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エコマーク商品類型 No.126

「塗料 Version.1.0」

（財）日本環境協会

エコマーク事務局

1. 環境的背景

国内の塗料生産量は 220 万 t（1990 年）をピークに生産の海外移転などからやや減少し、

2001 年は 181 万 tである。品種別ではシンナー、エマルションペイントの割合が比較的高く、

また用途別では車体、構造用、船舶、機械、金属製品、木工製品など多岐にわたっており、

建築物の塗装にも多く用いられている。

塗料は、均一な薄い機能性のある塗装塗膜を作るために溶剤として揮発性有機化合物（VOC）

を使用するものがあり、塗装工程で VOC 成分を放出する。VOC は、トルエンやキシレンな
どの有機溶剤が主体で、人が直接吸入暴露により、神経行動機能や生殖発生に影響を与
えることなど、また、大気中で光化学反応を起こす光化学オキシダントや、近年では、
化学物質による過敏症などの健康に関する問題が発生しており、VOC の排出削減をするこ
とが重要である。
さらに、住宅の塗り替えに代表されるように身近なところで使用される製品であるため、

臭気問題も発生している。合成樹脂・防かび剤・防腐剤に含まれる化学物質の影響、さらに、

さび止め塗料および黄色塗料などの着色顔料に含まれる鉛・クロムなどを含む重金属化合物

の環境への影響も懸念されている。

こうした問題に対して塗料メーカは、化学物質安全データシート（MSDS）による適切な取

扱いや注意喚起や、シックハウスにおける自主基準の設定、溶剤系塗料からの VOC 削減や水

系塗料への移行など、有害物質の削減および環境負荷の低減に努めており、本商品類型はこ

うした環境配慮型の塗料を推奨することとした。

エコマーク商品類型 No.33「芳香族炭化水素類を含まない塗料・塗材および防水材」は 1991

年に制定され、合成樹脂水系塗料、家庭用塗料、建築用塗膜防水材、建築用仕上塗材、浸透

性吸水防止材を対象としていた。本商品類型を見直すにあたり、これまで対象範囲外とされ

ていた塗料についても対象とし、大気汚染防止や塗装工程における作業環境の改善、住環境

の改善を図ることとした。また、粉体塗料は VOC 放出が少なく、再生材料を原料とする製品

もあることから環境負荷低減につながるものとして本商品類型で採り上げることとした。

2. 対象

以下の A～Jに規定する塗料を対象とする。ただし、スプレ（エアゾール）タイプは対象外とす

る。塗装現場において希釈して使用するタイプの溶剤系塗料は対象外とする。

A. ラッカー

日本工業規格「ニトロセルロースラッカー」JIS K 5531、「ラッカー系シーラー」JIS K 5533

または「ラッカー系下地塗料」JIS K 5535 に該当する製品。

B. 合成樹脂溶剤系塗料

「一般用さび止めペイント」JIS K 5621、「鉛丹さび止めペイント」JIS K 5622、「亜酸化鉛さ
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び止めペイント」JIS K 5623、「塩基性クロム酸鉛さび止めペイント」JIS K 5624、「シアナミド

