリッパなどを想定し、対象化の検討を行った。結論

として、布製であることの定量的判断が困難であること、他材料（革、プラスチックなど）

の製品が主であり、布製の靴、スリッパのみを採り上げることは難しいと判断され、本商

品類型の対象外とした。

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

　未利用繊維の定義において a.工程内端材などを有効利用した短繊維からなる糸、b.キュプ
ラに代表される資源を有効利用した化学繊維、c.ヘンプ、ケナフなどのこれまで資源として
活用されていなかった新用途繊維の扱いについて検討した。a.はこれまでどおり対象とし、
一層の普及に努めるものとされた。b.のキュプラについては工業的に利用されているという
ことで対象外とすることも検討されたが、本来なら捨てられる資源であるコットンリンタ

ーを原料とし、生地としてエコマーク認定を受けている。a.と同等に有効利用であることか
らキュプラは未利用繊維に含むものとした。ただし、環境に関する基準における未利用繊

維の基準配合率の設定においては、別に配合率を設定した。c.のヘンプ、ケナフ、竹繊維な
どについては新規用途の開発であり、比較素材として他の同様の繊維製品がない。他の同
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様の繊維と比較してより環境に配慮している繊維を採り上げる方針であるため、本商品類

型では対象外とした。

　反毛繊維について、「反毛」という言葉が新しい言葉であるため、一般に意味が理解され

ていない。「日本標準商品分類（総務省）」、「日本工業規格 JIS L 0204（（財）日本規格協会）」、
「繊維製品リサイクル懇談会報告書（経済産業省　平成 13 年 9 月）」、「繊維リサイクル問
題の全てがわかる（日本繊維屑輸出組合　平成 13年 8月）」および「服飾辞典（同文書院）」
によると、反毛とは「使用済み衣服など（故繊維業界でボロまたは古着・古布と呼ばれる

もの）および紡績工場の糸くず、織布工場の糸くず、縫製工場の裁断くずなどの工程外端

材（故繊維業界でくず繊維と呼ばれるもの）を、反毛機（廻切反毛機、ガーネット反毛機

などがある）で解きほぐし、綿状の繊維に戻すことおよび戻した繊維のこと。」と整理され

る。このような考え方に基づいて「反毛繊維」を定義した。

　再生 PET 繊維について、「再生処理フレークまたは、ペレットを利用してリサイクルさ
れた PET樹脂からなる繊維」と定義していた。再生処理技術の向上により、プレコンシュ
ーマ PET素材の生地の端材を直接再生処理する事業者が出てきたため、定義を「フレーク
または、ペレットなど」と拡大した。

　未利用布およびリサイクル布については、故繊維再生市場が大別すると古着・反毛・ウ

エスから構成されていることから、新たに定義として明確化し、近年急激に減少している

未利用布およびリサイクル布の利用を促すこととした。

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

点から製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「家庭用繊維製品」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○印及び◎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、B-5、B-6、B-7、B-8、B-9、C-1、C-7、E-
7、F-1、F-7および F-8（表中◎印）である。
　なお、表中の　　　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．生態系への影響
５．大気汚染物質の排出 ◎ 　　
６．水質汚濁物質の排出 ◎ ○
７．廃棄物の発生・処理処分 ○ ◎
８．有害物質などの使用・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)については、環境的背景にも述べているとおり、繊維の廃棄物としての排出量は約 170
万 tにものぼり、廃棄物削減、資源の有効利用は急務であるため、本項目は基準を策定する
項目として選定された。基準配合率を製品全体、表生地、裏生地、芯地などいずれの質量

割合で設定するか検討した結果、製品開発を促すために、製品全体の総質量と表生地の総

質量で基準配合率を設定し、いずれかを満たすこととした。また、その際の未利用繊維、

反毛繊維、再生 PET繊維、ケミカルリサイクル繊維の基準配合率は現在の紡績各社の持つ
技術で達成できるレベルとして、繊維 to繊維は 10％、繊維以外 to繊維は 50％を基本レベ
ルとした。なお、小付属には織ネームを含むものとする。

　また、未利用繊維○％＋リサイクル繊維○％で合わせて○○％というように、併用した

製品への対応についても検討したが、現時点では未利用繊維またはリサイクル繊維のいず

れかの基準配合率を満たすことを前提条件とし、従来から未利用繊維と反毛繊維を混合し

て配合している作業用手袋および毛布などを除き、採り上げないこととした。

　未利用繊維および反毛繊維は綿および化学繊維が中心素材となり、再生 PET繊維および
ケミカルリサイクル繊維は再生したポリエステル（ケミカルリサイクル繊維はナイロンを

商品のライフステージ

環境負荷項目

(1)できうる限り再生繊維を使用すること
(2)持続的利用可能な資源は、持続的利用のための配慮を行っていること。天然資源（毛、
綿、麻、絹など）の持続的利用に配慮されていること

(3)生分解性のある資源の使用
(4)革製材料について
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含む）のリサイクル促進となる。羊毛は反毛後 2cm以下の極めて短い繊維となり、梳毛（そ
もう）製品における反毛繊維使用は難しいが、紡毛製品ではウールのリサイクル繊維を使

用可能である。

　また、床敷物およびかさについては、繊維以外の材料使用割合が高く、繊維製品として

の扱いなどが検討された。結論として、床敷物は「日本標準商品分類」において家庭用繊

維製品に含まれること、経済産業省統計などにおいても繊維製品として扱われていること

から、繊維製品として扱うことが確認された。ただし、タイルカーペットについてはエコ

マーク商品類型ﾉ｡118「再生材料を使用したプラスチック製品」として扱うこととされた。
床敷物およびかさは、繊維以外の材料を考慮して基準を策定することとし、未利用繊維ま

たはリサイクル繊維の使用促進を図ることとした。

(2)については、綿ではオーガニックコットンの名称で欧米を中心に様々な団体で認証が
行われている。従って、有機栽培綿などに関する基準を策定する項目として選定された。

(3)については、他委員会で検討されているため、基準を策定する項目として選定されな
かった。

(4)については、繊維製品と革製品の区別を主な話題として検討を行った。家庭用品品質
表示法、雑貨工業品品質表示規程などを参考とし、且つ革の環境影響を検討するためには

一層の情報収集が必要であると判断された。結論として、繊維製品の小付属などに製品全

体の 20％以下の革の使用を認めることとした。毛皮製品については、関係業界、動物愛護
団体など繊維製品とは全く異なる検討が必要であるため、本商品類型の対象外とした。

◇Ａ－８　◇Ａ－８　◇Ａ－８　◇Ａ－８　（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用・排出）・排出）・排出）・排出）

　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)および(2)については、綿や羊毛などは生産国の基準を遵守していることと基準に明記
するか議論されたが、証明が困難なため、基準を策定する項目としては選定されなかった。

「有機栽培」の定義は、日本オーガニックコットン協会の認証規定と基準を参考に整理

した。有機栽培綿とは「素材認証の確認として、オーガニックコットン素材（糸、生地な

ど）に対して発行された「素材認証書」を有するもの。」とし、綿花の確認は、オーガニッ

クコットンに対して発給される綿花生産地の適格な機関の証明書（綿俵番号が明記されて

いるもの）と取引時に発行されるインボイス、パッキングリストあるいは納品書（同じ綿

俵番号が記載されているもの）で行うこととする。

◇Ａ－９　◇Ａ－９　◇Ａ－９　◇Ａ－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)綿などの栽培時の環境負荷、羊の飼育時の環境負荷
(2)生産国の関連する環境法規などを遵守していること
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本項目については、現在、遺伝子組換体の商業的利用は行われておらず、今後の状況に

より検討することとし、基準を策定する項目として選定されなかった。

BBBB．製造．製造．製造．製造

◇Ｂ－１　◇Ｂ－１　◇Ｂ－１　◇Ｂ－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)については、リサイクル繊維に限らず、繊維の製造においては洗浄などの目的で水を
大量に使用している。このため、製造時の水使用量が少ないことは環境への配慮として挙

げられる。エコマーク商品類型「再生 PET樹脂を使用した家庭用繊維製品」において、水
使用量の極端に多い製品については認定しないこととして基準項目となっていた。具体的

に製品毎の製造時の水使用量を測定することは難しく、相対的に判断することは困難なで

あり、製品種類毎の水使用量の差より、工場により水使用量に差が出ると考えられたため、

基準を策定する項目としては選定されなかった。エネルギについても同様に整理された。

(2)については、リサイクル容易設計についてはリサイクルシステムに応じた配慮が必要
であり、リサイクルが容易な素材について書き出すことは困難である。リサイクル容易設

計は、F-7の項目で検討したリサイクルシステムに含まれると判断され、リサイクルの仕組
みが整っていることの証明方法の一つとし、リサイクル容易設計として基準を策定する項

目には選定されなかった。

◇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。

本項目については、エネルギ消費の観点から濃色より淡色の方が染色工程でのエネルギ

負荷が少ないとの意見があった。色によってエネルギ負荷を比較することは工場規模、染

色堅牢度などの性能などさまざま要素が関係しており淡色の方が環境に配慮しているとは

判断できない。従って、本項目は基準を策定する項目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)リサイクルされた繊維を使用した場合、エネルギや水を著しく使用しないこと
(2)リサイクルが容易な製品設計

(1)濃色よりも淡色または生成（きなり）の方がエネルギ使用が少ない

(1)大気汚染物質の排出のないこと

(1)遺伝子組換体
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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、製品を製造する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（水質汚（水質汚（水質汚濁物質の排出）濁物質の排出）濁物質の排出）濁物質の排出）

本項目では以下の点が検討された。

（１）基準を策定する項目として選定された。環境に関する基準では、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明記した。

(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。
(2)および(3)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。

◇Ｂ－７　◇Ｂ－７　◇Ｂ－７　◇Ｂ－７　（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生・処理処分）・処理処分）・処理処分）・処理処分）

本項目では以下の点が検討された。

(1)については、廃棄物の削減量、リサイクル状況を認定基準として相対的に判断するこ
とは困難なため、基準を策定する項目としては選定されなかった。

(2)については、(1)と同様に、認定基準として汚泥の量を相対的に判断することは困難な
ため、基準を策定する項目としては選定されなかった。

◇Ｂ－８　◇Ｂ－８　◇Ｂ－８　◇Ｂ－８　（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用・排出）・排出）・排出）・排出）

本項目では以下の点が検討された。

(1)および(2)については、環境および人体への影響を考慮し、有害と判断された物質の使
用の禁止または使用制限の数値を定め、別表 2 として添付した。化学物質については、そ
の影響力を検討し、法の遵守、使用の禁止、数値基準の設定、定性的基準の設定、報告と

いう段階的な基準設定の考え方がエコマーク類型・基準制定委員会に関するガイドライン

で定められている。今回、報告レベルの物質については家庭用繊維製品製造各社からエコ

(1)水質汚濁物質の排出のないこと
(2)染色時、環境への影響が抑制されていること
(3)環境ホルモン認定物質の使用が抑制されていること

(1)廃棄物の削減、リサイクル化
(2)汚泥の減量化

(1)有害物質の使用、排出が抑制されていること
(2)環境および人体に優しい加工剤の使用
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マーク事務局への報告として基準化するのではなく、報告義務はないが健康、環境への影

響が懸念される物質として、文献、研究事例などに被害事例などがある物質などについて

情報提供することとした。この情報提供によって、家庭用繊維製品製造各社はエコマーク

商品に該当物質を使用することは可能であるが、将来の認定基準としての制限の可能性、

消費者への被害対策の可能性などのリスクを考慮することになり、トータルバランスで製

品への環境配慮を行う必要が生じる。健康、環境への影響が懸念される物質であっても、

このような手法により一層の環境配慮が見込めるため、本項目は基準を策定する項目とし

て選定された。具体的な情報提供リストは、関係者、専門家らと検討を継続し、取りまと

め次第、公表する。なお本情報提供については、必要に応じて国立医薬品食品衛生研究所

との検討により、基準のレベル、情報提供物質の見直しを行うこととなる。

蛍光増白加工、難燃加工、柔軟加工、衛生加工および製品漂白加工については、経済産

業省通達に準じることとし、事業者が自主的に使用量を抑制することを期待した報告レベ

ルの基準項目とした。

ECOTEX に規定されている化学物質については、検討の結果、ECOTEX の試験方法が非公開

であるため、環境に関する基準としては扱わないこととした。しかし、これらの化学物質

については、次回の基準見直し時に再検討することとされた。

遊離ホルムアルデヒド量については、繊維製品への規制が乳幼児用一般衣料「検出しな

いこと」、下着類「75ppm 以下」、経済産業省通達では外衣「300ppm」とされている。本
商品類型では、カーテン、カーペットなどの室内製品が対象となっており、シックハウス

原因物質、アレルギー性接触皮膚炎など健康被害をもたらす物質として遊離ホルムアルデ

ヒド量を乳幼児製品において検出しないこと、直接肌に触れる可能性の高い製品において

75ppm 以下とし、カーテン、カーペット、および肌に直接触れる可能性の低いエプロンお
よびかっぽう着などのその他製品は 300ppm とした。遊離ホルムアルデヒド量は商品の保
管状況などにより変化するため、メーカによる出荷時以降の遊離ホルムアルデヒド量の正

確な把握は困難である。そのため、認定基準値は出荷時の試験結果の値を用いることとし

た。遊離ホルムアルデヒド量の試験は厚生省令 34 号を採用する。試験機関により JIS L 1041

を規定している場合もあるが、内容的にはほぼ同義であり、本商品類型は厚生省令 34 号と

記載した。従って、本項目は基準を策定する項目として選定された。

染料については、染料および有機顔料製造会社生態学毒物学協会（ETAD）が製造・販売
を自主規制している染料群リストとして a.分解して別表 4 の発ガン性アミン類を生成する
可能性があるアゾ系染料、b.発ガン性染料、c.皮膚感作性染料に関し ECOTEX に規定され
る染料を追加したものを認定基準として整理した。当該リストは、ドイツにおいて日用品

への使用が禁止されている物質を含んでおり、「再生 PET 樹脂を使用した衣服」で採り上
げた染料リストを大幅に強化した結果となった。

クロム系染料は、現在約 4700t の生産量があり、主として黒や紺色を出すために衣服な
どに使用されている。重金属削減の観点から「再生 PET 樹脂を使用した家庭用繊維製品」
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において羊毛以外の繊維は使用のないこととされており、今回あらためて見直した。結果

として、羊毛業界において代替染料の開発を進めているものの、現在においてもクロム系

染料の使用は欠かせないものとなっており、本認定基準では羊毛以外の繊維はクロム系染

料の使用のないこととした。

綿における塩素漂白については、高付加価値商品としてではあるがすでに取り組まれて

おり、漂白剤の使用を抑制するため、認定基準を策定する項目として選定された。羊毛の

防縮加工は、先加工として一部で塩素処理がなされている。主としてポリウレタン樹脂に

よる後加工が行われており、直接的な認定基準ではなく、工場として環境法規を遵守する

こととし、本項目は認定基準を策定する項目として選定された。

ハロゲン化合物を含有している製品については、ポリ塩化ビニリデン、臭素系難燃剤な

どの含有と燃焼廃棄時のダイオキシンの発生との関係があげられる。検討の結果、防火安

全性能の維持を考慮しつつ、有害物質の発生を極力回避するため、ハロゲン化合物が処方

構成成分として添加されている製品（繊維としての樹脂および後加工を指し、着色材、フ

ッ素系添加剤は除く）は認めないこととした。また、防炎物品または防炎製品に指定され

ている製品や毛布、床敷物などの使用回避が難しいものは、本項目を適用しないこととし

た。衣服用生地の生産工程は以下のとおりである。本認定基準に示す後加工とは、編織加

工から後の工程での加工剤の添加を指す。

衣服用生地の生産工程

紡績工程　→　編織工程　→　染色工程

　「無漂白」の定義は、日本オーガニックコットン協会の認証基準に準じ、仕上げ加工工

程における薬剤について下表の範囲で使用を認めた綿製品とした。なお、精練・漂白工程

が同一工程のものは、過酸化水素による漂白が一般的であり、特に環境保全上の問題とな

る事項も挙げられなかったことから、「過酸化水素漂白」として認めることとした。

　エコマーク商品類型No.44「無漂白の衣服、寝具、タオル」では、無漂白、無蛍光、およ
び無染色または草木染めの絹製品などを対象としていた。本商品類型は、他の同様の繊維

と比較してより環境に配慮している繊維を採り上げる方針であり、一般的な絹製品が漂白

工程を経ないものであることから、本観点において既に環境に配慮しているものと判断し、

基準から削除した。
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　　　　　　　表　仕上げ加工工程での使用可能薬剤一覧

１
糊
抜
き

使用可能　熱水・クエン酸、酢酸・塩・酵素（プロテアーゼ、リパーゼ、アミラ
ーゼ、セルラーゼなど）・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオ
ン活性剤・グルコン酸ソーダ、その他の有機キレート剤

精
練
・
漂
白
が
同
一
工
程
の
も
の

２
精
練
・
漂
白

使用可能　熱水・酵素（プロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼなど）・
クエン酸、酢酸・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオン活性剤・
グルコン酸ソーダ、その他の有機キレート剤
ソーダ灰・1.5％owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素ま
たは熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残渣を残さ
ないこと。

１
糊
抜
き

規定せず精
練
・
漂
白
が
別
工
程
の
も
の

２
精
練

漂白は行わないこと

精練に使用可能　熱水・酵素（プロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼ、セルラー
ゼなど）・クエン酸、酢酸・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオ
ン活性剤・グルコン酸ソーダ、その他の有機キレート剤

◇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。

　本項目についてはＢ－５項でも検討されている。さらに、騒音、振動についても近隣苦

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Ｃ．流通Ｃ．流通Ｃ．流通

◇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)包装は繰り返し使用できるか、リサイクル可能であること
(2)包装資材の簡素化、過剰な包装を行っていないこと

(1)関連する環境法規および通達の遵守

無
漂
白
　
と
表
示

過
酸
化
水
素
漂
白
　
と
表
示
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(1)および(2)については、基本的に簡素な包装が多いものの、包装の簡素化、包装資材の
リユース、リサイクルは資源消費量の低減に効果があると判断され、基準を策定する項目

として選定された。

Ｄ．使用消費Ｄ．使用消費Ｄ．使用消費Ｄ．使用消費

◇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)については、商品の長寿命化とともに、資源消費量の低減につながると考えられるた
め、「衣服」においては基準を策定する項目として選定されたが、本商品類型では、特段の