鉛さび止めペイント」JIS K 5625、「ジンククロメートさび止めペイント」JIS K 5627、「鉛丹ジ

ンククロメートさび止めペイント」JIS K 5628、「鉛酸カルシウムさび止めペイント」JIS K 5629、

「合成樹脂調合ペイント」JIS K 5516、「フタル酸樹脂エナメル」JIS K 5572「アミノアルキド

樹脂塗料」JIS K 5651、「アクリル樹脂エナメル」JIS K 5654、「安全色採用蛍光塗料」JIS K 5673、

「ジンクリッチプライマー」JIS K 5552、「厚膜形ジンクリッチクライマー」JIS K 5553、「フェ

ノール樹脂系雲母状酸化鉄塗料」JIS K 5554、「エポキシ樹脂系雲母状酸化鉄塗料」JIS K 5555、

「エポキシ樹脂」JIS K 5551、「タールエポキシ樹脂塗料」JIS K 5664、「建築用ポリウレタン樹

脂塗料」JIS K 5656、「鋼構造物用ポリウレタン樹脂塗料」JIS K 5657、「カシュー樹脂塗料」JIS

K 5641、「カシュー樹脂下地塗料」JIS K 5646、「アルミニウムペイント」JIS K5492、「エッチン

グプライマー」JIS K5633、「塩化ビニル樹脂エナメル」JIS K 5582、「塩化ビニル樹脂プライマ

ー」JIS K 5583、「塩化ゴム系塗料」JIS K 5639、「建築用ふっ素樹脂塗料」JIS K 5658、「アク

リル樹脂非水分散形塗料」JIS K 5670 または「鋼構造物用ふっ素樹脂塗料」JIS K 5659 に該当

する製品。

C. 合成樹脂水系塗料

「合成樹脂エマルションパテ」JIS K 5669、「つや有合成樹脂エマルションペイント」JIS K 5660、

「合成樹脂エマルションペイント及びシーラー」JIS K 5663、「合成樹脂エマルション模様塗料」

JIS K 5668 または「多彩模様塗料」JIS K 5667 に該当する製品。

D.路面標示用塗料

「路面標示用塗料」JIS K 5665 に該当する製品。

E. その他の塗料（油性塗料）

「油性下地塗料」JIS K 5591 または「油性調合ペイント」JIS K 5511 に該当する製品。

F. 建築用塗料

「建物用床塗料」JIS K 5970、「建築用塗膜防水材」JIS A 6021、「建築用仕上塗材」JIS A 6909、

「建築用下地調整塗材」JIS A 6916 または「浸透性吸水防止材」（社）日本建築学会「鉄筋コン

クリート造建築物の耐久性調査・診断および補修指針（案）・同解説」の付１．４「浸透性吸水

防止材の品質基準（案）」に該当する製品。

G. 家庭用塗料

「家庭用屋内壁塗料」JIS K 5960、「家庭用屋内木床塗料」JIS K 5961 または「家庭用木部金

属部塗料」JIS K 5962 に該当する製品。

H. 粉体塗料

溶剤成分を含まない粉末状の塗料製品。

I. 日本塗料工業会規格に該当する塗料

(社)日本塗料工業会規格「リン酸塩系さび止めペイント」JPMS 26 または「水系さび止めペイ

ント」JPMS 21 に該当する製品。

J. JIS 規定外の塗料および工業用塗料

上記 A～Iに該当しない塗料および工業用塗料製品。

3. 用語の定義

揮発性有機化合物（VOC）：世界保健機構（WHO）の化学物質の分類において、「高揮発性有機

化合物」および「揮発性有機化合物」に分類される揮発性有機化合物。
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芳香族炭化水素系溶剤：トルエン、キシレンなどの芳香環を有する炭化水素系溶剤の総称。

「石油製品の成分試験法」JIS K 2536 などを準用する。

　　処方構成成分：製品に特性を付与する目的で、意図的に加えられる成分をいう。製造
プロセス上、不可避的に混入する不純物成分は含まない。

溶剤系塗料：樹脂・顔料・添加剤などを溶解あるいは分散して取扱いやすく、塗装しやすく

する有機溶剤の液体で、脂肪族系および芳香族系炭化水素、アルコール、ケト

ン、エーテルなどが主な溶剤で構成されている塗料。

水系塗料　：水を主体とする溶液の中で樹脂・顔料・添加剤などを溶解あるいは分散して、

取扱いやすく、塗装しやすくしている塗料。

粉体塗料　：無溶剤の固形樹脂に顔料・添加剤を構成物質とし、400μｍ以下に粉砕した粉末

状の塗料。主に静電塗装方法、流動浸漬方法で被塗物に塗布し、被塗物ごとに

加熱溶融して塗膜として仕上げる。

　　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またはプレコンシューマ材料またはそれらの混
合物。

再使用可能：「意図され、設計された製品または包装の特性の一つ。ライフサイクル
の中で意図どおりの目的のために何回かの使用ができる特性」であって、
「使用済みの製品または包装を回収し、再使用する仕組みが存在する」
場合に限られる。［JIS Q 14021:2000（ISO 14021:1999）に準拠］

リターナブル容器：「用語の定義」にいう再使用可能であって、容器または容器の内
容物を提供する事業者と、提供を受ける他の事業者または消費者との間
を、構築されたシステムに載って、その機能を保ったまま往復または循
環する容器。

4. 認定の基準

4-1　環境に関する共通認定基準

(1) 塗料中の芳香族炭化水素系溶剤の含有量が表 1の数値に適合すること。

　　　表 1　塗料中の芳香族炭化水素系溶剤の重量割合
　　　塗料 芳香族炭化水素系溶剤の重量割合
　溶剤系塗料 　　10g/リットル未満

エマルション塗料　　　 1g/リットル未満
水系塗料 その他(電着塗料など)　10g/リットル未満

(2) 塗料中の VOC 成分含有量が表 2 の数値に適合すること。ただし、内装用として使用される

製品は V1または V2の数値に適合すること。
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　　　表 2　塗料中の VOC 成分の重量割合

　　　塗料 VOC 成分の重量割合
溶剤系塗料  200g/リットル以下

V1　　　　　 　1g/リットル未満

V2　　　　　  10g/リットル未満水系塗料

V3　　　　　  50g/リットル未満

(3) 製品は、防腐剤（防かび剤を含む）の含有量が製品全体の重量比で 0.5％以下であること。

(4) 製品は、別表 1に示す化学物質について、基準値を満たすこと。

(5) 製品は、ハロゲン化炭化水素類として別表 2に掲げる特定フロン（CFC5 種）、その他 CFC、

四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン（ここでは HCFC をさす）の使用がないこ

と。

(6) 製品は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化

学物質排出把握管理促進法）」における第一種指定化学物質を処方構成成分として使用して

いる場合は、その旨を報告すること。

(7) 製造工程において、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。

(8) 「毒物及び劇物取締法」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」などの化学物

質取扱に関する法律の規則を遵守していること。

(9) 塗料の適正な取扱いに関する情報として、取扱いおよび保管上の注意を、MSDS、および取

扱説明書、製品ラベルまたはパンフレットに明示していること。

(10) 容器は、リターナブル容器であること。または、リサイクル可能な設計として無鉛金属缶

であること。ただし、クラフト紙袋は本項目を適用しない。

4-2.環境に関する個別認定基準

(11) B.合成樹脂溶剤系塗料のうち合成樹脂調合ペイント JIS K 5516、フタル酸樹脂エナメル

JIS K 5572、F.建築用塗料のうち建築用下地調整塗材 JIS A 6916 および H.粉体塗料は、再

生材料（PET 樹脂、ガラス、溶剤など）を使用していること。

(12) G.家庭用塗料は、塗装時の異常な臭気や刺激臭に配慮し、製品に塗料の臭気指数の表示が

なされていること。

(13) G.家庭用塗料は、化学物質の使用が適正に管理されていること。PRTR 法に基づく塗料の化

学物質等安全データシート（MSDS）を備えていること。

4-3.品質に関する基準

(14) 品質については、製造段階における品質管理が充分になされていること。JIS 規格に測定

方法が定められている項目については、その測定方法によること。

(15) H.粉体塗料の品質については、「合成樹脂粉体塗装製品の塗膜」JIS K 5981 に規定する塗
膜として以下の評価項目の性能を満足すること。

熱硬化系粉体塗料
　　　　　　表面硬さ　　H4 以上　鉛筆硬度      B 以上
　　　　　　付着性　　　A2 以上　碁盤目評価    8 以上
　　　　　　耐衝撃性　　G1 以上　デュポン衝撃   500g30 ㎝以上

V1:最も VOC低減に努めた塗料

V2:（社）日本塗料工業会室内環境

塗料目標基準値を参考

V3:その他の塗料
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熱可塑性粉体塗料
　　　　　　耐塩水噴霧　S3 以上　500 時間以上
　　　　　　耐湿性　　　R3 以上　120 時間以上
　　　　　　耐衝撃性　　F2 以上　アイゾット試験 80 ㎝以上

5. 認定基準への適合の証明方法

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。

(1) 認定基準 4-1.(1)、(2)、(3)、(4)および(5)について、申込者は、ISO9001-2000 7.4.1 購

買プロセスの規定に則り材料を購入している旨の書類（ISO9001 認定書の写しなど）、または

同等の内容として a. 申込者は、本認定基準に規定された事項に購買材料が適合することを

確実にすること　b. 申込者は、購買材料供給者が申込者の要求に従って製品を供給する能

力を判断の根拠として、供給者を評価し選定すること　c. 選定、評価および再評価の基準

を定めていること　を実施している旨の証明書を提出すること。

(2) 4-1.(1)および(2)については、塗料製造事業者の発行する化学物質等安全データシート

（MSDS）を提出すること。MSDS に芳香族炭化水素系溶剤含有量および VOC 成分含有量の記載

のない製品は、試験結果を提出すること。また、内装用として使用される塗料であるか否か

をエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

(3) 4-1.(3)については、該当物質の MSDS および添加の有無記載リストを提出すること。

(4) 4-1.(4)については、該当物質の添加の有無記載リストを提出すること。

(5) 4-1.(5)については、該当物質の添加の有無について、製品を製造する工場長の発行する証

明書を提出すること。

(6) 4-1.(6)については、該当物質の添加の有無記載リストを提出すること。

(7) 4-1.(7)および(8)については、製造工場が立地している地域の環境関連法規などを申込時

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証

明書を提出すること。

(8) 4-1.(9)については、該当塗料の取扱いおよび保管上の注意に関する MSDS、および取扱説明

書、製品ラベルまたはパンフレットを提出すること。

(9) 4-1.(10)については、エコマーク商品認定・使用申込書に使用している容器の材料を具体

的に記述すること。

(10) 4-2.(11)については、再生材料供給事業者の発行する原料証明書を添付すること。

(11) 4-1.(12)については、別紙に示す臭気指数をエコマーク商品認定・使用申込書に記載する

こと。また、塗料の臭気指数の表示箇所（エコマーク表示の近傍）および表示内容を提出す

ること。

(12) 4-2.(13)については、塗料製造事業者の発行する MSDS を提出すること。

(13) 4-3.(14)については、製造段階における品質管理がなされていること、および品質検査で

合格した製品のみを出荷することを、製品を製造する工場長の発行する証明書および宣言書

で提出すること。申込製品もしくは申込製品製造工場が JIS 認定を受けている場合は、JIS

認定の写しを提出することで、基準への適合の証明に代えることができるものとする。

(14) 4-3.(15)については、評価項目の試験結果を提出すること。

6. その他
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(1) 商品区分は、2. 対象の A～J に示す用途毎および同一ブランド名（商品名）の同一シリ
ーズ毎とし、色調、大小による区分は行わない。

(2) マーク下段表示は、別表 3に示す、塗料区分毎の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 3段または 4段表示を矩形枠で囲んだものとし、一段目に「芳香族炭化
水素類○g/リットル未満」、二段目を「揮発性有機化合物○g/リットル未満」、三段目を
「鉛フリー」と記載すること。○g/リットルは、別表 3に従い数値を挿入するものとす
る。
B.合成樹脂溶剤系塗料のうち合成樹脂調合ペイント JIS K 5516、フタル酸樹脂エナメル JIS

K 5572、F.建築用塗料のうち建築用下地調整塗材 JIS A 6916 および H.粉体塗料は、4段目を

「再生材料の使用○％」と記載すること。○％は、製品全体の重量における再生材料の重
量割合（小数点以下切り捨て）を挿入するものとする。上記 6.(1)の同一商品区分内で製
品全体に占める再生材料重量割合が異なる場合には、同一商品区分の最低値を表記する
こと。
　また、エコマーク表示の付近にエコマーク認定番号および別紙に規定する塗料の臭気
指数の表示を記載すること。
以下に、一例を示す。