想定商品がないため、基準を策定する項目として選定されなかった。

(2)については、使い捨て製品とは、一般的に繰り返し使用される代替製品があるにもか
かわらず 1 回程度の使用を想定して設計された製品を指す。おむつ、かばんなどのうち１
度使用された時点で廃棄される可能性がある製品は、資源消費の低減の観点から認めない

こととした。従って、本項目については、使い捨て製品でないこととして、基準を策定す

る項目として選定された。

また、1992年制定「布製ショッピングバッグ」は、買い物時の使用を考慮して耐荷重に
関する基準が策定されていた。本項目は、品質に関する基準において確認するものとし、

これまで基準値としていた 10kgという数値を削除することによって、ファッション製の高
いバッグにおける環境配慮を促すこととした。

◇Ｄ－３　◇Ｄ－３　◇Ｄ－３　◇Ｄ－３　（オゾン層破壊物質の排出）（オゾン層破壊物質の排出）（オゾン層破壊物質の排出）（オゾン層破壊物質の排出）

本項目では以下の点が検討された。

本項目については、水洗い可能製品の表示の義務付けを行うか検討されたが、ドライク

リーニングと水洗いの環境負荷比較に関するデータがないこと、洗濯については品質表示

で表示されるため、環境に関する基準を策定する項目として選定されなかった。

◇Ｄ－６　◇Ｄ－６　◇Ｄ－６　◇Ｄ－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。

本項目については、データが少なく、本項目だけを取り上げ、基準を策定することは困

(1)ボタンなど付属品の供給システムが整っていること
(2)長寿命化に配慮されていること（使い捨て製品ではないこと）

(1)洗濯はドライクリーニングでなく水洗いを推奨

(1)染色堅牢度について
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難であるため、品質に関する基準に統合することとし、環境に関する基準を策定する項目

として選定されなかった。

◇Ｄ－８　◇Ｄ－８　◇Ｄ－８　◇Ｄ－８　（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用・排出）・排出）・排出）・排出）

本項目では以下の点が検討された。

本項目については、B-8項において一括して検討されたため、省略する。

Ｅ．廃棄Ｅ．廃棄Ｅ．廃棄Ｅ．廃棄

◇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。

　本項目については、熱エネルギの回収率を明記するか検討されたが、商品ごとの熱エネ

ルギを算定することは不可能であるため、商品の中のリサイクルできない部分については

熱エネルギとして回収されることのみを証明することとし、基準を策定する項目として選

定された。

Ｆ．リサイクルＦ．リサイクルＦ．リサイクルＦ．リサイクル

◇Ｆ－７　◇Ｆ－７　◇Ｆ－７　◇Ｆ－７　（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生・処理処分）・処理処分）・処理処分）・処理処分）

本項目では以下の点が検討された。

(1)については、B-1(2)項と統合し検討されたため、省略する。
(2)については、リサイクルを促進するためには、必要不可欠な条件であるため、基準を
策定する項目として選定された。本項目は、共通項目とすることには技術的には困難なで

あるという判断から、環境に関する基準では選択項目とした。今回は、リサイクルシステ

ムの取組が試みられている寝具などを想定して本項目を適用することとした。

(1)焼却時に熱エネルギとして回収される仕組みが整っていること

(1)回収された製品は再利用される部分の多いこと
(2)不要品の回収、リサイクルのシステムがあること

(1)「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」、「ホルマリン樹脂加工について
（昭和 47年 7月 20日 47繊局第 569号通商産業省繊維雑貨局長　現生活産業局長）」
などの衣服を対象とする法規および通達などに適合していること。

(2)染料にあっては、ベンジジン染料、クロム系染料および発ガン性アミンを生成するア
ゾ系染料の使用のないこと

(3)製品に有害物質、重金属などの規制物質の使用のないこと
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４－２　品質に関する基準について４－２　品質に関する基準について４－２　品質に関する基準について４－２　品質に関する基準について

　自主規格は日本工業規格 JIS L 4107などと同等、またはそれ以上の品質を保証する規格
とする。併せて、ここでいう自主規格とは、申込製品の製造事業者と製品の発注者との間

に取り決められた納入規格が、申込製品の製造事業者のみが策定する規格より優先するも

のとする。

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

　商品区分については、エコマーク商品類型 No.103「再生 PET 樹脂を使用した衣服」に
おいて緩和してほしいという要望や詳細内容に関する問い合わせが多く、今回の見直しで

わかりやすくあらためた。これまではブランド名毎、素材の違い（綿混／ウール混は別申

込）、日本標準商品分類による６桁分類毎、再生 PET 樹脂使用率の違いで別申込としてい
たが、ブランド名毎、4-1.(1)に規定する基準の内容毎（未利用繊維配合率およびリサイクル
繊維配合率によって別申込とする）とした。これまでセット販売品については上記商品区

分によって別申込となるケースが多かったが、セット販売される製品に限って、同一申込

として扱える範囲を大幅に広げた。また、カーテンについては受注時期が異なった場合な

どに生産時の材料調達などの都合上、ロットによっては使用生地などが変わってしまうこ

ともある。さらに、出荷先による商品名変更せざるを得ないなどのカーテン特有の商慣習

もある。商品としての仕様は変わらないことから、これを同一申込として扱うことができ

るよう改定した。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（社印を捺印）

＜付属証明書の作成方法＞

１． 申込製品に関する必要事項を「記入欄」に記載して下さい。

「記入欄」に網かけがある「項目」は記入不要です。

２． 「添付証明書」欄の各証明書を用意して下さい。各証明書は、本付属証明書と併せてエコマーク

商品認定・使用申込時に提出して下さい。

「添付証明書」に網かけのある「項目」は、添付証明書の提出は不要です。

３． 各証明書の作成は（記入例）を参照して下さい。

４． 「添付証明書」の作成は「添付証明書の発行者」欄を確認して下さい。

５． 付属証明書の作成はＡ～Dの区分毎です。申込製品にあてはまる付属証明書を選択して下さい。

項目 添付証明書 添付証明書の発行者

6.(1)型式（品番）リスト 証明書（記入例１-Ａまたは１-Ｂのどちらか） 申込者

6.(2),(3)エコマーク表示予定箇所、
マーク下段の環境情報表示、

認定番号の表示

表示予定設計図の提出（書式自由・原稿） 申込者

6.(5)エコマーク使用契約者名、住　
　　所(電話番号)および認定番号の
　　表示（使用規定第7条）

表示予定設計図の提出（書式自由・原稿） 申込者

No.104
Version2.0
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Ａ．家庭用繊維製品

カーテン・タオルでの申込のうち、申込製品と同一製品でブランド名が複数ある場合は、以下の（　　　）内に記載

してください。

　

【選択肢ａ,ｂ,ｃ,ｄ】：認定基準4-1.(1)の選択肢のうち、1つを選択し、以下に記入して下さい。
項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(1)選択肢 a□ b□ c□ d□

(1つを選択しチェックして下さい)

証明書（記入例１-Ａ）
床敷物の場合、証明書（記

入例１-Ｃ）

申込者4-1.(1)選択肢ａ

(aを選択した方のみ記入　

して下さい)

□未利用繊維／□リサイクル繊維

(該当する事項をチェックして下さい)

証明書（記入例２）　 紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(1)選択肢ｂ

(bを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 過酸化水素漂白／□無漂白

(該当する事項をチェックして下さい) 綿100％・無漂白または過
酸化水素漂白綿・蛍光増白

剤の使用の証明書

（記入例３）

紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(1)選択肢ｃ

(cを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 天然繊維100％である
□ 有機栽培である 天然繊維100％・有機栽培

の証明書（記入例４）

綿花生産地の適格な　

機関など

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(1)選択肢ｄ

(dを選択した方のみ記入　

して下さい)

証明書（別紙参照） 申込者など

【共通】：以下に記入して下さい。

項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(2)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(3)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(3)製品の遊離ホルム　
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(4)ハロゲン系元素で　
構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)
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項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の

発行者

4-1.(5)使い捨て製品 製品の用途：

4-2.(21)(22)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果など

第三者試験機関または

申込者

4-2.(21)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者

＜注意事項＞

＊ エコマーク商品類型No.104「家庭用繊維製品Version2.0」の4-2.(21)製品の品質については、JISL410
7と同等か　条件が厳しいものであることが規定されています。同一申込ブランド内において、生
地、デザイン、色、縫製工場、アイテムが異なる場合は、各試験機関と申込者との協議の上、試験

項目と試験対象品番を設定し、試験結果をご提出ください。

（自社試験結果の場合は、全申込商品がJISL4107と同等か条件が厳しいものであることをご提示
　ください）
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Ｂ．身の回り品

えり飾り、和装身の回り品、袋物およびかばんでの申込の場合、以下の（　　　）内に記載してください。

　　皮革の質量割合　　（　　　）％

　　取ってその他の付属品を除く外面積に占める繊維の割合　　（　　　　）％

【選択肢ａ,ｂ,ｃ】：認定基準4-1.(7)の選択肢のうち、1つを選択し、以下に記入して下さい。
項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(7)選択肢 a□ b□ c□ 

(1つを選択しチェックして下さい)

証明書（記入例１-Ａ（製
品全体）または、記入例１

-Ｂ（表地））
かさの場合、証明書（記入

例１-Ｃ）

申込者4-1.(7)選択肢ａ

(aを選択した方のみ記入　

して下さい)

□未利用繊維／□リサイクル繊維

□製品全体／□表地

(該当する事項をチェックして下さい)

証明書（記入例２）　 紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(7)選択肢ｂ

(bを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 過酸化水素漂白／□無漂白

(該当する事項をチェックして下さい) 綿100％・無漂白または過
酸化水素漂白綿・蛍光増白

剤の使用の証明書

（記入例３）

紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(7)選択肢ｃ

(cを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 天然繊維100％である
□ 有機栽培である 天然繊維100％・有機栽培

の証明書（記入例４）

綿花生産地の適格な　

機関など

【共通】：以下に記入して下さい。

4-1.(8)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(9)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(9)製品の遊離ホルム
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(10)ハロゲン系元素で
　　　構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

4-1.(11)製品の包装材　 包装材の材質：
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包装方法：

項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(12)使い捨て製品 製品の用途：

4-2.(21)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果

第三者試験機関または

申込者

4-2.(21)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者
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Ｃ．その他の生活・文化用品（テント）

【共通】：以下に記入して下さい。

項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

証明書（記入例１-Ｃ） 申込者4-1.(13)基準配合率 □未利用繊維／□リサイクル繊維

(該当する事項をチェックして下さい)

証明書（記入例２）　 紡績事業者

4-1.(14)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(15)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(15)製品の遊離ホルム
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(16)ハロゲン系元素で
　　　構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

4-2.(21)(23)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果

第三者試験機関または

申込者

4-2.(21)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者
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Ｄ．紡績基礎製品

【選択肢ａ,ｂ,ｃ】：認定基準4-1.(17)の選択肢のうち、1つを選択し、以下に記入して下さい。
項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(17)選択肢 a□ b□ c□ 

(1つを選択しチェックして下さい)

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(17)選択肢ａ

(aを選択した方のみ記入　

して下さい)

□未利用繊維／□リサイクル繊維

(該当する事項をチェックして下さい)

証明書（記入例２）　 紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(17)選択肢ｂ

(bを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 過酸化水素漂白／□無漂白

(該当する事項をチェックして下さい) 綿100％・無漂白または過
酸化水素漂白綿・蛍光増白

剤の使用の証明書

（記入例３）

紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(17)選択肢ｃ

(cを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 天然繊維100％である
□ 有機栽培である 天然繊維100％・有機栽培

の証明書（記入例４）

綿花生産地の適格な

機関など

【共通】：以下に記入して下さい。

項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(18)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(19)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(19)製品の遊離ホルム
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(20)ハロゲン系元素で
　　　構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

4-2.(21)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果

第三者試験機関または

申込者

4-2.(21)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全２頁

　 記 入 例２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日
　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、紡績事業者

原料供給証明書

供給する生地（生地品番名　　　　　　　）について、以下の通り証明します。

　　　　　＊証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

１． 原料名　

原料名（①～⑪の該当する事項にチェックして下さい）

□①コットンリンター未利用繊維

□②紡績時に発生する短繊維

□③織布工場の糸くず

□④縫製工場の裁断くず

反毛繊維

□⑤使用済み衣服等の（　　　　　）製品

＊（　）内に具体的な製品名を記載：例衣服

□⑥使用後に廃棄された（　　　　　）製品

＊（　）内に具体的な製品名を記載：例PETボトル

再生ＰＥ

Ｔ繊維

＊ □⑦（　　　　）製造工程から発生した製品の端材・不良品　＊（　）内

に具体的な商品名を記載：例フィルム、同一工程・工場で発生したものは除く

□⑧ナイロン素材使用済み（　　　　　　）製品

＊（　）内に具体的な製品名を記載：例バッグ

□⑨ポリエステル素材使用済み（　　　　　）製品

＊ （　）内に具体的な製品名を記載：例衣服

□⑩（　　　　）製造工程から発生した製品の端材・不良品　＊（　）内に

具体的な商品名を記載：例フィルム、同一工程・工場で発生したものは除く

リサイ

クル繊

維

ケミカル

リサイク

ル繊維

□ ⑪本製品に配合している再生原料

□カプロラクタム

　　□EG　　□BHET　　□DMT　　□テレフタル酸
　　□エチレングリコール　　□その他（　　　　　　　　　）

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください
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２． 生地製造のフローチャート

事業者名　＊２

繊維化工程　＊１

紡績工程

編織工程

染色工程

＊ １　反毛繊維については、反毛事業者名を、再生PET繊維については、フレーク事業者を記載してください。

＊２　事業者名が複数あり、書ききれない場合は、別紙に記載してください。

３．混用率

生地混用率　　　　　　　　　　　　　　　　（例.ポリエステル１００％）

４．配合率

未利用繊維　　％

反毛繊維　　　％、再生ＰＥＴ繊維　　％、ケミカルリサイクル繊維　　％
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　 記 入 例３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、紡績事業者

原料供給証明書

供給する生地（生地品番名　　　　　　　）について、以下の通り証明します。

　　　　　　　　　＊証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

１．混用率

生地混用率　　　　　　　　　　　　　　　　

綿１００％

２．加工工程での使用薬剤

加工内容 加工有無 具体的な使用薬剤名

蛍光増白加工 □ ある／□なし

（該当する事項

をチェックして

下さい）

① 糊抜き工程

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

② 精錬・漂白工程

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

精錬・漂白

　□同一工程である

□ 別工程である

漂白工程の有無　□ある

　　　　　　　　　□なし　

（該当する事項をチェックして

下さい）

①精錬工程

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 87

　　 記 入 例４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、紡績事業者

原料供給証明書

供給する生地（生地品番名　　　　　　　）について、以下の通り有機栽培綿であることを証明しま

す。　　＊証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

１．混用率

生地混用率　　　　　　　　　　　　　　　　

綿１００％

２．添付書類

　綿花　　　　　　　　必須　□オーガニックコットンに対する証明書（綿花生産地の適格な機関

　　　　　　　　　　　　　　　発行、綿俵番号が明記されているもの）

　　　　　　　　　　　選択（以下いずれかひとつ）

□ インボイス（綿俵番号が明記されているもの）

□ パッキングリスト（綿俵番号が明記されているもの）

□ 納品書（綿俵番号が明記されているもの）　　

　　　　　　　　　　　（該当する事項をチェックして下さい）

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください
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　　 記 入 例５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、縫製工場（最終製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造工場）工場長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境法規遵守証明書環境法規遵守証明書環境法規遵守証明書環境法規遵守証明書

（申込商品最終工程の製造会社）は（申込商品名）の製造にあたって、（申
込商品に関連する環境法規および公害防止協定などを全て記入）を申込時
より過去○○年間（※）遵守していることを証明します。

（※）創業以来違反がないという内容でも結構です

発行者が工場長もしくは工場長の役職にあたるもしくは兼務していることを必ず明記してください。

証明書
発行者名

本証明書の宛先

本証明書の発行日
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　　 記 入 例６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、申込者

製品加工内容証明書

申込ブランド名（　　　　　）について、以下の通り証明します。

（加工有無の欄にチェックを付け、加工がある場合は提出書類を添付してください）

加工内容 加工有無 ある場合の提出書類

防かび加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）

難燃加工 □ある／□なし 使用量　（　　　　　　）単位（　　　）

蛍光増白加工 □ある／□なし 使用量　（　　　　　　）単位（　　　）

柔軟加工 □ある／□なし 使用量　（　　　　　　）単位（　　　）

衛生加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）

製品漂白加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）

防炎加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）、もしく

は、防炎物品または防炎製品であることの証明（日本防炎協

会の認定証の写し）

申込製品は　□毛製品である　□毛製品ではない　　（該当する事項をチェックして下さい）

　毛製品である場合は、以下の証明が必要です。

デ ィ ル ド リ

ン・ＤＴＴＢ使

用加工

□ある／□なし 厚生省令３４号への適合についての説明

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全２頁

　　 記 入 例７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、染色工場工場長

染色証明書

生地（生地品番名　　　　　　　）の染色について、以下の通り証明します。

＊ 証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

以下の①②③に記載がある染料を処方構成成分として添加していません。

また、クロム系染料を処方構成成分として添加していません。（羊毛繊維の場合は本項目の記載は不
要です）

  ① 分解して下記の発癌性アミン類を生成する可能性があるアゾ系染料
発癌性ランク（Ａ１）
92-67-1 4-aminobiphenyl
92-87-5 Benzedrine
95-69-2 4-chloro-o-toluidine
91-59-8 2-naphthylamine
発癌性ランク（Ａ２）
97-56-3 o-aminoazotoluene
99-55-8 2-amino-4-nitrotoluene
106-47-8 4-chloroaniline
615-05-4 2,4-diaminoanisole
101-77-9 4,4'-diaminodiphenylmethane
91-94-1 3,3-dichlorbenzidine
119-90-4 o-dianisidine; 3,3'-Dimethoxybenzidine
119-93-7 o-tolidine; 3,3'-Dimethylbenzidine
838-88-0 4,4'-diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane
120-71-8 p-cresidine
101-14-4 4,4'-diamino-3,3'-dichlorodiphenylmethane
101-80-4 4,4'-diaminodiphenylether
139-65-1 4,4'-diaminodiphenylsulfide
95-53-4 o-toluidine
95-80-7 2,4-diaminotoluene
137-17-7 2,4,5-trimethylaniline
90-04-0 o-anisidine
95-68-1 2,4-xylidine