[G.[G.[G.[G.家庭用塗料のうち家庭用塗料のうち家庭用塗料のうち家庭用塗料のうち

溶剤系の場合溶剤系の場合溶剤系の場合溶剤系の場合]]]]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（認定番号は数字のみでも可）

                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        （臭いの強さは家庭用塗料のみ表示）

(3) 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）

(4) 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）

（該当する臭いの強さに網掛け）
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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　4-1.(4)に規定する化学物質リスト

物　質　名 基準値

カドミウム
水銀
六価クロム
鉛　　　　　　　　　　　　　0.06％以下 合計 0.1％以下
ヒ素 処方構成成分として添加のないこと。
アンチモン 処方構成成分として添加のないこと。
トリブチルスズ 処方構成成分として添加のないこと。
トリフェニルスズ 処方構成成分として添加のないこと。
アルキルフェノール 処方構成成分として添加のないこと。

ノニルフェノール 処方構成成分として添加のないこと。

4-オクチルフェノール 処方構成成分として添加のないこと。
ビスフェノール A 処方構成成分として添加のないこと。
フタル酸ブチルベンジル 処方構成成分として添加のないこと。
フタル酸ジエチル 処方構成成分として添加のないこと。
ホルムアルデヒド 処方構成成分として添加のないこと。併

せて、塗料からの放出が 5μg/hr/㎡以下
トルエン 処方構成成分として添加のないこと。
キシレン 処方構成成分として添加のないこと。
エチルベンゼン 処方構成成分として添加のないこと。
スチレン 処方構成成分として添加のないこと。
フタル酸ジ-n-ブチル 処方構成成分として添加のないこと。
テトラデカン 処方構成成分として添加のないこと。
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 処方構成成分として添加のないこと。
アセトアルデヒド 処方構成成分として添加のないこと。
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別表 2　4-1.(5)に規定する物質
トリクロロフルオロメタン クロロペンタフルオロプロパン

ジクロロジフルオロメタン テトラクロロフルオロプロパン
トリクロロトリフルオロエタン トリクロロジフルオロプロパン
ジクロロテトラフルオロエタン ジクロロトリフルオロプロパン

特定フロン
（CFC５種）

クロロペンタフルオロエタン クロロテトラフルオロプロパン
クロロトリフルオロメタン トリクロロフルオロプロパン
ペンタクロロフルオロエタン ジクロロジフルオロプロパン
テトラクロロジフルオロエタン クロロトリフルオロプロパン
ヘプタクロロフルオロプロパン ジクロロフルオロプロパン
ヘキサクロロジフルオロプロパン クロロジフルオロプロパン
ペンタクロロトリフルオロプロパン

代替フロン
（HCFC）

クロロフルオロプロパン
テトラクロロテトラフルオロプロパン
トリクロロペンタフルオロプロパン
ジクロロヘキサフルオロプロパン

その他のCFC

クロロヘプタフルオロプロパン
四塩化炭素
1,1,1-トリクロロエタン
ジクロロフルオロメタン

クロロジフルオロメタン
クロロフルオロメタン
テトラクロロフルオロエタン
トリクロロジフルオロエタン
ジクロロトリフルオロエタン
クロロテトラフルオロエタン
トリクロロフルオロエタン
ジクロロジフルオロエタン
クロロトリフルオロエタン
ジクロロフルオロエタン
クロロジフルオロエタン
クロロフルオロエタン
ヘキサクロロフルオロプロパン
ペンタクロロジフルオロプロパン
テトラクロロトリフルオロプロパン
トリクロロテトラフルオロプロパン
ジクロロペンタフルオロプロパン
クロロヘキサフルオロプロパン
ペンタクロロフルオロプロパン
テトラクロロジフルオロプロパン
トリクロロトリフルオロプロパン

代替フロン
（HCFC）

ジクロロテトラフルオロプロパン
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別表 3　塗料区分毎の環境情報表示

塗料の種類 環境情報表示 表示
A.ラッカー
B.合成樹脂溶剤系塗料（ただし、合成樹
脂調合ペイントおよびフタル酸樹脂エ
ナメルを除く）
D.無溶剤系塗料（道路標示用塗料）のう
ち溶剤系塗料のもの
E.その他の塗料（油性塗料）
F.建築用塗料のうち溶剤系塗料のもの
I.日本塗料工業会規格に該当する塗料の
うちリン酸塩系さび止めペイントおよ
びアクリル樹脂排水分散型塗料

J.JIS 規定外の塗料および工業用塗料の
うち溶剤系塗料のもの

（3段表示）
芳香族炭化水素類 10g/リットル未満
揮発性有機化合物○g/リットル*以下
鉛フリー

* ○は申込製品の VOC 成分の固有値を
挿入するものとする。

G.家庭用塗料のうち溶剤系塗料のもの （3段表示）
芳香族炭化水素類 10g/リットル未満
揮発性有機化合物○g/リットル*以下
鉛フリー

*○は申込製品の VOC 成分の固有値を
挿入するものとする。
塗料臭気指数の表示は該当する臭い
の強さに網掛けをする。

B.合成樹脂溶剤系塗料のうち
合成樹脂調合ペイントおよびフタル酸
樹脂エナメル

F.建築用塗料のうち建築用下地調整塗材

（4段表示）
芳香族炭化水素類 10g/リットル未満
揮発性有機化合物○g/リットル*以下

（上記＊に同じ）
鉛フリー
再生材料の使用○％
　　　　（6.(2)で説明）

C.合成樹脂水系塗料
D.無溶剤系塗料（道路標示用塗料）のう
ち水系塗料のもの
F.建築用塗料のうち水系塗料のもの
J.JIS 規格外の塗料および工業用塗料の
うちエマルション塗料のもの

（3段表示）
芳香族炭化水素類 1g/リットル未満
揮発性有機化合物○g/リットル*未満
鉛フリー

* ○は表 2 の VOC 成分の重量割合に基
づく申込製品の該当レベルの基準数
値を挿入するものとする。
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塗料の種類 環境情報表示 表示
G.家庭用塗料のうち家庭用屋内壁塗料
G.家庭用塗料のうち水系塗料のもの
（家庭用屋内木床塗料および家庭用木部
 金属部塗料）

（3段表示）
芳香族炭化水素類 1g/リットル未満
揮発性有機化合物○g/リットル*未満
鉛フリー

*○は表2のVOC成分の重量割合に基づ
く申込製品の該当レベルの基準数値
を挿入するものとする。
塗料臭気指数の表示は該当する臭い
の強さに網掛けをする。

H.粉体塗料 （4段表示）
芳香族炭化水素類 1g/リットル未満
揮発性有機化合物 1g/リットル未満
鉛フリー
再生材料の使用○％
　　　　（6.(2)で説明）

I.日本塗料工業会規格に該当する塗料の
うち水系さび止めペイント

J.JIS 規格外の塗料および工業用塗料の
うち水系塗料のもの（電着塗料など）

（3段表示）
芳香族炭化水素類 10g/リットル未満
揮発性有機化合物○g/リットル*未満
鉛フリー

* ○は表 2 の VOC 成分の重量割合に基
づく申込製品の該当レベルの基準数
値を挿入するものとする。
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塗料の臭気指数の表示方法

１．測定に必要な器具

注射器　　　ディスポーザブルのプラスチック製（ポリエチレン製）5ml注射器
　 1試料につき 1個

テフロン管（内径 3mm外径 4mm）長さ 7cm程度　　　　　 　１試料につき 1本
シリコン管（内径 3mm外径 5mm）長さ 1.5cm程度　　 　　 　1試料につき 1本
シリコン管（バッグの注入口を接続できる径）長さ 3cm程度　　１試料につき 1本
テッシュペーパー

電子式上皿天秤　　上皿が注射器を載せられる大きさで、0.01gまで測定できるもの
10Ｌポリエステルバッグ（実容量で 12L以上）　　　　1試料につき 2枚
無臭空気　　　室外の空気をダイアフラムポンプで活性炭槽に通して使用する。また

は、三点比較式臭袋法で使用される無臭空気供給装置を使用する。

ガスメーター（1回転 1 L）乾式のものを用い、入り口を活性炭槽又は無臭空気供給
装置の分配管とテフロン管等でつなぎ、出口をポリエステルバッグ

の口につなぐ

２．測定方法

(1)5ml注射器の先にテフロン管をシリコン管でつなげる。

　　　　

(2)塗料を容器内で混合してから注射器で１ml程度吸引し、テフロン管の外側に付着した塗
料をテッシュペーパーなどで拭う。

(3)注射器、テフロン管及び塗料の重量を電子式上皿天秤により 0.01gまで測定する。
(4)中の空気を抜いた 10 Lポリエステルバッグに塗料を 0.2～0.5 ml程度注射器から注入す
る。この際にテフロン管の先をバッグの奥まで挿入し、入り口付近に付着しないように

注意する。

(5)テフロン管の先に付着した塗料をバッグの内側で拭い、注射器をゆっくりと引き抜き、
再び注射器などの重量を測定し、(3)との差を注入塗料重量（ｇ）とする。　注入塗料重
量として 0.2～0.5gの範囲で測定を行う。

(6)バッグに無臭空気をガスメーター（１回転 1 L）を通して 5.0 Lまで正確に注入し、直
ちに栓をする。

別 紙
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(7)注入塗料をバッグ内側ですり合わせ、バッグの内側片面が直径 10～15ｃｍの円の面積
になるまで広げた後、再びバックに無臭空気をガスメーターを通して 5.0 L 正確に注入
し、直ちに栓をする。

(8)バッグを日射のない、室温 20～25℃の条件で放置する。
(9)注入 30 分後に、中の空気を抜いた第二のバッグと塗料を入れたバッグをシリコン管で
つなぎ、第二のバッグの中に塗料から発生した臭気を含む空気を移す。

(10)第二のバッグに採取した空気の臭気濃度を三点比較式臭袋法で測定する。

３．三点比較式臭袋法

環境庁告示第 63 号「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」に従って器具、パネルを
用意し、排出口試料の判定試験の手順によって臭気濃度を測定する。

４．塗料の臭気指数の計算方法

　　　　　　10Lバッグにおける単位重量あたりの塗料の臭気濃度
＝計測された臭気濃度／注入塗料重量（ｇ）

10Lバッグにおける単位重量あたりの塗料の臭気指数
＝10×Log(単位重量あたりの塗料の臭気濃度)

５．塗料の臭気指数の表示

　　　臭気指数を 10～60までの 10ごとに区切り、以下のとおり表示する。
　　　臭気指数 10～19:弱い　20～29:やや弱い　30～39:普通　40～49:やや強い　50～60強い
　　　申込製品の該当する臭気指数の区切りを網掛け表記する。