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください
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87-62-7 2,6-xylidine

  ② 発癌性染料
569-61-9 C.I. BASIC RED 9 CI 42500
2475-45-8 C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500
3761-53-3 C.I. ACID RED 26 CI 16150
6459-94-5 C.I. ACID RED 114 CI 23635
2602-46-2 C.I. DIRECT BLUE 6
1937-37-7 C.I. DIRECT BLACK 38 CI 30235
573-58-0 C.I. DIRECT RED 28 CI 22120

C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855

  ③ 皮膚感作性染料
2475-46-9 C.I. DISPERSE BLUE 3 CI 61505

C.I. DISPERSE BLUE 35
C.I. DISPERSE BLUE 106
C.I. DISPERSE BLUE 124

2832-40-8 C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855
730-40-5 C.I. DISPERSE ORANGE 3 CI 11005

C.I. DISPERSE ORANGE 37
2872-52-8 C.I. DISPERSE RED 1 CI 11110

C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500
C.I. DISPERSE BLUE 7 CI 62500
C.I. DISPERSE BLUE 26 CI 63305
C.I. DISPERSE BLUE 102
C.I. DISPERSE ORANGE 1 CI 11080
C.I. DISPERSE ORANGE 76
C.I. DISPERSE RED 11 CI 62015
C.I. DISPERSE RED 17 CI 11210
C.I. DISPERSE YELLOW 1 CI 10345
C.I. DISPERSE YELLOW 9 CI 10375
C.I. DISPERSE YELLOW 39
C.I. DISPERSE YELLOW 49

発行者が工場長もしくは工場長の役職にあたるもしくは兼務していることを必ず明記してください。
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　　 記 入 例８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

＊発行者は、縫製工場（最終製品製造工場）

工場長または品質管理責任者

品質管理証明書

申込ブランド名（　　　　　）について、別紙（第三者試験機関による試験結果、もし
くは、自社品質規格試験結果などを添付すること）に基づいて製品を管理し、品質管理
基準に適合する製品のみを出荷することを証明します。

発行者が工場長もしくは品質管理責任者であること（その役職にあたるもしくは兼務していること）

を必ず明記してください。

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先



記入例１-Ａ記入例１-Ａ記入例１-Ａ記入例１-Ａ 【選択肢ａ　家庭用繊維製品】【選択肢ａ　身の回り品】
　　　　年　　　月　　　日

型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)の証明欄 以下の注意事項をご確認の上、例にならって必要事項をご記入ください。

（社名）
・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合の場合は、「混用率」と「未利用・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合率」の欄に、反毛繊維配合率、再生PET繊維配合率、またはｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙ繊維配合率を明記してください。
・未利用繊維配合の場合は、「混用率」と「未利用・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合率」の欄に、未利用繊維配合率を明記してください。
・「製品全体における重量比」の欄に重量比をを明記してください。
・混用率記入の際には、以下の略号を使用してください。（略号がないものは、そのまま繊維名を明記してください） 印 （社印を捺印）

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ：Ｅ、綿：Ｃ、羊毛：Ｗ、ｱｸﾘﾙ：Ａｎ、ﾅｲﾛﾝ：Ｎ、ﾚｰﾖﾝ：Ｒ、ｷｭﾌﾟﾗ：Ｃｕ、ｱｾﾃｰﾄ：Ａ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ：Ｕｎ、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ：Ｐｅ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ：Ｐｐ

品番 ｱｲﾃﾑ 繊維部分 繊維部分 繊維部分 繊維部分 製品全体

紡績事
業者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
／ｴｺﾏｰｸ
認定番号
(8桁) 混用率(%〉

染
色
の
有
無

生地の
製品全
体にお
ける重
量比

紡績事業
者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
／ｴｺﾏｰｸ認
定番号(8
桁) 混用率(%〉

染
色
の
有
無

生地の製
品全体に
おける重
量比(%〉

紡績事業
者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名／
ｴｺﾏｰｸ認定
番号(8桁)

混用率
(%〉

染
色
の
有
無

生地の
製品全
体にお
ける重
量比

紡績事
業者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
／ｴｺﾏｰｸ
認定番号
(8桁)

混用
率
(%〉

染
色
の
有
無

生地の
製品全
体にお
ける重
量比

未利用・ﾘ
ｻｲｸﾙ繊維
配合率(%)

例 A123 ﾀｵﾙ B社 Z1234 －

E55/C45
（再生PET
繊維55%）

あ
り 93.6% C社 Z5678 － E100

な
し 6.4%

再生PET
繊維
51.5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

＊１　S・M・Lなどのｻｲｽﾞ違いは同じ品番として扱ってください。
＊２　選択肢ａの申込においては、認定基準6．その他(1)より、同一ｱｲﾃﾑ内における製品全体でのﾘｻｲｸﾙ繊維配合率または未利用繊維配合率が
　　　20％以下の差を同一商品区分として扱います。
＊３　未利用繊維・ﾘｻｲｸﾙ繊維を使用していない繊維部分については、紡績事業者名の記載は不要です。　
＊４　認定基準4-1(1)(7）選択肢ａの申込においては、表１・3の基準配合率に適合することが条件となります。

*１*１*１*１ *２*２*２*２ *３*３*３*３ *３*３*３*３ *３*３*３*３ *４*４*４*４
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記入例１-Ｂ記入例１-Ｂ記入例１-Ｂ記入例１-Ｂ 【選択肢ｂ、ｃ、ｄ　家庭用繊維製品】【選択肢ａ表地用、ｂ、ｃ身の回り品】【選択肢ａ、ｂ、ｃ紡績基礎製品】
　　　　年　　　月　　　日

型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)(17)の証明型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)(17)の証明型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)(17)の証明型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)(17)の証明以下の注意事項をご確認の上、例にならって必要事項をご記入ください。
（社名）

・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合の場合は、「混用率」の欄に、反毛繊維配合率、再生PET繊維配合率、またはｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙ繊維配合率を明記してください。
・未利用繊維配合の場合は、「混用率」の欄に、未利用繊維配合率を明記してください。
・混用率記入の際には、以下の略号を使用してください。（略号がないものは、そのまま繊維名を明記してください）

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ：Ｅ、綿：Ｃ、羊毛：Ｗ、ｱｸﾘﾙ：Ａｎ、ﾅｲﾛﾝ：Ｎ、ﾚｰﾖﾝ：Ｒ、ｷｭﾌﾟﾗ：Ｃｕ、ｱｾﾃｰﾄ：Ａ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ：Ｕｎ、ﾎﾟ 印 （社印を捺印）

品番 ｱｲﾃﾑ 表地 繊維部分 繊維部分 繊維部分 繊維部分 繊維部分

紡績事業
者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
名／ｴｺﾏｰ
ｸ認定番
号(8桁)

混用率
(%〉

染
色
の
有
無
紡績事業
者名 生地品番

染
色
の
有
無
紡績事業
者名 生地品番

染
色
の
有
無
紡績事業
者名 生地品番

染
色
の
有
無
紡績事業
者名

生地
品番

染
色
の
有
無
紡績事業
者名 生地品番

染
色
の
有
無

例 A123 ﾀｵﾙ B社 Z1234 －

E60/C40
（再生
PET繊維
60%）

あ
り C社 Z5678

　
な
し

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

＊１　S・M・Lなどのｻｲｽﾞ違いは同じ品番として扱ってください。
＊２　認定基準4-1(7)(17)の選択肢ａの申込においては、認定基準6．その他(1)より、同一ｱｲﾃﾑ内における製品全体でのﾘｻｲｸﾙ繊維配合率または未利用繊維配合率が
　　　20％以下の差を同一商品区分として扱います。
＊３　認定基準4-1(7)の選択肢ａの申込においては、表4の基準配合率に適合することが条件となります。
＊４　選択肢ａ、ｃ、ｄで申込の場合、表地以外の紡績事業者名の記載は不要です。

*１*１*１*１
*４*４*４*４*２*２*２*２ *３*３*３*３ *４*４*４*４ *４*４*４*４ *４*４*４*４ *４*４*４*４
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記入例１-Ｃ記入例１-Ｃ記入例１-Ｃ記入例１-Ｃ 【選択肢ａ　床敷物】【選択肢ａ　かさ】【その他の生活・文化用品（テント）】

型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)(13)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)(13)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)(13)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)(7)(13)の証明欄 以下の注意事項をご確認の上、例にならって必要事項をご記入ください。
（社名）

・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合の場合は、「混用率」と「未利用・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合率」の欄に、反毛繊維配合率、再生PET繊維配合率、またはｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙ繊維配合率を明記してください。
・未利用繊維配合の場合は、「混用率」と「未利用・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合率」の欄に、未利用繊維配合率を明記してください。
・「製品全体における重量比」の欄に重量比をを明記してください。 印 （社印を捺印）
・混用率記入の際には、以下の略号を使用してください。（略号がないものは、そのまま繊維名を明記してください）

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ：Ｅ、綿：Ｃ、羊毛：Ｗ、ｱｸﾘﾙ：Ａｎ、ﾅｲﾛﾝ：Ｎ、ﾚｰﾖﾝ：Ｒ、ｷｭﾌﾟﾗ：Ｃｕ、ｱｾﾃｰﾄ：Ａ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ：Ｕｎ、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ：Ｐｅ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ：Ｐｐ

品番 ｱｲﾃﾑ 繊維部分 繊維部分 樹脂部分 樹脂部分 無機質部分 製品全体

紡績事
業者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
／ｴｺﾏｰｸ
認定番号
(8桁) 混用率(%〉

染
色
の
有
無

生地の
製品全
体にお
ける重
量比

紡績事業
者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
／ｴｺﾏｰｸ認
定番号(8
桁) 混用率(%〉

染
色
の
有
無

生地の製
品全体に
おける重
量比(%〉

製造事業者
名 名称

樹脂の製
品全体に
おける重
量比(%〉

製造事業者
名 名称

樹脂の
製品全
体にお
ける重
量比

製造事業
者名 名称

無機質の
製品全体
における
重量比
(%〉

未利用・ﾘ
ｻｲｸﾙ繊維
配合率(%)

例

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

＊１　S・M・Lなどのｻｲｽﾞ違いは同じ品番として扱ってください。
＊２　選択肢ａの申込においては、認定基準6．その他(1)より、同一ｱｲﾃﾑ内における製品全体でのﾘｻｲｸﾙ繊維配合率または未利用繊維配合率が
　　　20％以下の差を同一商品区分として扱います。
＊３　未利用繊維・ﾘｻｲｸﾙ繊維を使用していない繊維部分については、紡績事業者名の記載は不要です。　

*１*１*１*１ *２*２*２*２ *３*３*３*３*３*３*３*３
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エコマーク商品類型No.105
「工業用繊維製品 Version 2.0」

（財）日本環境協会

エコマーク事務局

1.環境的背景
　商品類型 No.105「再生 PET 樹脂を使用した工業用繊維製品」は、1997 年の制定以来、認定商品
数が大幅に増加してきた。

　そこで、本商品類型は、これまでの再生 PET 樹脂を使用した繊維製品だけでなく、新たにリサイ
クル繊維などの使用や引き取り・リサイクルシステムの整備を基準に採り入れ、繊維から繊維へのリ

サイクルに力点を置くこととし、且つリサイクル製品の普及促進による循環型社会の円滑な発展を図

ることを目的とした上で、1996年より導入したライフサイクルの概念に則ってエコマークの商品類型
見直しを行った。

　また、繊維製品は染料や漂白剤をはじめとした様々な化学物質が使用されている。これまでのエコ

マーク商品類型では無漂白製品、無染色や草木染などの天然染料によって染められた製品を推奨する

ことにより、化学物質の使用削減に努めてきた。健康や環境との関わりを考えると、特にホルムアル

デヒドなどの加工剤について配慮するべき点があり、資源の観点に加えて、化学物質の扱いについて

も整理した。

2.対　象
　工業用繊維製品（ベルト、重布類、袋、包装布、結束材、ファスナ、油吸着材、畳資材、ホース類、

タバコフィルタ、合皮基布、電気資材、自動車内張、土木用繊維資材など）、総務省発行の「日本標準

商品分類」に基づく「レース生地及び不織布のうち、不織布およびフェルト」、「その他紡織基礎製品の

うち網、策及び条」および「網地」。

　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」（壁紙、障子紙など）など、機能とし
ての商品類型が設定されているものは、該当商品類型で扱う。

3.用語の定義
　　リサイクル：マテリアルリサイクルをいう。ここでは、リサイクルにケミカルリサイクル繊維を

含むものとする。エネルギ回収（サーマルリサイクル）は含まない。

　　コットンリンター：綿の繊維のうち、開花後 4～12日頃に遅れて突起をはじめた短い地毛。
　　未利用繊維：コットンリンターおよび紡績時に発生する短繊維などからなる繊維。

　　反毛繊維　：織布工場の糸くず、縫製工場の裁断くずおよび使用済み衣服など（ここでは裂き織

りなどを含む）による反毛材からなる繊維。

　　ポストコンシューマＰＥＴ素材：使用後に廃棄されたＰＥＴ製品。使用済みの梱包材料を含む。

　　プレコンシューマＰＥＴ素材：ＰＥＴ製品を製造する工程の廃棄ルートから発生した廃棄物。た

　　　　　　　　だし、原料として同一の工程（工場）内でリサイクルされるものは除く。

　　再生 PET繊維：PETボトルなどのポストコンシューマ PET素材およびプレコンシューマ PET
素材の再生処理フレークまたは、ペレットなどを利用してリサイクルされた PET
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樹脂からなる繊維。

　　再生 PE繊維：ポストコンシューマ PE（ポリエチレン）素材およびプレコンシューマ PE素材の
再生処理フレークまたは、ペレットを利用してリサイクルされた PE 樹脂からなる
繊維。

　　再生 PP繊維：ポストコンシューマ PP（ポリプロピレン）素材およびプレコンシューマ PP素材
の再生処理フレークまたは、ペレットを利用してリサイクルされた PP 樹脂からな
る繊維。

　　プレコンシューマ素材：ナイロンまたはポリエステル素材の製品を製造する工程の廃棄ルートか

ら発生した廃棄物。ただし、原料として同一の工程（工場）内でリサイクルされる

ものは除く。

　　ケミカルリサイクル繊維：ナイロンまたはポリエステル素材の使用済み製品およびプレコンシュ

ーマ素材のポリマを解重合して得たモノマを原料として重合して得たポリマからな

る繊維。

　　リサイクル繊維：反毛繊維、再生ＰＥＴ繊維、再生 PE繊維、再生 PP繊維またはケミカルリサ
イクル繊維。

　　リサイクル布：検品による不良布、古着および古布を裁断した布。

未利用繊維　　　　　　　　　　　　　　　　　コットンリンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紡績時に発生する短繊維など

リサイクル繊維　　反毛繊維　　　　　　　　　（糸くず、裁断くず、使用済み衣服など；反毛繊維

に記述）

　　　　　　　　　再生 PET繊維　　　　　　  ポストコンシューマ PET素材
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレコンシューマ PET素材

ケミカルリサイクル繊維　　 使用済み製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレコンシューマ素材

4.認定の基準
4-1.環境に関する基準

(1)製品は、以下の a,b,cまたは dの要件のいずれかに適合すること。
a. 製品全体の総質量（繊維部分質量とし、ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属を
除く）に占める未利用繊維、リサイクル繊維、未利用布またはリサイクル布の質量割合が

表 1 の基準配合率を満たすこと。なお、再生材料を使用した小付属は製品全体の総質量お
よびリサイクル繊維の質量として基準配合率に含めてよい。
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表 1.繊維毎の製品全体の総質量に対する基準配合率
　　　繊維の種類　　　　　　　　　　　　　　　基準配合率

　　　未 利 用 繊 維　　　　　　　　　　　　　70％以上
　　　リサイクル繊維　反毛繊維　　　　　　　　70％以上
　　　　　　　　　　　再生 PET繊維　 　　　　50％以上　　樹脂量として再生 PET､再生
　　　　　　　　　　　再生 PE繊維　　　　　　　　　　　　 PE繊維または再生 PP繊維

再生 PP繊維　　　　　　　　　　　　 が 50％以上となること
　　　　　　　　　　　ケミカルリサイクル繊維　50％以上　　モノマ量として再生モノマが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50％以上となること
　　　未利用布

　　　リサイクル布　　　　　　　　　　　　　　100％
b.繊維部分が綿 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属および製品全体
の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編込などを除く）
であること。且つ、無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していな

いこと。

c.繊維部分が綿などの天然繊維 100％の製品（ボタン、ファスナ、ホック、縫糸などの小付属
および製品全体の総質量の 10％以下のポリウレタン繊維（ゴム糸）の衿、袖、裾などへの編
込などを除く）であること。且つ、有機栽培のものであること。

d. 製品は、使用後に引き取り、リサイクルされること。申込者は、使用後に不要品となった製
品の引取、リサイクルされる仕組みを整えていること。製品のうちでリサイクルできない部

分は、これを環境に調和した方法でエネルギ回収すること。

(2)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)製品への化学物質の使用については、別表 2に示す化学物質について、基準値を満たすこと。
(4)製品は、ハロゲン系元素で構成される樹脂（本項では繊維としての樹脂および後加工を指す。
着色材、フッ素系添加剤は本項目を適用しない）の使用のないこと。

(5)使い捨て製品ではないこと。
(6)自然環境中に放置される製品は、合成繊維および合成樹脂の使用のないこと。ただし、法規ま
たは公的規格により使用が義務づけられている製品は本項目を適用しない。

4-2.品質に関する基準
(1)製品の品質については、日本工業規格 JIS L 4107、該当工業会規格または自主規格などに従う
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。

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、エコマーク商品認定・使用申込書に添付すること。また、
申込む製品へのエコマーク表示予定箇所および表示内容を提出すること。

（2）認定基準 4-1.(1)a,bおよび cについては、紡績事業者の発行する原料（原料名、原料供給事業者
名など）証明書を添付すること(cは解説 A-8参照)。ただし、生地などにエコマーク認定品を使用
する場合は、当該生地などの「ブランド名」および「認定番号」をエコマーク商品認定・使用申
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込書に記載することで、基準への適合の証明とすることができる。

（3）認定基準 4-1.(1)d については、別紙に規定する引き取り、リサイクルまたは環境に調和したエ
ネルギ回収の体制が整備されていること（引き取りシステム、処理能力、処理内容、製品のリサ