　　　　　　　　　　 臭いの強さ
弱　　い やや弱い 普　　通 やや強い 強　　い

出典：平成 14年度環境省委託事業　面源臭気拡散検討調査
　　　環境省告示第 63号臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法

以上
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解解解解　説　説　説　説　　　　　　　　　　　　「塗料「塗料「塗料「塗料 Version1.0Version1.0Version1.0Version1.0」認定基準」認定基準」認定基準」認定基準
2003 年 6 月 20 日制定

1. 対象について

　1991 年 4 月制定の認定基準「芳香族炭化水素類を含まない塗料・塗材および防水材」は、

合成樹脂水系塗料（JIS K 5660、5663、5668）、家庭用塗料（JIS K 5960）、建築用塗膜防

水材（JIS A 6021）、建築用仕上塗材（JIS A 6909）、浸透性吸水防止材（NSKS004）を対象

としていた。

　この他の塗料についても、新たに対象とするか否か検討した。塗料全体における日本工

業規格（JIS）品の生産量割合は約 3.8％（シンナ－を除く）にすぎず、エコマーク事業と

して塗料工業全体における環境負荷の低減を図るには、幅広く対象範囲を設定する必要が

あると判断され、JIS 規格および（社）日本塗料工業会規格などの規格品に限定せず、JIS

規格の存在しない分野の塗料である工業用塗料についても対象範囲として採り上げること

とした。JIS により規格化されている塗料については、JIS 同等品までを対象として含める

こととした。

　自然塗料については、消費者の志向は大きいものの「自然塗料」の定義がないこと、粉

体塗料同様 JIS 規格などの品質に関する公の規格のないことが問題となった。自然塗料の

定義の作成が困難なこと、エコマークの対象とすることで一般ユーザに誤解を招く可能性

があるとの判断から、「自然塗料」としての対象範囲の設定は行わず、油性塗料に含めて扱

うこととなった。

シーリング材は、日本工業規格で建築材料に分類されており、塗料とは材質、販売経路

も全く異なるものであるため、本商品類型の対象外とした。

スプレ（エアゾール）タイプは、廃棄物処理上問題（缶に比べて廃棄物増、処理困難性

など）があることから本商品類型の対象外とした。

2. 用語の定義について

塗料の定義について特に明確化されているものではないが、関係業界は、塗料を「物
体の表面に塗布して、均一な塗膜をつくり物体を錆などから保護し、美しく見せる物
質の総称」と整理し、主に顔料、樹脂、溶剤および添加剤を材料とするものとしてい
る。
VOC の定義としては世界保健機構（WHO）による定義が一般的である。本認定基準

で規定する VOC の範囲は、WHO の化学物質の分類を引用し｢高揮発性有機化合物｣および
｢揮発性有機化合物｣に分類される揮発性有機化合物とした。高揮発性有機化合物は、
沸点範囲が＜0℃～50-100℃において測定されるものを指す。揮発性有機化合物は、沸
点範囲が 50-100℃～240-260℃において測定されるものを指す。VOC については、総揮
発性有機化合物（TVOC）として基準を設けることが望ましいが、塗料に使用される VOC
のうち、特に有害性が指摘されている物質の沸点範囲は 0℃～200℃の間に分布してい
ること、沸点の高い物質は常温での揮発が少ないこと、塗料の組成上、必要最低限の
溶剤の使用を認めざるを得ないことなどの理由から、その範囲を超える準揮発性有機
化合物および粒子状物質については対象としない。
　VOC 成分の測定については、現在、各国で異なる方法を規格化しているが、日本では特
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に決められた方法が存在していない。本商品類型へのエコマーク商品認定・使用申込にあ

たっては、国際的な規格として策定された ISO に定める測定方法として、ISO11890-1 また

は ISO11890-2 を採用することが望ましい。

　表　世界保健機構（WHO）の化学物質の分類
分類名称 略記 沸点範囲

高揮発性有機化合物
Very Volatile Organic Compounds VVOC ＜  0℃ ～ 50-100℃
揮発性有機化合物
Volatile Organic Compounds VOC 50-100℃ ～ 240-260℃
準揮発性有機化合物
Semi Volatile Organic Compounds SVOC 240-260℃ ～ 380-400℃
粒子状物質
Particulate Organic Matter POM ＞ 380℃

3. 認定の基準について

　3-1　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使い､環境の観点か

ら商品のライフサイクル全体にわたる環境負荷項目を考慮した上で、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、選定された項目について定量的な基準が策

定される。

　商品類型「塗料」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）である。このうち最終的に環境に関する基準として選

定された項目は、A－1、A－4、A－8、B－5、B－6、B－8、B－9、C－1、D－5、D－6、D－7、

D－8、D－9 および E－7（表中◎印）である。なお、表中の 　　 印の欄は、検討対象と

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　ライフステージ環境負荷項目選定表および検討対象とされた負荷項目
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 ◎ ◎

A　資源採取段階

A－1（資源の消費）

　本項目では以下の点が検討された。
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(1) 原材料に再生材料を使用していること

　PET 樹脂をリサイクルした塗料の実績があることから、再生原料の使用について、本項

目は基準を策定する項目として選定された。

A－4（生態系への影響）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 生態系に影響する化学物質を使用していないこと