イクル容易設計など）の説明書を提出すること。

（4）認定基準 4-1.(2)については、製品の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。

（5）認定基準 4-1.(3)については、別表 2に従って証明書を提出すること。
（6）認定基準 4-1.(4)については、エコマーク商品認定・使用申込書にハロゲン系元素で構成される

樹脂の使用の有無を記述すること。

（7）認定基準 4-1.(5)については、解説 D-1に示す使い捨て商品にあたるものであるか否か、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。

（8）認定基準 4-1.(6)については、解説 D-4に示す自然環境中に放置される製品にあたるものである
か否か、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。

（9）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、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。

６．その他

（1）商品区分はブランド名毎とし、4-1.(1)に規定するリサイクル繊維配合率または未利用繊維配合率

（同一アイテムでの配合率が20％以下の差を同一商品区分として扱う。）、ｂ、ｃまたはｄの選択肢

毎とする。

（2）エコマーク表示の付近に認定番号を必ず併記すること。

（3）マーク下段表示は、下記に示す環境情報表示とする。なおエコマーク商品認定・使用申込
時にエコマーク表示箇所および表示内容を提出すること。環境情報表示は、左揃えの表示を

矩形枠で囲んだものとし、6.(1)に規定する選択肢とそれぞれ対応する「未利用繊維○％」
または「未利用繊維○％以上」、「反毛繊維○％」または「反毛繊維○％以上」、「再生 PET
繊維○％」または「再生 PET繊維○％以上」、「再生 PE繊維○％」または「再生 PE繊維
○％以上」、「再生 PP繊維○％」または「再生 PP繊維○％以上」、「ケミカルリサイクル繊
維○％」または「ケミカルリサイクル繊維○％以上」、「未利用布・リサイクル布 100％」、
「無漂白」、「過酸化水素漂白」、「使用後回収・リサイクルする△△」（△△は製品）または

「有機栽培」と記載すること。

○％は申込製品の該当繊維の配合率を記載すること（整数値１桁目以下切り捨て）。

上記 6.(1)の同一商品区分内で該当繊維の配合率が異なる場合には、同一商品区分の最低値を記

載すること。

以下に、一例を示す。
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　（数字のみでも可）

（4）認定基準 4-1.(1)において選択肢 dを選択した製品は、当該製品にエコマーク表示を行うこと。
(5) エコマーク認定番号、使用契約者名、及び住所（または住所のかわりに電話番号）を、エコマー
ク商品またはその包装・容器に、エコマークと共に表示して下さい。

　ただし、ノベルティグッズ、名入れ商品または表示スペースがないなど、エコマーク使用契約

者名、及び住所（または住所のかわりに電話番号）を表示することが困難な場合には、エコマー

クの近傍に、エコマーク認定番号を明記して下さい。なお、この場合は、必ず表示内容をエコマ

ーク事務局に確認して下さい。（エコマーク使用規定第 7条）
（6）申込商品は、原則として「難燃剤」、「抗菌剤」の使用のないこと。また、「生分解性プラスチッ
ク」の表示のないこと。ただし、特別な事由により使用または表示する場合においては、「エコマ

ーク事業実施要領」に基づく「難燃剤」、「抗菌剤」および「生分解性プラスチックの表示」に関

する規定を満たすこと。具体的には、エコマーク商品認定・使用申込書に使用の有無を記載の上、

使用のある場合には別紙で規定の書類を添付すること。（「エコマークのてびき」より引用：「エ

コマーク事業実施要領」第 3章第 7項に相当する除外規定）

2003年 6月 20日　制定

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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別表2
繊維製品における化学物質の基準

以下に示す物質について、対象製品毎の基準値に示す条件に適合すること。

証明方法として、記号 1に定める物質については、防かび加工の有無を記述すること。防かび加工
がなされている製品は、加工剤を記述すること。記号 2に定めるホルムアルデヒドについては、厚生
省令 34 号に定める試験結果を異なる生地毎に提出すること。記号 3 に定める物質については、毛製
品であることの有無を記述すること。毛製品は、当該物質の厚生省令 34 号への適合を説明する証明
書を提出すること。記号 4に定める物質については、防炎加工の有無を記述すること。防炎加工がな
されている製品は、加工剤を記述、もしくは防炎物品または防炎製品であることの証明書を提出する

こと。
記号 名称 基準値 試験方法 対象製品

1
有機水銀化合物
ﾄﾘﾌｪﾆﾙすず化合物
ﾄﾘﾌﾞﾁﾙすず化合物

検出しないこと 厚生省令 34号 全製品

2 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 300ppm以下 全製品（屋外に設置される製品
は本項目を適用しない）

3 ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ
DTTB

30ppm以下 厚生省令 34号 全製品

4 APO
TDBPP
ﾋﾞｽ(2･3-ｼﾞﾌﾞﾛﾑﾌﾟﾛﾋﾟ
ﾙ)ﾎｽﾌｪｲﾄ化合物

検出しないこと 厚生省令 34号 全製品

  以下に示す加工について、加工時の配慮事項に示す条件に適合すること。
　証明方法として、各加工の有無を記述すること。

加工の名称 加工時の配慮事項
蛍光増白加工 必要最小限の加工にとどめ、過剰加工にならないよう十分注意すること。乳幼児用

製品には、できる限り加工を避けること。
難燃加工
柔軟加工

必要最小限の加工にとどめ、過剰加工にならないよう配慮すること。

衛生加工 人体への安全性に疑義のある加工剤の使用は、自粛すること。
製品漂白加工 製品漂白加工を企画する場合は、製品の安全性を確認した上で製品化すること。

　以下の①、②および③に示す染料を処方構成成分として添加していないこと。

　羊毛以外の繊維は、クロム系染料を処方構成成分として添加していないこと。

証明方法として、製品を染色する工場長の発行する証明書を提出すること。

①分解して下記の発癌性アミン類を生成する可能性があるアゾ系染料

　　（ドイツ食品日用品法第 35 条に基づく公的試験方法集成で定められた分析方法により下記のア
ミンの１つ以上が製品 1kg当たり 30mgを超えて検出されるもの）

発癌性ランク（Ａ１）
92-67-1 4-aminobiphenyl C1(EU),1(NTP,IARC)
92-87-5 Benzedrine C1(EU),1(NTP,IARC)
95-69-2 4-chloro-o-toluidine 2A(NTP,IARC)
91-59-8 2-naphthylamine C1(EU),1(NTP,IARC)

参考:有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

参考：47繊局第 569号通商産業省繊維雑貨局長
48生局第 289号通商産業省生活産業局長
63生局第 226号通商産業省生活産業局長
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発癌性ランク（Ａ２）
97-56-3 o-aminoazotoluene C2(EU), 2B(NTP,IARC)
99-55-8 2-amino-4-nitrotoluene 3(NTP,IARC)
106-47-8 4-chloroaniline C2(EU), 2B(NTP,IARC)
615-05-4 2,4-diaminoanisole 2B(NTP,IARC)
101-77-9 4,4'-diaminodiphenylmethane C2(EU), 2B(NTP,IARC)
91-94-1 3,3-dichlorbenzidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
119-90-4 o-dianisidine; 3,3'-Dimethoxybenzidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
119-93-7 o-tolidine; 3,3'-Dimethylbenzidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
838-88-0 4,4'-diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane C2(EU), 2B(NTP,IARC)
120-71-8 p-cresidine 2B(NTP,IARC)
101-14-4 4,4'-diamino-3,3'-dichlorodiphenylmethane C2(EU), 2A(NTP,IARC)
101-80-4 4,4'-diaminodiphenylether 2B(NTP,IARC)
139-65-1 4,4'-diaminodiphenylsulfide 2B(NTP,IARC)
95-53-4 o-toluidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
95-80-7 2,4-diaminotoluene C2(EU), 2B(NTP,IARC)
137-17-7 2,4,5-trimethylaniline
90-04-0 o-anisidine C2(EU), 2B(NTP,IARC)
95-68-1 2,4-xylidine 3(NTP,IARC)
87-62-7 2,6-xylidine 2B(NTP,IARC)
60-90-3 4amino-azo-benzen C2(EU)
  ② 発癌性染料
569-61-9 C.I. BASIC RED 9 CI 42500 C2(EU), 2B(NTP,IARC),

ECOTEX
2475-45-8 C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500 C2(EU), 2B(NTP,IARC),

ECOTEX
3761-53-3 C.I. ACID RED 26 CI 16150 2B(NTP,IARC),ECOTEX
6459-94-5 C.I. ACID RED 114 CI 23635 2B(NTP,IARC)
2602-46-2 C.I. DIRECT BLUE 6 CI 22610 C2,R3(EU),2A(NTP,IAR

C),ECOTEX
1937-37-7 C.I. DIRECT BLACK 38 CI 30235 C2,R3(EU),

2A(NTP,IARC),ECOTEX
573-58-0 C.I. DIRECT RED 28 CI 22120 C2,R3(EU) ,ECOTEX

C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855 ECOTEX
  ③ 皮膚感作性染料
2475-46-9 C.I. DISPERSE BLUE 3 CI 61505 ETAD,ECOTEX

C.I. DISPERSE BLUE 35 ETAD,ECOTEX
C.I. DISPERSE BLUE 106 ETAD,ECOTEX
C.I. DISPERSE BLUE 124 ETAD,ECOTEX

2832-40-8 C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855 ETAD,ECOTEX
730-40-5 C.I. DISPERSE ORANGE 3 CI 11005 ETAD,ECOTEX

C.I. DISPERSE ORANGE 37 ETAD,ECOTEX
2872-52-8 C.I. DISPERSE RED 1 CI 11110 ETAD,ECOTEX

C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500 ECOTEX
C.I. DISPERSE BLUE 7 CI 62500 ECOTEX
C.I. DISPERSE BLUE 26 CI 63305 ECOTEX
C.I. DISPERSE BLUE 102 ECOTEX
C.I. DISPERSE ORANGE 1 CI 11080 ECOTEX
C.I. DISPERSE ORANGE 76 ECOTEX
C.I. DISPERSE RED 11 CI 62015 ECOTEX
C.I. DISPERSE RED 17 CI 11210 ECOTEX
C.I. DISPERSE YELLOW 1 CI 10345 ECOTEX
C.I. DISPERSE YELLOW 9 CI 10375 ECOTEX
C.I. DISPERSE YELLOW 39 ECOTEX
C.I. DISPERSE YELLOW 49 ECOTEX
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参考：国際がん研究機関(IARC)
米国国家毒性プログラム(NTP)
EU Directive 76/769/EC
EU Directive 2002/61/EC
染料および有機顔料製造会社生態学毒物学協会(ETAD)
ECOTEX STANDARD 100
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別　紙

引取・リサイクルに関する証明書類

① 引取・リサイクルシステムの名称

② 引取・リサイクルの区分

マテリアルリサイクル／ケミカルリサイクル

③ 引取・リサイクルシステムの概要（引取・リサイクルシステム稼働実績にもとづくものとする）
1) 財源
2) 引取の担保
　　　　例：ユーザとの引取契約、製品への織ラベル縫付など

3) 引取・リサイクルシステムの稼働状況
　　　　例：引取・リサイクル対象製品・素材（天然繊維 100％、合繊混紡率など）、
　　　　　　引取・リサイクルシステム適用地域、

引取率（引取数／販売数）、リサイクル率（リサイクル数／引取数）、

製品当りのリサイクル率（リサイクル重量／製品重量）、

引取能力、リサイクル処理能力（○○ｔ／年）、

再商品化展開用途など

4) 引取・リサイクルシステム全体像と関係者の位置づけ

　　　 　例：アパレルが広域再生利用指定制度を受けた場合のモデル
　

素材　　　　　アパレル　アパレル　アパレル　アパレル　　　　小売り A　　　　　ユーザ 1　　　　　　販売ルート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小売り B　　　　　ユーザ 2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユーザ 3
　　　　　　　　　　　　　　　　（委託　マテリアル）

　　　リサイクル業者リサイクル業者リサイクル業者リサイクル業者　　　中間処理業者　　　回収拠点中間処理業者　　　回収拠点中間処理業者　　　回収拠点中間処理業者　　　回収拠点　　　　　回収ルート

　　　　　　　　　　再利用業者

　　　　　広域再生利用指定制度の認可業者　　　　産業廃棄物処理業認可業者
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④ リサイクル処理事業者名称および廃棄物処理業許可の有無

　1) 自社工場内処理（申込者）
　2) 中間処理業者
　3) 最終処理業者
などの関係者毎に事業者名称および廃棄物処理業許可などの証明書

⑤ リサイクル処理業者への引き渡し方法

申込製品の排出形態（産業廃棄物、一般廃棄物、有価物など）および排出者からリサイクル処理事

業者までの申込製品引き渡し方法に関する説明

⑥ 契約書の提出

1) 産業廃棄物処分および収集運搬委託契約書の写し
2) 業務委託契約書（申込者と引取・リサイクルシステム運用者間の業務委託）の写しなど

産業廃棄物で「広域再生利用指定制度」に指定されているケースであれば、③～⑥は全て満足する。

産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合には、上記③～⑥の証明が必要となる。
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解説　　　　　　　　　　「工業用繊維製品」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年 6月 20日制定
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

　以下の図「繊維製品のライフサイクルフロー」に示すように、衣服を中心とした繊維製

品は、経済産業省資料によると、年間 110 万 9 千 t が消費されており、再生資源として約
18万 tが回収されている。再商品化率は 20％に満たない。本商品類型は、リサイクル促進
を図るために未利用繊維およびリサイクル繊維を使用した工業用繊維製品を採り上げ、エ

コマークを付けることによってリサイクル製品の普及を図り、いわゆる循環の輪の出口部

分のパイプを太くする役割に重点を置くこととした。また、化学物質の使用については、

これまでの基準内容を大幅に強化し、化学物質汚染の軽減に一層努めるものとした。

繊維製品のライフサイクルフロー図

【消費段階】
繊維総消費量　（２３１７千ｔ）
　うち衣料品　（１１７１千ｔ）

【再使用（リユース）】
 ・譲渡（６６千ｔ）
・ バザー・フリマ（１４千ｔ）
・ リサイクルショップ（１８千ｔ）
・ 中古衣料輸出（７０千ｔ）【排出段階】

繊維総排出量　　（２０７６千ｔ）
　うち一般廃棄物（１７１４千ｔ）
  　うち衣料品　（１０６９千ｔ）

【再生資源として回収】
　集団回収量（　７５千ｔ※）
　分別回収量（１５６千ｔ※）（資源ごみとして回収）
　　
　総回収量　（２５９千ｔ※）
　（直接、事業所から回収した分等も含む）

一般・産業廃棄物処理業者等
により、埋め立て・焼却処分

【処理段階（再商品化段階）】

＜上記総回収量（２５９千ｔ）のうち＞

 　①古着として再利用（７２千ｔ）
 　②反毛原料として再利用（４０千ｔ）
 　③ウェス原料として再利用（５５千ｔ）
廃棄物として処分（９２千ｔ）

《製造工程での再生利用》

 ④産業廃棄物（繊維くず等）の再利用（８０千ｔ）

廃棄廃棄廃棄廃棄
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(1)再商品化量　　　　　 ＝　２４７千ｔ２４７千ｔ２４７千ｔ２４７千ｔ；①＋②＋③＋④

(2)総排出量　　　　　　 ＝２０７６千ｔ２０７６千ｔ２０７６千ｔ２０７６千ｔ

(3)再商品化率（(1)／(2)） ＝１１．９％１１．９％１１．９％１１．９％

（注）上記の各数値は、一部アンケート調査を除き、平成１３年度委託調査「繊維産業活

性化対策調査（消費流通実態調査分）」に基づき、１９９９年度の年間ベースで推計（一部、

他年度の数値含む）。また、排出量は廃棄物の実態調査や需要比率等を参考に推計している

要素が多いため、消費量（需要量）と比べると若干小さい数値となっている。

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。

　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」エコマーク商品類型 No.4
「台所流し台水切り用濾紙袋」などの機能別に設定された商品類型で扱う製品については、

該当商品類型で扱うものとした。

　紡織基礎製品については、これまで「家庭用繊維製品」と「工業用繊維製品」でそれぞ

れ対象として扱っていたが、わかりにくいことから「家庭用繊維製品」で一元的に扱うも

のとした。ただし、「レース生地及び不織布のうち不織布およびフェルト」、「その他紡織基

礎製品のうち網、策及び条」および「網地」は、工業用途の製品が多いことからこれまで

どおり、「工業用繊維製品」で扱うものとする。家庭用繊維製品で新たに扱う主な紡織基礎

製品は、細幅織物、いす張地、長繊維などの糸類、および芯地などが挙げられる。

　ボード、ドレーン、シートなどについて、JIS L 0204では繊維を「太さに比してじゅう
ぶんの長さをもつ、細くてたわみやすいもの」と定義しており、ドレーンは繊維製品、ボ

ードおよびシートは常識的判断として繊維製品ではないものと分類した。ただし、布から

なるものについては繊維製品として扱うこともあり得る。

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

　未利用繊維の定義において a.工程内端材などを有効利用した短繊維からなる糸、b.キュプ
ラに代表される資源を有効利用した化学繊維、c.ヘンプ、ケナフなどのこれまで資源として
活用されていなかった新用途繊維の扱いについて検討した。a.はこれまでどおり対象とし、
一層の普及に努めるものとされた。b.のキュプラについては工業的に利用されているという
ことで対象外とすることも検討されたが、本来なら捨てられる資源であるコットンリンタ

ーを原料とし、生地としてエコマーク認定を受けている。a.と同等に有効利用であることか
らキュプラは未利用繊維に含むものとした。ただし、環境に関する基準における未利用繊

維の基準配合率の設定においては、別に配合率を設定した。c.のヘンプ、ケナフ、竹繊維な
どについては新規用途の開発であり、比較素材として他の同様の繊維製品がない。他の同

様の繊維と比較してより環境に配慮している繊維を採り上げる方針であるため、本商品類

型では対象外とした。
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　反毛繊維について、「反毛」という言葉が新しい言葉であるため、一般に意味が理解され

ていない。「日本標準商品分類（総務省）」、「日本工業規格 JIS L 0204（（財）日本規格協会）」、
「繊維製品リサイクル懇談会報告書（経済産業省　平成 13 年 9 月）」、「繊維リサイクル問
題の全てがわかる（日本繊維屑輸出組合　平成 13年 8月）」および「服飾辞典（同文書院）」
によると、反毛とは「使用済み衣服など（故繊維業界でボロまたは古着・古布と呼ばれる

もの）および紡績工場の糸くず、織布工場の糸くず、縫製工場の裁断くずなどの工程外端

材（故繊維業界でくず繊維と呼ばれるもの）を、反毛機（廻切反毛機、ガーネット反毛機

などがある）で解きほぐし、綿状の繊維に戻すことおよび戻した繊維のこと。」と整理され

る。このような考え方に基づいて「反毛繊維」を定義した。

　再生 PET 繊維について、「再生処理フレークまたは、ペレットを利用してリサイクルさ
れた PET樹脂からなる繊維」と定義していた。再生処理技術の向上により、プレコンシュ
ーマ PET素材の生地の端材を直接再生処理する事業者が出てきたため、定義を「フレーク
または、ペレットなど」と拡大した。

　未利用布およびリサイクル布については、故繊維再生市場が大別すると古着・反毛・ウ

エスから構成されていることから、新たに定義として明確化し、近年急激に減少している

未利用布およびリサイクル布の利用を促すこととした。

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

点から製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「工業用繊維製品」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○印及び◎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、B-5、B-6、B-7、B-8、B-9、C-1、C-7、E-
7、F-1、F-7および F-8（表中◎印）である。
　なお、表中の　　　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．生態系への影響 　◎
５．大気汚染物質の排出 ◎ 　　
６．水質汚濁物質の排出 ◎ ○
７．廃棄物の発生・処理処分 ○ ◎
８．有害物質などの使用・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)については、環境的背景にも述べているとおり、繊維の廃棄物としての排出量は約 170
万 tにものぼり、廃棄物削減、資源の有効利用は急務であるため、本項目は基準を策定する
項目として選定された。未利用繊維、反毛繊維、再生 PET 繊維、再生 PE 繊維、再生 PP
繊維、ケミカルリサイクル繊維の基準配合率は現在の紡績各社の持つ技術で達成できるレ

ベルとして、繊維 to繊維は 10％、繊維以外 to繊維は 50％を基本レベルとした。なお、小
付属には織ネームを含むものとする。

　また、未利用繊維○％＋リサイクル繊維○％で合わせて○○％というように、併用した

製品への対応についても検討したが、現時点では未利用繊維またはリサイクル繊維のいず

れかの基準配合率を満たすことを前提条件とし、採り上げないこととした。

　未利用繊維および反毛繊維は綿および化学繊維が中心素材となり、再生 PET繊維および
ケミカルリサイクル繊維は再生したポリエステル（ケミカルリサイクル繊維はナイロンを

含む）のリサイクル促進となる。羊毛は反毛後 2cm以下の極めて短い繊維となり、梳毛（そ
もう）製品における反毛繊維使用は難しいが、紡毛製品ではウールのリサイクル繊維を使

用可能である。

(2)については、綿ではオーガニックコットンの名称で欧米を中心に様々な団体で認証が

商品のライフステージ

環境負荷項目

(1)できうる限り再生繊維を使用すること
(2)持続的利用可能な資源は、持続的利用のための配慮を行っていること。天然資源（毛、
綿、麻、絹など）の持続的利用に配慮されていること

(3)生分解性のある資源の使用



110

行われている。従って、有機栽培綿などに関する基準を策定する項目として選定された。

(3)については、他委員会で検討されているため、基準を策定する項目として選定されな
かった。

◇Ａ－８　◇Ａ－８　◇Ａ－８　◇Ａ－８　（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用・排出）・排出）・排出）・排出）

　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)および(2)については、綿や羊毛などは生産国の基準を遵守していることと基準に明記
するか議論されたが、証明が困難なため、基準を策定する項目としては選定されなかった。

「有機栽培」の定義は、日本オーガニックコットン協会の認証規定と基準を参考に整理

した。有機栽培綿とは「素材認証の確認として、オーガニックコットン素材（糸、生地な

ど）に対して発行された「素材認証書」を有するもの。」とし、綿花の確認は、オーガニッ

クコットンに対して発給される綿花生産地の適格な機関の証明書（綿俵番号が明記されて

いるもの）と取引時に発行されるインボイス、パッキングリストあるいは納品書（同じ綿

俵番号が記載されているもの）で行うこととする。

◇Ａ－９　◇Ａ－９　◇Ａ－９　◇Ａ－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。

本項目については、現在、遺伝子組換体の商業的利用は行われておらず、今後の状況に

より検討することとし、基準を策定する項目として選定されなかった。

BBBB．製造．製造．製造．製造

◇Ｂ－１　◇Ｂ－１　◇Ｂ－１　◇Ｂ－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)については、リサイクル繊維に限らず、繊維の製造においては洗浄などの目的で水を
大量に使用している。このため、製造時の水使用量が少ないことは環境への配慮として挙

げられる。エコマーク商品類型「再生 PET樹脂を使用した工業用繊維製品」において、水
使用量の極端に多い製品については認定しないこととして基準項目となっていた。具体的

に製品毎の製造時の水使用量を測定することは難しく、相対的に判断することは困難なで

(1)リサイクルされた繊維を使用した場合、エネルギや水を著しく使用しないこと
(2)リサイクルが容易な製品設計

(1)綿などの栽培時の環境負荷、羊の飼育時の環境負荷
(2)生産国の関連する環境法規などを遵守していること

(1)遺伝子組換体
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あり、製品種類毎の水使用量の差より、工場により水使用量に差が出ると考えられたため、

基準を策定する項目としては選定されなかった。エネルギについても同様に整理された。

(2)については、リサイクル容易設計についてはリサイクルシステムに応じた配慮が必要
であり、リサイクルが容易な素材について書き出すことは困難である。リサイクル容易設

計は、F-7の項目で検討したリサイクルシステムに含まれると判断され、リサイクルの仕組
みが整っていることの証明方法の一つとし、リサイクル容易設計として基準を策定する項

目には選定されなかった。

◇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。

本項目については、エネルギ消費の観点から濃色より淡色の方が染色工程でのエネルギ

負荷が少ないとの意見があった。色によってエネルギ負荷を比較することは工場規模、染

色堅牢度などの性能などさまざま要素が関係しており淡色の方が環境に配慮しているとは

判断できない。従って、本項目は基準を策定する項目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。

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、製品を製造する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）基準を策定する項目として選定された。環境に関する基準では、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明記した。

(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。
(2)および(3)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。

(1)濃色よりも淡色または生成（きなり）の方がエネルギ使用が少ない

(1)大気汚染物質の排出のないこと

(1)水質汚濁物質の排出のないこと
(2)染色時、環境への影響が抑制されていること
(3)環境ホルモン認定物質の使用が抑制されていること
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◇Ｂ－７　◇Ｂ－７　◇Ｂ－７　◇Ｂ－７　（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生・処理処分）・処理処分）・処理処分）・処理処分）

本項目では以下の点が検討された。

(1)については、廃棄物の削減量、リサイクル状況を認定基準として相対的に判断するこ
とは困難なため、基準を策定する項目としては選定されなかった。

(2)については、(1)と同様に、認定基準として汚泥の量を相対的に判断することは困難な
ため、基準を策定する項目としては選定されなかった。

◇Ｂ－８　◇Ｂ－８　◇Ｂ－８　◇Ｂ－８　（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用・排出）・排出）・排出）・排出）

本項目では以下の点が検討された。

(1)および(2)については、環境および人体への影響を考慮し、有害と判断された物質の使
用の禁止または使用制限の数値を定め、別表 2 として添付した。化学物質については、そ
の影響力を検討し、法の遵守、使用の禁止、数値基準の設定、定性的基準の設定、報告と

いう段階的な基準設定の考え方がエコマーク類型・基準制定委員会に関するガイドライン

で定められている。今回、報告レベルの物質については工業用繊維製品製造各社からエコ

マーク事務局への報告として基準化するのではなく、報告義務はないが健康、環境への影

響が懸念される物質として、文献、研究事例などに被害事例などがある物質などについて

情報提供することとした。この情報提供によって、工業用繊維製品製造各社はエコマーク

商品に該当物質を使用することは可能であるが、将来の認定基準としての制限の可能性、

消費者への被害対策の可能性などのリスクを考慮することになり、トータルバランスで製

品への環境配慮を行う必要が生じる。健康、環境への影響が懸念される物質であっても、

このような手法により一層の環境配慮が見込めるため、本項目は基準を策定する項目とし

て選定された。具体的な情報提供リストは、関係者、専門家らと検討を継続し、取りまと

め次第、公表する。なお本情報提供については、必要に応じて国立医薬品食品衛生研究所

との検討により、基準のレベル、情報提供物質の見直しを行うこととなる。

蛍光増白加工、難燃加工、柔軟加工、衛生加工および製品漂白加工については、経済産

業省通達に準じることとし、事業者が自主的に使用量を抑制することを期待した報告レベ

ルの基準項目とした。

ECOTEX に規定されている化学物質については、検討の結果、ECOTEX の試験方法が非公開

であるため、環境に関する基準としては扱わないこととした。しかし、これらの化学物質

(1)廃棄物の削減、リサイクル化
(2)汚泥の減量化

(1)有害物質の使用、排出が抑制されていること
(2)環境および人体に優しい加工剤の使用
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については、次回の基準見直し時に再検討することとされた。

遊離ホルムアルデヒド量については、繊維製品への規制が乳幼児用一般衣料「検出しな

いこと」、下着類「75ppm以下」とされている。経済産業省通達では外衣「300ppm」とさ
れており、肌に直接触れる可能性の低い製品を扱う本商品類型では、アレルギー性接触皮

膚炎など健康被害をもたらす物質として遊離ホルムアルデヒド量を全製品において

300ppm以下とした。遊離ホルムアルデヒド量は商品の保管状況などにより変化するため、
メーカによる出荷時以降の遊離ホルムアルデヒド量の正確な把握は困難である。そのため、

認定基準値は出荷時の試験結果の値を用いることとした。遊離ホルムアルデヒド量の試験

は厚生省令 34 号を採用する。試験機関により JIS L 1041 を規定している場合もあるが、

内容的にはほぼ同義であり、本商品類型は厚生省令 34 号と記載した。従って、本項目は基

準を策定する項目として選定された。

染料については、染料および有機顔料製造会社生態学毒物学協会（ETAD）が製造・販売
を自主規制している染料群リストとして a.分解して別表 2 の発ガン性アミン類を生成する
可能性があるアゾ系染料、b.発ガン性染料、c.皮膚感作性染料に関し ECOTEX に規定され
る染料を追加したものを認定基準として整理した。当該リストは、ドイツにおいて日用品

への使用が禁止されている物質を含んでおり、「再生 PET 樹脂を使用した衣服」で採り上
げた染料リストを大幅に強化した結果となった。

クロム系染料は、現在約 4700t の生産量があり、主として黒や紺色を出すために衣服な
どに使用されている。重金属削減の観点から「再生 PET 樹脂を使用した工業用繊維製品」
において羊毛以外の繊維は使用のないこととされており、今回あらためて見直した。結果

として、羊毛業界において代替染料の開発を進めているものの、現在においてもクロム系

染料の使用は欠かせないものとなっており、本認定基準では羊毛以外の繊維はクロム系染

料の使用のないこととした。

綿における塩素漂白については、高付加価値商品としてではあるがすでに取り組まれて

おり、漂白剤の使用を抑制するため、認定基準を策定する項目として選定された。羊毛の

防縮加工は、先加工として一部で塩素処理がなされている。主としてポリウレタン樹脂に

よる後加工が行われており、直接的な認定基準ではなく、工場として環境法規を遵守する

こととし、本項目は認定基準を策定する項目として選定された。

ハロゲン化合物を含有している製品については、ポリ塩化ビニリデン、臭素系難燃剤な

どの含有と燃焼廃棄時のダイオキシンの発生との関係があげられる。検討の結果、防火安

全性能の維持を考慮しつつ、有害物質の発生を極力回避するため、ハロゲン化合物が処方

構成成分として添加されている製品（繊維としての樹脂および後加工を指し、着色材、フ

ッ素系添加剤は除く）は認めないこととした。また、防炎物品または防炎製品に指定され

ている製品や毛布、床敷物などの使用回避が難しいものは、本項目を適用しないこととし

た。衣服用生地の生産工程は以下のとおりである。本認定基準に示す後加工とは、編織加

工から後の工程での加工剤の添加を指す。
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衣服用生地の生産工程

紡績工程　→　編織工程　→　染色工程

　「無漂白」の定義は、日本オーガニックコットン協会の認証基準に準じ、仕上げ加工工

程における薬剤について下表の範囲で使用を認めた綿製品とした。なお、精練・漂白工程

が同一工程のものは、過酸化水素による漂白が一般的であり、特に環境保全上の問題とな

る事項も挙げられなかったことから、「過酸化水素漂白」として認めることとした。

　　　　　　　表　仕上げ加工工程での使用可能薬剤一覧

１
糊
抜
き

使用可能　熱水・クエン酸、酢酸・塩・酵素（プロテアーゼ、リパーゼ、アミラ
ーゼ、セルラーゼなど）・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオ
ン活性剤・グルコン酸ソーダ、その他の有機キレート剤

精
練
・
漂
白
が
同
一
工
程
の
も
の

２
精
練
・
漂
白

使用可能　熱水・酵素（プロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼ、セルラーゼなど）・
クエン酸、酢酸・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオン活性剤・
グルコン酸ソーダ、その他の有機キレート剤
ソーダ灰・1.5％owf(純分として)以下の過酸化水素。ただし、酵素ま
たは熱水、クエン酸、酢酸によって除去し、最終の布地に残渣を残さ
ないこと。

１
糊
抜
き

規定せず精
練
・
漂
白
が
別
工
程
の
も
の

２
精
練

漂白は行わないこと

精練に使用可能　熱水・酵素（プロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼ、セルラー
ゼなど）・クエン酸、酢酸・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオ
ン活性剤・グルコン酸ソーダ、その他の有機キレート剤

◇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。

　本項目についてはＢ－５項でも検討されている。さらに、騒音、振動についても近隣苦

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

(1)関連する環境法規および通達の遵守

無
漂
白
　
と
表
示

過
酸
化
水
素
漂
白
　
と
表
示
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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Ｃ．流通Ｃ．流通Ｃ．流通

◇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)および(2)については、基本的に簡素な包装が多いものの、包装の簡素化、包装資材の
リユース、リサイクルは資源消費量の低減に効果があると判断され、基準を策定する項目

として選定された。

Ｄ．使用消費Ｄ．使用消費Ｄ．使用消費Ｄ．使用消費

◇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)については、商品の長寿命化とともに、資源消費量の低減につながると考えられるた
め、「衣服」においては基準を策定する項目として選定されたが、本商品類型では、特段の

想定商品がないため、基準を策定する項目として選定されなかった。

(2)については、使い捨て製品とは、一般的に繰り返し使用される代替製品があるにもか
かわらず 1 回程度の使用を想定して設計された製品を指す。ワイピングクロスなどのうち
１度使用された時点で廃棄される製品は、資源消費の低減の観点から認めないこととした。

ただし、当該製品においても、業務用などには繰り返し使用する製品もあるため、a.繰り返
し使用の実証データ、b.製品の包装に「繰り返し使用可能」な旨の表示、c.業務用の販売に
限定などの証明によってエコマーク商品として認定することができるものとする。本項目

については、使い捨て製品でないこととして、基準を策定する項目として選定された。

◇Ｄ－３　◇Ｄ－３　◇Ｄ－３　◇Ｄ－３　（オゾ（オゾ（オゾ（オゾン層破壊物質の排出）ン層破壊物質の排出）ン層破壊物質の排出）ン層破壊物質の排出）

本項目では以下の点が検討された。

本項目については、水洗い可能製品の表示の義務付けを行うか検討されたが、品質表示

で表示されるため、環境に関する基準を策定する項目として選定されなかった。

(1)包装は繰り返し使用できるか、リサイクル可能であること
(2)包装資材の簡素化、過剰な包装を行っていないこと

(1)ボタンなど付属品の供給システムが整っていること
(2)長寿命化に配慮されていること（使い捨て製品ではないこと）

(1)洗濯はドライクリーニングでなく水洗いを推奨
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◇Ｄ－４　◇Ｄ－４　◇Ｄ－４　◇Ｄ－４　（生態系への影響）（生態系への影響）（生態系への影響）（生態系への影響）

本項目では以下の点が検討された。

本項目については、樹脂などの素材が自然環境中で放置されることによる生態系への影

響を考慮し、環境に関する基準を策定する項目として選定された。ここでいう放置とは、

自然環境中で使用する製品を、その使用後に自然環境中から回収しないことを指す。従っ

て、a.主な用途が自然環境中で使用する製品である、b.当該製品が自然環境中から回収され
ない、c.当該製品が使用後に廃棄物として適正に処理されない、ことが判断指標となる。a
および bはエコマーク商品認定審査時に不認定となる前提条件であり、cは補足事項として
bの条件が明確に確認できない場合の目安となる。ただし、自然環境中で使用する製品のう
ち、構造物として土中に敷設するなどの、半永久的に製品（構造物）の一部として機能を

果たすものは放置にあたらない。

◇Ｄ－６　◇Ｄ－６　◇Ｄ－６　◇Ｄ－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。

本項目については、データが少なく、本項目だけを取り上げ、基準を策定することは困

難であるため、品質に関する基準に統合することとし、環境に関する基準を策定する項目

として選定されなかった。

◇Ｄ－８　◇Ｄ－８　◇Ｄ－８　◇Ｄ－８　（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用（有害物質などの使用・排出）・排出）・排出）・排出）

本項目では以下の点が検討された。

本項目については、B-8項において一括して検討されたため、省略する。

Ｅ．廃棄Ｅ．廃棄Ｅ．廃棄Ｅ．廃棄

◇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)染色堅牢度について

(1)「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」、「ホルマリン樹脂加工について
（昭和 47年 7月 20日 47繊局第 569号通商産業省繊維雑貨局長　現生活産業局長）」
などの衣服を対象とする法規および通達などに適合していること。

(2)染料にあっては、ベンジジン染料、クロム系染料および発ガン性アミンを生成するア
ゾ系染料の使用のないこと

(3)製品に有害物質、重金属などの規制物質の使用のないこと

(1)自然環境中に放置される製品について
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　本項目については、熱エネルギの回収率を明記するか検討されたが、商品ごとの熱エネ