　化学物質として「環境ホルモンリスト（環境省）」および「シックハウス（室内空気汚染）

問題に関する検討会（厚生労働省）」で指針値の定められた物質のうち塗料に添加される可

能性のある物質を対象とすることとした。これらの物質については、「含まれていること＝

危険」というものではなく、環境への影響および健康への影響が懸念されるものとして消

費者の声を考慮して削減を図るべき物質であると判断し、本項目は、基準を策定する項目

として選定された。

A－8（有害物質などの使用・排出）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 生態系に影響する化学物質を使用していないこと
(2) 有害物質を含有している原料を使用していないこと

(1)については、A－4 項において一括して検討されたため省略する。

(2)については、管理すべき物質として PRTR の第一種指定化学物質を対象とすることと

し、基準を策定する項目として選定された。

B－2（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) 塗料製造時のエネルギ消費量が大きくないこと

塗料製造時のエネルギ消費量の削減は、地球温暖化影響物質の排出量削減につながるも

のであるが、自社従来製品との比較とならざるを得ず、エコマーク認定基準として設定す

ることは難しい。従って、基準を策定する項目としては選定されなかった。

B－5（大気汚染物質の排出）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、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

(2) 「毒物及び劇物取締法」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」などの化
学物質取扱に関する法律の規則を遵守していること。

　本項目については、製造工程からの大気汚染物質などの発生・排出は、極力抑える必要

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。

　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。
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B－6（水質汚濁物質の排出）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、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

(2) 「毒物及び劇物取締法」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」などの化
学物質取扱に関する法律の規則を遵守していること。

本項目については、A－4 項において一括して検討されたため省略する。

B－8（有害物質などの使用・排出）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 低 VOC 化
(2) 溶剤使用率あるいは溶剤使用量の低減
(3) 抗菌剤、防腐剤・防かび剤の使用

　(1)および(2)については、1991 年に制定された最初の基準では大気汚染物質として芳香

族炭化水素類の削減を図るため、水系塗料を対象に採り上げていた。塗料 Version1.0 の策

定にあたっては、（社）日本塗料工業会の室内環境塗料に対する目標基準値、海外エコラベ

ル基準値および現在日本国内で流通している塗料の化学物質等安全データシート（MSDS）

など製品資料を参考に数値基準を設定した。海外エコラベルでは、塗料の種類にもよるが

0.2～25％の範囲内、あるいは使用のないこととしており、各国毎に大きな幅がある。本認

定基準は（社）日本塗料工業会の室内環境塗料に対する目標基準値をもとにエマルション

塗料 0.1％未満、その他塗料 1％未満として、基準を策定する項目として選定された。

　VOC については、1991 年に制定された最初の基準では採りあげていなかった基準項目で

ある。海外エコラベルや業界自主目標では VOC の総量について数値基準を設定している例

が多く、工場塗装タイプの塗料の場合は排気を処理装置によって燃焼させることで大気汚

染物質の放出の軽減を図っているが、塗料そのものに含まれる VOC の量を削減することは

大気環境の保全に有効であると判断された。海外環境ラベルでは溶剤系塗料で VOC 放出量

を 300～380g/リットルとしているところが多く、水系塗料は 50～150g/リットルとしてい

るところが多い。海外エコラベル基準値をもとに溶剤系塗料は 200g/リットルとし、水系

塗料のうち最も VOC成分低減に努めた塗料については日本国内で流通している塗料の MSDS

など製品資料を参考に 1g/リットル、(社)日本塗料工業会室内環境塗料に対する目標基準

値をもとに内装用塗料 10g/ﾘｯﾄﾙ、その他用途 50g/ﾘｯﾄﾙとした。ここでいう内装用塗料とは、
主として、建築基準法に定める「居室」に利用される塗料を意味している。内装用塗料は、

認定基準の表 2 に示す V1 および V2 レベルに適合するものとした。また、本項目につい
ては VOC 成分の削減レベルをマーク下段に表示し、一層の削減に努めるようエコマーク
内においてもさらなる差別化を図ることとした。

　なお、溶剤系塗料については溶剤使用量が多いため本商品類型の対象外とするべきとの

意見があったが、溶剤系塗料の使用そのものは不可避であり、溶剤の使用削減を促すため

にエコマークとして採り上げることは意義があることから、対象とした。ただし、認定基

準では VOC 成分含有量 200g/リットル以下としているため、高粘度型塗料に限定されると

思われる。塗装現場において、塗装機具に合わせた粘度までシンナーなどで希釈して使用

されるため、製品中の VOC 成分を削減しても、大気中への VOC 成分の排出量を抑えること
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はできないことなどが検討され、塗装現場において希釈して使用するタイプの溶剤系塗料

については、対象としないこととされた。

　(3)については、現在の認定基準における量的な基準に加え、個々の物質についても使用

を制限するかどうか検討がなされた。結論として、防腐剤・防かび剤に関する環境への影

響、健康への影響および取扱いなどについてポジティブリスト（PL）の作成を検討するこ

ととし、PL が作成されるまでの期間に限定し、量的な基準を継続することとして基準を策

定する項目として選定された。

B－9（その他の環境負荷）

　本項目では以下の点が検討された。

(1)土壌汚染状況の把握
(2)粉塵対策
(3)汚染物質の排出状況の把握
(4) 製造時に異常な臭気や騒音を出さないこと

　(1)については、稼動中の工場の土壌汚染調査は法律では適用外となっており、現実的に

調査をすることは困難なため、汚染物質の排出を管理することで土壌の汚染防止につなが

ると判断された。従って、B－5 項において一括して検討されたため省略する。

(2)、(3)および(4)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。

C－1（資源の消費）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 容器の回収システム・回収状況
(2) リサイクル可能な容器であること