ルギを算定することは不可能であるため、商品の中のリサイクルできない部分については

熱エネルギとして回収されることのみを証明することとし、基準を策定する項目として選

定された。

Ｆ．リサイクルＦ．リサイクルＦ．リサイクルＦ．リサイクル

◇Ｆ－７　◇Ｆ－７　◇Ｆ－７　◇Ｆ－７　（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生（廃棄物の発生・処理処分）・処理処分）・処理処分）・処理処分）

本項目では以下の点が検討された。

(1)については、B-1(2)項と統合し検討されたため、省略する。
(2)については、リサイクルを促進するためには、必要不可欠な条件であるため、基準を
策定する項目として選定された。本項目は、共通項目とすることには技術的には困難なで

あるという判断から、環境に関する基準では選択項目とした。今回は、リサイクルシステ

ムの取組が試みられている寝具などを想定して本項目を適用することとした。

４－２　品質に関する基準について４－２　品質に関する基準について４－２　品質に関する基準について４－２　品質に関する基準について

　自主規格は日本工業規格 JIS L 4107などと同等、またはそれ以上の品質を保証する規格
とする。併せて、ここでいう自主規格とは、申込製品の製造事業者と製品の発注者との間

に取り決められた納入規格が、申込製品の製造事業者のみが策定する規格より優先するも

のとする。

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

　商品区分については、エコマーク商品類型 No.103「再生 PET 樹脂を使用した衣服」に
おいて緩和してほしいという要望や詳細内容に関する問い合わせが多く、今回の見直しで

わかりやすくあらためた。これまではブランド名毎、素材の違い（綿混／ウール混は別申

込）、日本標準商品分類による６桁分類毎、再生 PET 樹脂使用率の違いで別申込としてい
たが、ブランド名毎、4-1.(1)に規定する基準の内容毎（未利用繊維配合率およびリサイクル
繊維配合率によって別申込とする）とした。未利用繊維配合製品とリサイクル繊維配合製

品は、マーク下段表示が異なるため、別申込とする。

(1)焼却時に熱エネルギとして回収される仕組みが整っていること

(1)回収された製品は再利用される部分の多いこと
(2)不要品の回収、リサイクルのシステムがあること
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（社印を捺印）

＜付属証明書の作成方法＞

１． 申込製品に関する必要事項を「記入欄」に記載して下さい。

「記入欄」に網かけがある「項目」は記入不要です。

２． 「添付証明書」欄の各証明書を用意して下さい。各証明書は、本付属証明書と併せてエコマーク

商品認定・使用申込時に提出して下さい。

「添付証明書」に網かけのある「項目」は、添付証明書の提出は不要です。

３． 各証明書の作成は（記入例）を参照して下さい。

４． 「添付証明書」の作成は「添付証明書の発行者」欄を確認して下さい。

項目 添付証明書 添付証明書の発行者

6.(1)型式（品番）リスト 証明書（記入例１-Ａまたは１-Ｂのどちらか） 申込者

6.(2),(3)エコマーク表示予定箇所、
マーク下段の環境情報表示、

認定番号の表示

表示予定設計図の提出（書式自由・原稿） 申込者

6.(5)エコマーク使用契約者名、住　
　　所(電話番号)および認定番号の
　　表示（使用規定第7条）

表示予定設計図の提出（書式自由・原稿） 申込者

【選択肢ａ,ｂ,ｃ,ｄ】：認定基準4-1.(1)の選択肢のうち、1つを選択し、以下に記入して下さい。
項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(1)選択肢 a□ b□ c□ d□

(1つを選択しチェックして下さい)

証明書（記入例１-Ａ） 申込者4-1.(1)選択肢ａ

(aを選択した方のみ記入　

して下さい)

□未利用繊維／□リサイクル繊維

□リサイクル布

(該当する事項をチェックして下さい) 証明書（記入例２）　 紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(1)選択肢ｂ

(bを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 過酸化水素漂白／□無漂白

(該当する事項をチェックして下さい) 綿100％・無漂白または過
酸化水素漂白綿・蛍光増白

剤の使用の証明書

（記入例３）

紡績事業者

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(1)選択肢ｃ

(cを選択した方のみ記入　

して下さい)

□ 天然繊維100％である
□ 有機栽培である 天然繊維100％・有機栽培

の証明書（記入例４）

綿花生産地の適格な　

機関など

証明書（記入例１-Ｂ） 申込者4-1.(1)選択肢ｄ

(dを選択した方のみ記入　

して下さい)

証明書（別紙参照） 申込者など

No.105
Version2.0
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【共通】：以下に記入して下さい。

項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の発行者

4-1.(2)環境法規 縫製工場名（最終製品製造工場名）

（工場が複数あり、書ききれない場合は、別

紙に記載してください）

証明書（記入例５） 縫製工場工場長

（最終製品製造工場　

工場長）

証明書（記入例６） 申込者4-1.(3)化学物質 染色工場名

（工場が複数あり、書ききれない場合は、　

　別紙に記載してください）

証明書（記入例７）　　　

（繊維部分材料毎）

染色工場工場長

4-1.(3)製品の遊離ホルム　
　　　アルデヒド量

試験結果　（異なる生地毎） 第三者試験機関または

申込者

4-1.(4)ハロゲン系元素で　
構成される樹脂

使用が　□ある／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

4-1.(5)使い捨て製品 製品の用途：

4-1.(6)自然環境中に放置さ
　　　れる製品

自然環境中に放置される製品

□ 該当する／□該当しない

(該当する事項をチェックして下さい)

該当する場合、合成樹脂の使用が

□ある／□なし　

使用がある場合、製品が関係する

法規または公的規格名

（　　　　　　　　　　　　　）

4-2.(1)製品の品質試験 該当する品質規格に適合

する試験結果など

第三者試験機関または

申込者

4-2.(1)製品の品質管理 品質管理証明（記入例８） 縫製工場（最終製品製

造工場）工場長または

品質管理責任者

＜注意事項＞

＊ エコマーク商品類型No.105「工業用繊維製品Version2.0」の4-2.(1)製品の品質については、JISL4107
と同等か　条件が厳しいものであることが規定されています。同一申込ブランド内において、生地、

デザイン、色、縫製工場、アイテムが異なる場合は、各試験機関と申込者との協議の上、試験項目

と試験対象品番を設定し、試験結果をご提出ください。

（自社試験結果の場合は、全申込商品がJISL4107と同等か条件が厳しいものであることをご提示
　ください）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全２頁

　 記 入 例２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日
　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、紡績事業者

原料供給証明書

供給する生地（生地品番名　　　　　　　）について、以下の通り証明します。

　　　　　＊証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

１． 原料名　

原料名（①～⑩の該当する事項にチェックして下さい）

□①コットンリンター未利用繊維

□②紡績時に発生する短繊維

□③織布工場の糸くず

□④縫製工場の裁断くず

反毛繊維

□⑤使用済み衣服等の（　　　　　）製品

＊（　）内に具体的な製品名を記載：例衣服

□⑥使用後に廃棄された（　　　　　）製品

＊（　）内に具体的な製品名を記載：例PETボトル

再生ＰＥ

Ｔ繊維

＊ □⑦（　　　　）製造工程から発生した製品の端材・不良品　＊（　）内

に具体的な商品名を記載：例フィルム、同一工程・工場で発生したものは除く

□⑧ナイロン素材使用済み（　　　　　　）製品

＊（　）内に具体的な製品名を記載：例バッグ

□⑨ポリエステル素材使用済み（　　　　　）製品

＊ （　）内に具体的な製品名を記載：例衣服

□⑩（　　　　）製造工程から発生した製品の端材・不良品　＊（　）内に

具体的な商品名を記載：例フィルム、同一工程・工場で発生したものは除く

リサイ

クル繊

維

ケミカル

リサイク

ル繊維

□ ⑪本製品に配合している再生原料

□カプロラクタム

　　□EG　　□BHET　　□DMT　　□テレフタル酸
　　□エチレングリコール　　□その他（　　　　　　　　　）

リサイクル布 □⑪検品による不良布、古着および古布を裁断した布

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください
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２． 生地製造のフローチャート

事業者名　＊２

繊維化工程　＊１

紡績工程

編織工程

染色工程

＊ １　反毛繊維については、反毛事業者名を、再生PET繊維については、フレーク事業者を記載してください。

＊２　事業者名が複数あり、書ききれない場合は、別紙に記載してください。

３．混用率

生地混用率　　　　　　　　　　　　　　　　（例.ポリエステル１００％）

４．配合率

未利用繊維　　％

反毛繊維　　　％、再生ＰＥＴ繊維　　％、ケミカルリサイクル繊維　　％
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　 記 入 例３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、紡績事業者

原料供給証明書

供給する生地（生地品番名　　　　　　　）について、以下の通り証明します。

　　　　　　　　　＊証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

１．混用率

生地混用率　　　　　　　　　　　　　　　　

綿１００％

２．加工工程での使用薬剤

加工内容 加工有無 具体的な使用薬剤名

蛍光増白加工 □ ある／□なし

（該当する事項

をチェックして

下さい）

① 糊抜き工程

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

② 精錬・漂白工程

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

精錬・漂白

　□同一工程である

□ 別工程である

漂白工程の有無　□ある

　　　　　　　　　□なし　

（該当する事項をチェックして

下さい）

①精錬工程

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください
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　　 記 入 例４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、紡績事業者

原料供給証明書

供給する生地（生地品番名　　　　　　　）について、以下の通り有機栽培綿であることを証明しま

す。　　＊証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

１．混用率

生地混用率　　　　　　　　　　　　　　　　

綿１００％

２．添付書類

　綿花　　　　　　　　必須　□オーガニックコットンに対する証明書（綿花生産地の適格な機関

　　　　　　　　　　　　　　　発行、綿俵番号が明記されているもの）

　　　　　　　　　　　選択（以下いずれかひとつ）

□ インボイス（綿俵番号が明記されているもの）

□ パッキングリスト（綿俵番号が明記されているもの）

□ 納品書（綿俵番号が明記されているもの）　　

　　　　　　　　　　　（該当する事項をチェックして下さい）

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください
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　　 記 入 例５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、縫製工場（最終製品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造工場）工場長 　

環境法規遵守証明書環境法規遵守証明書環境法規遵守証明書環境法規遵守証明書

（申込商品最終工程の製造会社）は（申込商品名）の製造にあたって、（申
込商品に関連する環境法規および公害防止協定などを全て記入）を申込時
より過去○○年間（※）遵守していることを証明します。

（※）創業以来違反がないという内容でも結構です

発行者が工場長もしくは工場長の役職にあたるもしくは兼務していることを必ず明記してください。

証明書
発行者名

本証明書の宛先

本証明書の発行日
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　　 記 入 例６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、申込者

製品加工内容証明書

申込ブランド名（　　　　　）について、以下の通り証明します。

（加工有無の欄にチェックを付け、加工がある場合は提出書類を添付してください）

加工内容 加工有無 ある場合の提出書類

防かび加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）

難燃加工 □ある／□なし 使用量　（　　　　　　）単位（　　　）

蛍光増白加工 □ある／□なし 使用量　（　　　　　　）単位（　　　）

柔軟加工 □ある／□なし 使用量　（　　　　　　）単位（　　　）

衛生加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）

製品漂白加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）

防炎加工 □ある／□なし 加工剤の種類（使用化学物質）の証明（ＭＳＤＳ）、もしく

は、防炎物品または防炎製品であることの証明（日本防炎協

会の認定証の写し）

申込製品は　□毛製品である　□毛製品ではない　　（該当する事項をチェックして下さい）

　毛製品である場合は、以下の証明が必要です。

デ ィ ル ド リ

ン・ＤＴＴＢ使

用加工

□ある／□なし 厚生省令３４号への適合についての説明

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全２頁

　　 記 入 例７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、染色工場工場長

染色証明書

生地（生地品番名　　　　　　　）の染色について、以下の通り証明します。

＊ 証明する生地が複数ある場合は、生地品番を全て記載してください。

以下の①②③に記載がある染料を処方構成成分として添加していません。

また、クロム系染料を処方構成成分として添加していません。（羊毛繊維の場合は本項目の記載は不
要です）

  ① 分解して下記の発癌性アミン類を生成する可能性があるアゾ系染料
発癌性ランク（Ａ１）
92-67-1 4-aminobiphenyl
92-87-5 Benzedrine
95-69-2 4-chloro-o-toluidine
91-59-8 2-naphthylamine
発癌性ランク（Ａ２）
97-56-3 o-aminoazotoluene
99-55-8 2-amino-4-nitrotoluene
106-47-8 4-chloroaniline
615-05-4 2,4-diaminoanisole
101-77-9 4,4'-diaminodiphenylmethane
91-94-1 3,3-dichlorbenzidine
119-90-4 o-dianisidine; 3,3'-Dimethoxybenzidine
119-93-7 o-tolidine; 3,3'-Dimethylbenzidine
838-88-0 4,4'-diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane
120-71-8 p-cresidine
101-14-4 4,4'-diamino-3,3'-dichlorodiphenylmethane
101-80-4 4,4'-diaminodiphenylether
139-65-1 4,4'-diaminodiphenylsulfide
95-53-4 o-toluidine
95-80-7 2,4-diaminotoluene
137-17-7 2,4,5-trimethylaniline
90-04-0 o-anisidine
95-68-1 2,4-xylidine

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先

記入例１の生地
品番に対応する
名称を必ず明記
してください
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87-62-7 2,6-xylidine

  ② 発癌性染料
569-61-9 C.I. BASIC RED 9 CI 42500
2475-45-8 C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500
3761-53-3 C.I. ACID RED 26 CI 16150
6459-94-5 C.I. ACID RED 114 CI 23635
2602-46-2 C.I. DIRECT BLUE 6
1937-37-7 C.I. DIRECT BLACK 38 CI 30235
573-58-0 C.I. DIRECT RED 28 CI 22120

C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855

  ③ 皮膚感作性染料
2475-46-9 C.I. DISPERSE BLUE 3 CI 61505

C.I. DISPERSE BLUE 35
C.I. DISPERSE BLUE 106
C.I. DISPERSE BLUE 124

2832-40-8 C.I. DISPERSE YELLOW 3 CI 11855
730-40-5 C.I. DISPERSE ORANGE 3 CI 11005

C.I. DISPERSE ORANGE 37
2872-52-8 C.I. DISPERSE RED 1 CI 11110

C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500
C.I. DISPERSE BLUE 7 CI 62500
C.I. DISPERSE BLUE 26 CI 63305
C.I. DISPERSE BLUE 102
C.I. DISPERSE ORANGE 1 CI 11080
C.I. DISPERSE ORANGE 76
C.I. DISPERSE RED 11 CI 62015
C.I. DISPERSE RED 17 CI 11210
C.I. DISPERSE YELLOW 1 CI 10345
C.I. DISPERSE YELLOW 9 CI 10375
C.I. DISPERSE YELLOW 39
C.I. DISPERSE YELLOW 49

発行者が工場長もしくは工場長の役職にあたるもしくは兼務していることを必ず明記してください。
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　　 記 入 例８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　財団法人日本環境協会
　　　エコマーク事務局長　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

＊発行者は、縫製工場（最終製品製造工場）

工場長または品質管理責任者

品質管理証明書

申込ブランド名（　　　　　）について、別紙（第三者試験機関による試験結果、もし
くは、自社品質規格試験結果などを添付すること）に基づいて製品を管理し、品質管理
基準に適合する製品のみを出荷することを証明します。

発行者が工場長もしくは品質管理責任者であること（その役職にあたるもしくは兼務していること）

を必ず明記してください。

証明書
発行者名

本証明書の発行日

本証明書の宛先



記入例１-Ａ記入例１-Ａ記入例１-Ａ記入例１-Ａ
　　　　年　　　月　　　日

型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)の証明欄型式（品番）ﾘｽﾄ表・認定基準4-1(1)の証明欄 以下の注意事項をご確認の上、例にならって必要事項をご記入ください。

・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合の場合は、「混用率」と「未利用・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合率」の欄に、反毛繊維配合率、再生PET繊維配合率、またはｹﾐｶﾙﾘｻｲｸﾙ繊維配合率を明記してください。
・未利用繊維配合の場合は、「混用率」と「未利用・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合率」の欄に、未利用繊維配合率を明記してください。
・ﾘｻｲｸﾙ布配合の場合は、「混用率」と「未利用・ﾘｻｲｸﾙ繊維配合率」の欄に、ﾘｻｲｸﾙ布配合率を明記してください。
・「製品全体における重量比」の欄に重量比をを明記してください。
・混用率記入の際には、以下の略号を使用してください。（略号がないものは、そのまま繊維名を明記してください） 印 （社印を捺印）

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ：Ｅ、綿：Ｃ、羊毛：Ｗ、ｱｸﾘﾙ：Ａｎ、ﾅｲﾛﾝ：Ｎ、ﾚｰﾖﾝ：Ｒ、ｷｭﾌﾟﾗ：Ｃｕ、ｱｾﾃｰﾄ：Ａ、ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ：Ｕｎ、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ：Ｐｅ、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ：Ｐｐ

品番 ｱｲﾃﾑ 繊維部分 繊維部分 繊維部分 繊維部分 製品全体

紡績事
業者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
／ｴｺﾏｰｸ
認定番号
(8桁) 混用率(%〉

染
色
の
有
無

生地の
製品全
体にお
ける重
量比

紡績事業
者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名
／ｴｺﾏｰｸ認
定番号(8
桁) 混用率(%〉

染
色
の
有
無

生地の製
品全体に
おける重
量比(%〉

紡績事業
者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名／
ｴｺﾏｰｸ認定
番号(8桁)

混用率
(%〉

染
色
の
有
無

生地の
製品全
体にお
ける重
量比

紡績事
業者名 生地品番

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
名／ｴｺ
ﾏｰｸ認定
番号(8
桁)

混用
率
(%〉

染
色
の
有
無

生地の製
品全体に
おける重
量比(%〉

未利用・ﾘ
ｻｲｸﾙ繊維
配合率

例 A123 ﾀｵﾙ B社 Z1234 －

E55/C45
（再生PET
繊維55%）

あ
り 93.6% C社 Z5678 － E100

な
し 6.4%

再生PET
繊維
51.5%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

＊１　S・M・Lなどのｻｲｽﾞ違いは同じ品番として扱ってください。
＊２　選択肢ａの申込においては、認定基準6．その他(1)より、同一ｱｲﾃﾑ内における製品全体でのﾘｻｲｸﾙ繊維配合率または未利用繊維配合率が
　　　20％以下の差を同一商品区分として扱います。
＊３　未利用繊維・ﾘｻｲｸﾙ繊維・ﾘｻｲｸﾙ布を使用していない繊維部分については、紡績事業者名の記載は不要です。　
＊４　選択肢ａの申込においては、表１の基準配合率に適合することが条件となります。

*１*１*１*１ *２*２*２*２ *３*３*３*３ *３*３*３*３ *３*３*３*３ *４*４*４*４
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「繊維製品」案への意見と回答

意見箇所 意見内容 回答
1 対象 現在、故繊維業界では綿製品を始めとする古着のリサイクルを促進する

ため新商品の開発に取り組んでいます。開発された新用途がこの度の基
準見直しによる新たなカテゴリに属さない場合、エコマーク取得による利
用促進が望めないために市場投入する魅力が薄まり実現しないという可
能性が懸念されます。従来にはなかった製品に用途が拡大した場合、た
とえば「その他リサイクル商品」というように既存のカテゴリに属さない製品
をある程度幅を持たせ、まとめて登録できるようなカテゴリが必要と考えま
す。

認定基準は曖昧性を極力排除する必要があり、具体的な商品類型の設定
を進めています。ご意見のとおり新用途については柔軟に対応することも
重要であるため、具体的な新用途が開発された場合は認定基準の一部改
定などの手続きにより検討することが可能です。

2対象 事務服については、セット販売品の場合に新たにワイシャツ、帽子、手袋
などを事務服として含めるものとするとされています。官公庁ユニフォー
ムとして多く採用されている制服（ＪＲ、警備員、警察官などの制帽は服と
同素材）、作業服（警察官、各企業、自衛隊などの略帽（戦闘帽））、衛生
衣（HACCP関連の企業ユニフォームなど）は着衣と同素材の例が多く、
逆に事務服は内勤者が着用するため帽子をセットとするケースはほとん
どありません。セット販売として制服、作業服、衛生衣についてもワイシャ
ツ、帽子、手袋などを含められるようご検討願います。

意見のとおり修正しました。

3用語定義 未利用繊維の定義は、現在のエコマーク認定商品にあるリサイクルウエ
スが当てはまりません。定義に「使用済み衣服などを裁断・加工した場合
の繊維製品」を追加するか、新たな定義をして頂きたいと思います。

意見のとおり修正しました。

4用語定義 原料の海外調達や、海外の紡績・紡織・染色・縫製工程も含めて「エコ
マークの認定対象」になっていることについて、原料は、ＰＥＴボトルの容
器包装リサイクル法に則った回収原料の再生用途であり、再生用途の拡
大という視点から、国内の原料使用に限るべきと考えます。最近では、海
外のＰＥＴボトルの再生原料を使用した廉価商品が「エコ商品」と称して
市場に出てきているようです。これらの商品も認定可能ということであれ
ば、国内のＰＥＴボトルの再生用途の縮小につながります。他の再生原料
についても同様のおそれがあります。ＬＣＡの視点から見ますと、輸入調
達にかかる物流エネルギー使用量、ＣＯ２の排出量は無視できない環境
負荷と考えます。「原料、生地素材は国内で生産されたものに限る」にす
るべきと考えます。

国際貿易上の配慮から原料、製造などを国内に限定することはできませ
ん。原案のとおりとします。
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「繊維製品」案への意見と回答

5用語定義 「リサイクル：エネルギ回収（サーマルリサイクル）は含まない」と、エネルギ
回収はリサイクルでないことを明確に断定するのは以下の理由から強く
疑義を抱くものであり、エネルギー回収を排除するような取扱いについて
ぜひご再考頂きたい。
1.国の環境基本計画は第四節にて「廃棄物・リサイクル対策の考え方～
エネルギーとしての利用を推進する。最後に、発生した廃棄物について
適正な処理を行うこととする。」と、表記されています。
2.循環型社会形成推進基本法は第一章総則第七条第三号にて「循環
資源の～熱回収ができるものについては、熱回収がされなければならな
い。」と明確に熱回収を表記しています。
3.環境省はリサイクル率を「びんなどの容器の再使用や～あるいはエネ
ルギー源などに回される割合」を指し、エネルギー回収もリサイクル率向
上に果たしています。

ISO14021の定義に基づき、原案のとおりとします。なお、エネルギ回収を否
定するものではなく、当協会においてもエネルギ回収は有効利用の一方策
として推進するべきものであると認識しています。

6 No.103 4-
1.(1)a他　ファス
ナ

製品総重量からファスナを省くとなっていますが、再生ＰＥＴ樹脂・繊維使
用のファスナは既に開発努力して商品化されており、総重量から省く必
要はないと考えます。副資材などのうち、ボタン，ホックなど再生ＰＥＴ樹
脂・繊維素材でできないものに限るべきだと考えます。

意見を参考にファスナの再生PET樹脂使用率をリサイクル繊維に含めて計
算することを認めます。

7 No.103 4-
1.(1)a　衣服の
未利用繊維配
合率

現行認定基準は７０％であり、いち早く７０％混で素材開発を行ってきまし
たが、１０％に下がることによって、これまでの素材が販売できなくなりま
す。１０％というのは、紡績工場内での通常の工程原料屑・再利用のレベ
ルに近いため、エコマークとしてのハードルが余りに低く、綿素材は何で
もエコマークになりうると考えられます。あまりにも下がりすぎと考えます。
工業資材も７０％であり、衣服についても７０％で行くべきと考えます。

繊維から繊維へのリサイクル促進を最優先課題としています。既に70％の
未利用繊維配合率を達成していることは大変優れた取組であると認識して
いますが、衣服における未利用繊維の配合はシェアがほとんどない状況で
あり、10％からスタートし、ステップアップを図ることとしました。

8 No.103 4-
1.(1)a　未利用
繊維またはリサ
イクル繊維

反毛、PETボトルを集める運搬、反毛機の動力、PETの再生工程は石油
の消費です。再生コストが大きくなるようでは本末転倒であり、綿のように
1年草で持続的に収穫できる材料をリサイクルすることは意味がないと思
います。

環境的背景に示すとおり、未利用繊維、リサイクル繊維も意義のある取組で
す。また、持続的に収穫できるよう栽培時に配慮することはまだ普及段階に
あり、それぞれの材料で環境に関する基準項目を策定することとしました。

9 No.103 4-
1.(1)b　無漂白・
過酸化水素漂
白

基準は「無漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していないこと」とされて
いるが、解説は無漂白と過酸化水素漂白を認めています。どちらである
のか明確にするべきです。

意見に基づき、基準を「無漂白綿または過酸化水素漂白綿であって、蛍光
増白剤を使用していないこと。」と修正しました。

10 No.103 4-
1.(1)b　無漂白・
過酸化水素漂
白

過酸化水素漂白、無漂白とも苛性ソーダが使用禁止になっています。過
酸化水素漂白を連続加工機で行う場合にソーダ灰では難しいと思いま
す。また、マーセライズ加工や染色加工で苛性ソーダを制限せず、漂白
工程だけ制限する意味はあるのでしょうか。

綿製品における漂白は、製品として必要な機能ではなく薬剤の使用削減は
意義があると考えます。
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11 No.103 4-
1.(1)b　無漂白・
過酸化水素漂
白

使用禁止薬剤を使用していないかの確認はどのように行われるのでしょ
うか。海外生産品などは特に確認が困難ではないでしょうか。

国内外を問わず証明可能な製品のみが認定となります。

12 No.103 4-
1.(1)b　無漂白・
過酸化水素漂
白

無漂白および過酸化水素漂白について、エコマーク本来の目的につい
ては理解するところのものでありますが、かかる基準において法的に禁止
されていない薬剤を基準に盛り込むことは避けるべきと考えます。表「仕
上げ加工工程での使用可能薬剤・使用禁止薬剤一覧」が掲載されてい
ます。列記は一般消費者を始め、薬剤を使用する衣類・繊維製品製造事
業者に大して謝った認識を与えるおそれがありますので、削除するべきと
考えます。特に「使用禁止薬剤」および「使用禁止」の表示並びに対象薬
剤の列記は漂白の定義には不要と考えます。また、製造過程全てに使
用禁止であるかのような誤解を生じ、無用の混乱を招くと危惧していま
す。

意見を参考に表現を修正しました。

13 No.103 4-
1.(1)b　無漂白・
過酸化水素漂
白

昭和63年10月21日付通商産業省通達63生局226号では、ナフトール系
染料で染色した糸を次亜塩素酸ナトリウムで漂白した場合に皮膚障害が
起きたことが示されているのみ。かかる状況の中で塩素系漂白剤全般お
よび苛性ソーダを使用禁止とすることは問題であると考えます。「使用禁
止薬剤」および「使用禁止」の表示並びに対象薬剤の列記は削除される
ようお願いします。

意見12に同じ

14 No.103 4-
1.(1)c 有機栽
培

有機栽培綿を新たにエコマークの対象として採り上げることに賛成しま
す。ただし、有機栽培綿は大変な労力をかけて生産したものであり、化学
的処理（漂白、蛍光剤の使用など）はもったいないし、オーガニックの主
旨と離れると思います。また、Ｔシャツ、靴下などへの衿、袖、裾にスパン
（ゴム糸）の編込は認めて頂きたい。具体的には10％以下で結構です。

意見のとおり修正しました。

15 No.103 4-
1.(1)d　引き取
り・リサイクル

使用済み制服などの引き取り・リサイクルに際して、廃棄物処理法違反者
の商品を認定してしまう可能性があり、現案より厳格な審査が必要と考え
ます。

意見を参考に修正しました。

16 No.103 4-
1.(1)d　引き取
り・リサイクル

エコマークの商品はその商品の存在そのものが、既に環境負荷を低減し
たものであるべきです。回収したものをマテリアル・ケミカルリサイクルして
利用された製品には別途、基準が設定され、エコマーク商品になりえま
すので、あえてリサイクルの仕組みにエコマークは必要ないと考えます。
製品回収という仕組みをエコマークの対象とすると、リサイクルの仕組み
があれば、エコマーク商品ということになるので、ほとんどエコマークの制
約がなくなり、エコマークの骨抜き、エコマークの乱発になりかねないと考
えます。従って、ｄ．の項目はエコマーク認定基準から省くべきと考えま
す。

実際の引き取り・リサイクルに携わる者は①廃棄物処理法の遵守（廃棄物
処理業免許の確認など）、②リサイクルシステムの説明、③実績データなど
が必要となります。ご意見を参考に、証明方法などを具体的に修正しまし
た。
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17 No.103 4-
1.(1)d　引き取
り・リサイクル

使用済み製品の回収義務が発生するのは納品後3～5年後程度である
のに対し、エコマーク認定は製品納入時点と思われる。実際の回収時に
エコマーク認定の期限が切れていて、回収義務が果たされないという
ケースの発生も予想される。善意の事業者ばかりなら問題ないのであろう
が、倒産等のリスクも考えられ、その際は、消費者の引き取り要請に対し
て回収義務を誰が果たすのかなど一考を要すると思われます。

意見16に同じ

18 No.103 4-
1.(1)d　引き取
り・リサイクル

エコマークは製品そのものに対し認定されるものであり、リサイクルのよう
なシステムにまで対象を広げることは違和感を覚えます。システムに対象
を広げた場合、大枠のシステムさえあればそれを利用する製品は全て対
象となり、認定商品は従来とは比較にならないほどの数となることが予想
されます。従来の厳格なエコマーク認定により、長い時間をかけて世間
に認知された優良なエコ製品の影が薄くなる懸念はないでしょうか。繊維
以外にも中古車市場や古紙回収があり、これらも順次エコマークの対象
となるならば現在のエコマーク認定商品とは異質との印象が拭えず、別
の認定制度・マークで対応するべきです。

意見16に同じ

19 No.103 4-
1.(1)d　引き取
り・リサイクル

引き取り・リサイクルされる仕組みが整っていれば製品本体が特にエコと
いえなくてもエコマーク認定を受けることができるように読めます。これま
で、繊維産業では再生PET繊維、オーガニックコットンなどの高価な素材
を、エコロジーな差別化商品として販売に力を入れてきました。製品自身
はエコでも何でもない安価な商品がエコマーク商品として販売され、再生
PET繊維などが価格競争により激減していくと考えます。PETボトルリサイ
クルに深刻な影響を与えると考えます。さらに、商品は必ず回収される保
証はなく、エコマーク商品としては問題があると考えます。基準自体を廃
止もしくは再生PET繊維の使用などを必須条件とするよう修正を求めま
す。

意見16に同じ
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20 No.103 4-
1.(1)d　引き取
り・リサイクル

この業界は需要面においてもエコロジー的側面に対し非常に関心の高い業界
で、ＰＥＴ再生繊維の消費にも多大な貢献をしている分野です。しかし制服等採
用の判断基準は単純にエコマーク商品であるか否かを最重要ポイント・要件とす
る傾向があります。各企業等が制服購入基準作成に当たり、エコマークは環境
にやさしい商品の客観的基準の１つとして採用し易いという側面があり、至極当
然であるというものの、各企業等がそれがなぜエコロジーなのか、地球環境に
とってまたはその企業等の方針として制服はどのようにエコロジーであるべきな
のかまでを厳密に考えず、単にエコマーク商品であるということのみをもって安易
に判断してしまうという危険性を孕んでいます。基準内容は需要者をミスリードし
ない様、慎重に決定していく必要がある極めて重要なものと考えます。例えば
（社）環境生活文化機構の会員になれば容易にこの基準を満たすことができると
いうことからも、安価な通常品が使用後リサイクルされる仕組みがあるというだけ
で多くの商品がエコマーク認定されることが予想され、これら安価なエコマーク商
品が氾濫し、コストの高いＰＥＴ再生繊維使用商品を駆逐し、高まりつつあるペッ
トボトルのリサイクル率にも極めて重大な影響を与えると考えます。また、「回収後
にリサイクルされる仕組がある」だけであった場合、回収前の時点でその商品が
本当に環境にやさしいのかという疑問もあります。ユーザが煩雑に感じて、リサイ
クルの手続きを取らなかった場合、従来と同様ゴミとして廃棄される可能性も高
いといえます。制服業界においてリサイクルの取組が開始されているというもの
の、まだまだ成熟しておらず、回収・リサイクル率もかなり低いのが現状で、この
事実からも「リサイクルされる仕組が整っている」だけの製品が現状況下で果たし
て環境にやさしいといえるのかは疑問といわざるを得ません。まだまだ単独で認
定基準とするには時期尚早と思われます。確かに衣料の廃棄量が多く衣料リサ
イクル推進の為に、リサイクルをエコマークの議論対象にする方向性は適切な方
向であると考えますが、前述の通りそれが歪な形で形成される危険性が極めて
高いと考えます。この様な次第で、本規定につきましては今回は制定を見送り、
長い目でじっくりと議論を煮詰めていくべきではないかと考えます。

意見16に同じ

21 No.103 4-
1.(1)d　引き取
り・リサイクル

「リサイクルできない部分」の範囲が不明確である。特に金属材料である
ボタン、ファスナはエネルギ回収できない。使用している場合はリサイクル
しなければならないのか。

無機材料はエネルギ回収の対象とはなりません。ガラス、金属材料はリサイ
クルすることが望ましいと考えます。

22 No.103 4-1.(4)
ハロゲン系樹脂

解説では染料・加工剤でも使用を認めない旨書かれているが、基準では
除外されています。混乱するので解説を訂正する方がよいと考えます。

意見を参考に解説の表現をあらためました。

23 No.103 4-1.(7)
使い捨て商品

医療用途の商品は除外する規定を設けて下さい。 医療用ドレープ、手術着、ガーゼは使い捨て商品ではなく、使い切り商品と
して扱っています。解説に説明を追加します。

 134 



「繊維製品」案への意見と回答

24 No.103 4-1.(7)
使い捨て商品

イベントで使用されるユニフォームなどは対象外とされているが、イベント
の範疇はどこまでですか。当社はスポーツウェア製造メーカとしてエコ
マークジャンパの普及に寄与してきました。経験則から、イベントジャンパ
には２種存在すると思います。1.イベント主催者独自の商品デザインを必
要とするイベント（国体などでは準備期間から2年程度着用する場合もあ
る）　2.既製製品にイベントそのもののプリントを施すだけで済むイベント
（大会後は支給する場合が多いので普段にも着用している）　いずれにし
ても、地方自治体、学校、官公庁の環境問題への強い関心がエコマーク
商品を採用するきっかけとなっています。スポーツイベントは決して一度
使用された時点で商品を廃棄するイベントではありません。イベントの範
疇の明確化と、イベント商品を認定しないという考えの見直しを強く要望
します。

意見のとおり修正しました。

25 4-1.(26)a　作業
手袋

一般的に特紡糸を使用して軍手を製造するためには技術的に3割の化
学繊維が必要であり、未利用繊維および反毛繊維配合率は70％とする
のが妥当です。仮に配合基準を90％とした場合、技術的に可能なのは
再生PET繊維を利用した場合のみであるため、新基準が折角様々なリサ
イクルの可能性を示唆する内容となっていても現実的には再生PET製品
のみにエコマークが適用される結果になると思われます。

意見のとおり修正しました。

26 4-2.(37) 作業手袋の品質についてJIS L 4131.3.2.2糸ゴムの入れ方、3.2.3かがり
方があります。現在のエコマーク認定商品には輪ゴムを使わず、ミシンで
かがっていないものが多く存在します。長期使用の観点からは大切な品
質項目であり、品質の劣る商品を排除することは賛成です。JIS規格を厳
密に適用し、品質の劣る商品をこれ以上認定しないようお願いいたしま
す。

製品としての機能を満たすために必要な品質は、「品質に関する基準」で
日本工業規格などの関連規格に準じ確認することを、新たに認定基準案と
しました。ご意見にもとづき原案のとおりとしました。

27 6.(2)　認定 認定番号の早期確定（申込から1週間程度、または仮認定番号提示）を
して頂きたい。業界では製品に織マークを縫い付ける作業をしています。
製品作成時に認定番号が確定し織マーク（認定番号が表示された）が縫
製時点に工場になければなりません。加工に出して２ヶ月程度で出荷で
きる状態にはならないため、対応に苦慮します。

現在お申込・書類の充足から審査結果の通知まで最短で２ヶ月程度かかっ
ていたものを、最短で１ヶ月程度に短縮します。（月末お申込・書類の充足
→翌月末審査結果通知、ただし第三者の審査委員会で調査等の必要がな
いと判断された商品に限ります）
また、更新案内（旧基準での契約満了日及び新基準への再申込の案内）
を６ヶ月前からさせていただきます。（2003年12月以降契約満了商品）６ヶ
月前から新基準への申込を行っていただきますと、最短で旧基準での契約
満了日より３ヶ月前には、新基準での認定通知及び新認定番号の提示が
できます。

28 6.(2)　認定 認定番号表示は、マーク併記ではない形態（別紙など）を認めるべきで
す。カタログでの認定番号併記は、製作を半年以上先行して行うため、
表示不可能です。

新基準での契約日前に、既に発行されているカタログについては、新たに
認定番号を表示していただく必要はございません。新基準での契約日以降
に発行されるカタログについては、新基準でのエコマーク表示及び認定番
号の表示が必要となります。
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29 6.(2)　認定 旧認定番号の在庫商品の販売期間について、業界では製品を1～2年
は平気でストックします。また、エコマークは織マークで縫い付けのため
付け替えは不可能に近いです。販売期間は製品ストックがなくなるまでな
ど考慮して下さい。　エコマークの使用について、使用方法などの違反に
ついてカタログの回収や事業者名の公表など厳しすぎると思います。使
用方法の指導および啓発をもっとされてから上記の対応をされるのが筋
と考えます。自主的にエコマークを使用したいという事業者を規定・規則
といって難しく指導・管理するとエコマーク使用の啓発または使用促進を
するという目的を逸脱するように考えます。

旧認定番号の在庫商品への対応については、エコマークのてびき中「基準
改定時の契約業務に関する規定」4より、３ヶ月単位とする最長1ヵ年以内
（基準制定日より１年に限り）の使用契約を締結する措置はあります。詳しく
は上記規定をご確認ください。
不正使用については、エコマークのてびき、エコマーク使用契約書に基づ
いて対応をさせていただきます。

30 6.(3)　認定 既認定商品は、既に生産した旧基準表示で表示された包装材、各種カ
タログなどの変更、新基準表示の準備など、エコマーク使用料よりも高額
のコスト負担がかかります。今後5年ごとにこうしたコスト発生が考えられる
とした場合、再度エコマーク申込をして取得した新基準の適用開始日を
旧表示の使用猶予期間以降にして頂きたいと思います。エコマークの実
質的表示期間が短くなる一方、コスト負担は増大するため、エコマーク表
示の包装などにかかるリスクが大きくなりエコマーク取得のメリットが薄れ
るためです。

意見28および29に同じ

31 6.(3)　認定 エコマークの下段に素材の混率、認定番号を入れるとのことですが、織
マークの場合、運用の面で種類を多く準備しなければならず、在庫増、
手配作業の煩雑化の要因になりかねません。また、現在使用している、
エコマークの下側の表示に「ＰＥＴボトルのリサイクル」としたエコマークの
織ネームの在庫が大量にあり、４月以降３ケ月で使いきることは困難で
す。ネームの廃棄処分には資源、費用の大きな無駄が発生します。家庭
用品品質表示法の品質表示では３年、ＳＥＫマークは１年という猶予期
間、経過処置の例もあります。従来通りのエコマーク表示（下段に「ＰＥＴ
ボトルのリサイクルのみ表示」等の表示）でお願いしたいですが、最低で
もせめて１年間は旧のマークでも使用することを可能としていただきた
い。

意見28および29に同じ

32 6.(3)　表示 PET混率、認定番号を表示することで、現在の正方形から縦長仕様とな
り、衣料に取り付ける場合の全体バランスが悪くなります。デザイン的に
シンプルな方がよいと思います。表示内容が多いことによる問題点は1.プ
リントなら細かい文字も対応可能だが洗濯により消えやすい　2.織マーク
は細かい文字が判別しにくい　3.認定番号、繊維ごとの使い分けが必要
で手間がかかる

エコマーク表示において、細かい表示は推奨していません。表示用面積が
小さい製品は、「エコマーク商品」などの文言による表示が主となると考えま
す。
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33 6.(3)　表示 消費者からの関心の高い廃PETボトルのリサイクルを認知してもらうため、
また、自治体から「PETボトルをリサイクルしている」ことがわかるように表
示してほしいとの要望に応えるため、「再生PET繊維○○％」「再生PET
繊維○○％以上」は「PETボトルのリサイクル○○％」「PETボトルのリサイ
クル○○％以上」とするべき。

前回の見直しから5年を経過し、リサイクル技術の向上とともにリサイクルさ
れる廃棄物が多様化しており、PETボトルのリサイクルに限定していないた
め、原案のとおりとしました。

34エコマーク使用
規定

エコマーク使用規定は「第7条エコマーク使用者および住所をエコマーク
商品またはその包装・容器に表示すること」とされています。平成9年家
庭用品品質表示法　繊維製品品質表示規程の改正により品質表示者承
認番号制度を廃止し、表示者名と連絡先（住所または電話番号）を付記
することになりました。一般的に繊維製品に表示する場合はサイズ・品
質・取扱い絵表示および表示者名と連絡先が一体となった表示方法が
主です。エコマーク使用規程を繊維製品品質表示規程と同じ扱いである
「使用者名、および住所または電話番号」に変更して頂きたく検討願いま
す。

エコマーク使用規定を2003年6月1日に改定しました。

35抗菌剤、難燃剤 抗菌剤、難燃剤に過度な制約がなされていることは以前より問題視して
います。加工については（財）繊維製品機能評価協議会、（社）日本防炎
協会の厳しい安全基準の元に管理されています。更にいえば欧州のエ
コテックスにおいても特段使用が禁止されているものではありません。貴
協会の制約根拠が不明瞭ですが、エコマークを盲目的にエコロジーの基
準とするユニフォーム業界の現状から、本来抗菌防臭加工を施すのがふ
さわしい商品に加工が施せないため採用されず、安価な通常原料使用
の抗菌防臭加工素材が使用される可能性が非常に高いと考えます。不
明確な規制の背景・議論内容を明確に公表頂きたいと共に、その妥当性
について再検討するべきではないかと思料し、意見提言する次第です。

抗菌剤の使用に関する規程を見直し、改定しました。

36抗菌剤、難燃剤 抗菌剤、難燃剤は各種用途において必要不可欠な加工となっていま
す。特に抗菌防臭加工はあらゆるアイテムで要望される加工です。他の
標準的加工に対してはエコマーク基準として特に規制がないのに対し
て、なぜこれらのみが禁止されているのか理解に苦しむところです。繊維
以外の製品において性能基準の不明確な抗菌グッズがあふれ問題と
なっていますが、繊維製品は（財）繊維製品機能評価協議会の厳格な管
理の元、何ら問題のないものと考えています。本規程は見直すべきと考
えます。

意見35に同じ

37抗菌剤 抗菌剤の使用制限についてもっと具体的に明記するべきです。 意見35に同じ
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38解説　文献など
に被害事例の
ある物質リスト

被害事例が報告されている染料の表は、以下の理由により掲載を止める
べきであると考えます。1.有害性が確認されているわけではないが被害
事例が報告されている事実があることを消費者の参考のために報告しま
すという主旨であり、トップランナーを先導する厳しい認定基準としても
「禁止対象物質ではない」と明記されている物質ですので、被害事例と
物質の有害性の因果関係は現時点では不確実であるとの見識が示され
ているものと理解します。ユーザ企業や一般消費者の誤解を招く恐れが
あるので当該表は掲載せず、本認定基準の今後のバージョンアップ時に
有害性のチェックを必要とする物質としておくのが適当。　2.エコマークの
理念は「環境と経済の両立」と理解します（この理念には賛同いたしま
す）。当該表の掲載は「両立」を阻害する方向に働く恐れがあるので、掲
載されないのが適当。現在の市場では過熱気味にグリーン調達が喧伝さ
れており、当該表は誤解を受けやすい状況です。掲載染料は市場に流
通しているものであり誤解に基づく「いわれなき被害」は予想以上に大き
くなる恐れがあります。

本リストは科学的文献などをもとに評価した上で掲載を決めています。ま
た、基準として採り上げるか否かの候補になっている物質であることは関係
業界を含め、広く一般に認識して頂きたいと考えます。この認識を持って頂
くためにも情報提供リストによる公表が必要であり、事務局に留めるべきで
はないと考えます。

39 No.104 4-1.(1)
タオル

タオルは小付属をどこまで見るのでしょうか（綿以外のネーム、刺繍、縫
製時に使用するポリエステルなど）。

織ネーム、縫製糸は小付属に含める旨を解説に明記しました。刺繍などは
小付属ではないと考えます。

40 No.104 4-
1.(1)a　タオル

タオルは未利用繊維70％、ピュアコットン30％の糸を使用した製品があり
ますが、今後は未利用繊維10％以上でよいのでしょうか。

タオルの未利用繊維配合率を70％以上に引き上げました。

41 No.104 4-
1.(1)a　中綿

中綿におけるリサイクル繊維、未利用繊維の基準配合率１００％となって
いるが、その場合、羊毛混は不可能であり、また硬わたではバインダ繊維
を使用する必要があり、用途を広げるためには、現行通り「５０％以上」を
維持すべきです。

意見のとおり修正しました。

42 No.104 4-
1.(1)a　中綿

布団綿のリサイクル繊維100％は、該当商品がゼロに近いと推定します。
現行基準どおり「製品全体に占めるリサイクル繊維の重量割合が50％以
上」として頂くよう意見提出します。

意見41に同じ

43 No.104 4-
1.(1)a　中綿

中綿総重量に占める未利用繊維などの配合率100％について、市場の
ニーズに合わず（抗菌・消臭・防ダニ・防炎性能、嵩高性・保湿性を付与
できない、詰め物・芯材として付加価値がつけにくく硬直的となる）、将来
は1.市場の購買意欲の希薄化、2.グリーン購入法により消費された物品
に対するクレーム発生、消費減退、3.寝装・インテリア分野でのリサイクル
意識の停滞か育たない、4.認定商品が増加しない　が懸念されます。
100％に変更することは問題があり、50％以上を勧める次第です。寝装・
インテリアの分野は消費量がかなり大きいので本格的に当社が啓発すれ
ばかなり大きなリサイクル材の消費が見込まれると思います。

意見41に同じ
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44 No.104 4-
1.(1)a　床敷物

ロールカーペットやピースカーペットは、表面繊維部分の全体重量に対
する重量比が30～40％程度です。タイルカーペットは、同10～20％程度
です。繊維部分以外は樹脂やプラスチックであり、カーペットは繊維製品
に属するといっても繊維の重量比率が他製品に比べ極めて少ないのが
現状で、カーペット全体重量をベースにするより、繊維部分（表面パイル
繊維）のみの重量をベースにすることが妥当と判断されます。

意見を参考に修正しました。

45 No.104 4-
1.(1)a　床敷物

カーペットの構造は他の繊維製品と異なります。わが国の90％以上の生
産量に及ぶタフテッドカーペットはパイル糸以外に一次基布、二次基
布、接着剤などから構成されます。タイルカーペットも一次基布とバッキン
グ層（接着剤層）は必須です。従って、製品全体の総重量の基準％以上
にリサイクル繊維を活用することなど不可能です。

同上

46 No.104 4-1.(4)
床敷物

ハロゲン系元素樹脂の不使用について、昨今の環境問題から主旨はよく
わかります。しかし、カーペットは消防法による規制があり、防炎性能が要
求される場合があります。カーペットの防炎性能の付与方法として塩ビま
たは塩化ビニリデンや臭素系化合物が用いられているものもあります。毛
布に対するハロゲンの使用を許している理由も難燃性との関わりと推測
し、カーペットについてもハロゲンの使用を可として差し支えないと思わ
れます。

意見のとおり修正しました。

47 No.104 4-1.(7)
ショッピングバッ
グ

ピュアナイロンのバッグは今後は対象外となるのでしょうか。繰り返し使用
可能なバッグです。自治対等の団体からの問い合わせがたくさんあり、マ
イバッグ運動、景品等として、備品としての使用など、消費者が週３回買
い物に行くと仮定すると３９０枚/年のレジ袋削減になります。自治体等で
は一人でも多くの消費者に配布して運動を広げたいとの考えから低予算
で耐久性のあるものを要求されます。ナイロン製がなくなれば予算の少な
い自治体に影響が出ますし、運動の輪が小さくなることは間違いありませ
ん。下段表示を「くり返し使える」として下さい。

主たる購入者が自治体やスーパーマーケットなどの小売店であり1枚でも多
くショッピングバッグを配布するという主旨のためには低コストの製品である
ナイロン製バッグが優れているというご意見は理解できます。しかし、再生
PETバッグや有機栽培綿（または無漂白）バッグは、製品そのものの環境負
荷低減に努めており、製品のライフサイクルを考慮した認定基準として原案
のとおりとしました。

48 No.104 4-
1.(1)a　未利用
繊維配合率

現行は７０％であり、弊社はいち早く７０％混で素材開発を行ってきました
が、１０％に下がることによって、これまでの素材が販売できなくなります。
１０％というのは、紡績工場内での通常の工程原料屑・再利用のレベル
に近いため、エコマークとしてのハードルが余りに低く、綿素材は何でも
エコマークになりうると考えられます。あまりにも下がりすぎと考えます。工
業資材も７０％であり、衣服についても７０％で行くべきと考えます。

意見7に同じ

49 No.104 4-
1.(1)b　無漂白・
過酸化水素漂
白

基準は「無漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していないこと」とされて
いるが、解説は無漂白と過酸化水素漂白を認めています。どちらである
のか明確にするべきです。

意見9に同じ

 139 



「繊維製品」案への意見と回答

50 No.104 4-
1.(1)b　無漂白・
過酸化水素漂
白

過酸化水素漂白、無漂白とも苛性ソーダが使用禁止になっています。過
酸化水素漂白を連続加工機で行う場合にソーダ灰では難しいと思いま
す。また、マーセライズ加工や染色加工で苛性ソーダを制限せず、漂白
工程だけ制限する意味はあるのでしょうか。

意見10に同じ

51 No.104 4-1.(4)
ハロゲン系樹脂

解説では染料・加工剤でも使用を認めない旨書かれているが、基準では
除外されています。混乱するので解説を訂正する方がよいと考えます。

意見22に同じ

52 No.105 対象 故繊維再生ウエスを明記して頂きたい。家庭用布巾と同様に洗濯して何
度も使用できます。故繊維再生市場は大きく分けて古着・反毛・ウエスの
３形態あり、それぞれが有機的に連動しています。ウエスを対象とするこ
とで故繊維再生市場の活性化につながります。

意見のとおり修正しました。

53 No.105 対象 再生布ウエスを明記して頂きたい。工場の海外移転などの産業構造の変
化に伴い需要は減退しています。ISO14000s取得企業が増加しておりグ
リーン購入の項目があるにもかかわらず、産業廃棄物削減目標達成のた
めに安易にレンタルウエス（ピュアコットン）に切り替える企業が続出し暴
風雨なみの大逆風となっています。エコマークは再生布ウエスが環境負
荷の少ない商品であることをアピールする数少ない手段です。

意見52に同じ

54 No.105 対象 従来基準は未利用繊維を使用した繊維製品とされていた際には条件を
満たしていれば製品は限定されていませんでしたが、今回は具体的な製
品名が提示されており、リサイクルウエスが含まれておりませんのでご検
討をよろしくお願いします。これと関連して、化学製品である不織布ウエ
スを代替することで新たな石油資源の投入を抑制するという意味での環
境負荷低減の側面があります。

意見52に同じ

55 No.105 対象 レンタルウエスにエコマークを認める場合、産業廃棄物の中間処理業免
許取得を条件として頂きたい。4-1.(1)dでレンタルウエスにエコマークを
認める道が開けたと思いますが、大量の産業廃棄物の付着したレンタル
ウエスは産業廃棄物の混合物であり、産業廃棄物として取り扱われなくて
はなりません。よって、レンタルウエスにエコマークを認める場合、産業廃
棄物の中間処理業の免許を条件とするべきです。

4-1.(1)dは引き取り、リサイクルに関する項目であり、引き取り、リユース（再
使用）に関する項目ではありません。ただし、レンタルウエスであっても、未
利用繊維やリサイクル繊維を用いるなどの環境に関する基準に適合するも
のはエコマークの対象となり得ると考えます。

意見ではないがその他参考情報

対象 有機栽培の麻を対象とするべきです。 有機栽培麻に関する国際的な合意ができていないため、現時点では採り
上げることは難しいとの結論になりました。

No.105 対象 土木用繊維資材が含まれていません。 含みます。
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No.105 4-1.(6) 土木用繊維資材は土中に敷設することにより、地盤や土構造物の補強、
あるいは排水をするためのものですから、回収することは構造上不可能
です。土木用繊維資材を用いた土構造物が一般的に広く認知・普及さ
れ、永久構造物に使用されている中で、認定基準案は著しく阻害するも
のと思われますので以下のとおり修正・変更を要望します。1.土木用繊維
資材は土中に敷設するものであり、放置とは違うことの明記をお願いしま
す。例「土木用繊維資材は敷設することにより構造上半永久的に機能す
るものもあり、放置とはまったく異なるものである。」　2.土木資材は基準に
示す除外規定の法規および義務に該当しないため、「技術基準書または
設計・施工マニュアルなどに使用が認められているものを除く」などに変
更を希望します　3.解説D-4「土中に使用し、半永久的にその機能を有
する土木資材を除く」など記述追加をお願いします。

永久構造物における指定資材は製品として機能を発現しているものであ
り、放置ではないと判断します。解説を具体的に修正しました。

用語の定義 定義が異なっており混乱を招くため、未利用繊維：（紡績工程から発生す
る端材「など」）とし、工程内端材の定義と合わせるべき。

意見のとおり修正しました。

対象 布製粘着テープは対象となるのか？ 内容については本WGで検討を行いますが、商品類型としては「文具（仮
称）」で扱うことが予想されます。

対象 カサは生地部分を再生材料化などすることでエコマークの対象として良
いか？

現在のカサに関するエコマーク認定商品は1件です。今後の普及を図るた
め具体的な再生材料化などについての認定基準を明記しました。

表示 4-1.(1)などにおいて選択肢a,b,c(,一部はdを設定)から選択した選択肢
がマーク下段表示に連動しており、いずれか一つしか選択することがで
きず、表示もいずれか一つとなっています。2つ以上の選択肢を達成した
製品は、達成した選択肢のマーク下段表示も2段表示などにより貼付でき
るようにしてほしい。

認定基準は、選択肢のうちからいずれか一つを選択することとしており、他
の選択肢を満たす製品であっても審査にあたっての確認をしていないた
め、表示をすることは不適当です。

意見数：55

意見者数：40名
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