　(1)については、18 リットル缶の場合、使用後に塗料の残渣がなく塗料の付着を極力落

としたものは産業廃棄物中間処理事業者が鉄塊としてまとめ、鉄筋としてリサイクルする

ルーチンが一般的である。塗装事業者や塗料メーカは、このルーチンを極力利用している

ため、本項目は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、日本国内ではプラスチック製容器は使用されておらず、金属缶が多い。

18 リットル缶については 93％がリサイクルされており、金属缶であることがリサイクル可

能な設計と判断された。併せて、有害化学物質である鉛を添加していない無鉛であること

も条件とされ、本項目は基準を策定する項目として選定された。ただし、一部の家庭用塗

料は、金属缶にプラスチック製取っ手を付属しているが、リサイクル処理上の支障はない

ことから認めるものとする。粉体塗料および下地調整塗材は、内装をポリエチレン袋とし

て、これと分離可能な形態で、外装として段ボール箱またはクラフト袋に詰める包装が一

般的に用いられている。特段の基準を策定する必要はないと判断され、本項目を適用しな

いこととされた。

D－1（資源の消費）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 製品の長寿命化

　(1)については、塗料における製品の長寿命化とは塗膜の耐久性向上などを指し、長寿命
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化と製品品質の向上はイコールである。そこで、本項目は品質に関する基準として扱うも

のとし、環境に関する基準を策定する項目としては選定されなかった。

D－2（地球温暖化物質の排出）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 塗装時に地球温暖化物質の排出が少ないこと

　(1)については、焼付乾燥を想定した項目である。塗装後、高温の熱による焼付乾燥のエ

ネルギ消費量を削減することは、地球温暖化影響物質の排出量削減につながるものである

が、自社従来製品との比較とならざるを得ず、エコマーク認定基準として設定することは

難しい。従って、基準を策定する項目としては選定されなかった。

D－5（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) 塗装時に異常な臭気や刺激臭を出さないこと
(2) 塗装時に有害大気汚染物質の排出が少ないこと

　(1)については、塗装時の臭気に関する問題が発生していること、東京都から悪臭防止法

の規定に基づく告示（H13.12）が出されていることから、臭気の強さに関する基準の導入

および表示化について検討された。検討を重ねた結果、塗料の臭気については苦情や嫌な

思いをすることがあるにもかかわらず消費者は開缶まで臭気の程度を推し量ることが困難

であるために表示による情報提供は意義があること、臭気は新たな観点として挙げられて

おり、関係業界、消費者ともに慣れるまでの期間が必要であることなどから、家庭用塗料

に限定し、臭気の質ではなく強さについて情報提供事項として基準を策定する項目として

選定された。なお、次回見直し時、家庭用塗料から他塗料への対象拡大、上限基準値の設

定などについて検討する必要があるとされた。

　(2)については、製品から有害大気汚染物質となる物質を削減することとし、B－8 項で

一括して検討されたため省略する。

D－6（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) 塗装後の排水処理で BOD および COD を下げるのが容易なこと

(1)については、工場塗装の場合、排水は適正に処理することとされるため、現場および

一般家庭での使用を想定した。排水処理を妨げるような特殊な難分解性物質を含まないこ

とが要求されるとの意見があったが、処理については作業者に担保される部分が多いため、

製品には作業上の留意点として明示することが重要であると判断された。従って、本項目

は基準を策定する項目として選定された。

D－7（廃棄物の発生・処理処分）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 塗装時において廃棄物を出さない、またはリサイクルされていること

　塗装時の塗り残しについて、事業者用塗料は C－1 および F－6 項で述べたとおり塗装ロ
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スの最小化、容器の産業廃棄物処理により、ルーチンが確立されている。また、一般消費

者用塗料も、塗料容器などに適正な廃棄処理に関する情報表示がなされていることから、

本項目は認定基準を策定する項目として選定されなかった。なお、今後も塗料メーカが、

塗り残しは新聞や布きれにしみ込ませること、缶は中の塗料を使い切ってから廃棄するこ

となど、適正な廃棄処理に関する情報を一般消費者に普及するよう努力されることが望ま

しい。リサイクルについては、C－1 項で一括して検討されたため省略する。

D－8（有害物質などの使用・排出）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 塗装時に有害物質を発生させないこと

　本項目については、原材料から有害物質を除くこととし、A－8 項で一括して検討された

ため省略する。

D－9（その他の環境負荷）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 臭気官能試験結果が一般的な物より低いこと
(2) MSDS の提供

　(1)については、D－5 項に一括して検討されたため省略する。

　(2)については、業務用塗料は労働安全衛生法に基づき MSDS の提供が義務付けられてい

るものの、家庭用塗料は MSDS 提供が義務づけられておらず、実際に消費者に MSDS が提供

されることはほとんどない。義務化する必要はないが、ユーザから要求があった場合には

提供すべきとの判断から、本項目は基準を策定する項目として選定された。

E－7（廃棄物の発生・処理処分）

　本項目では以下の点が検討された。

(1) 粉塵対策
(2) 塗装塗膜の廃棄において重金属を含有していないこと

(1)については、B－9 項同様に B－5 項で一括して検討されたため省略する。

(2)については、A－8 項で一括して検討されたため省略する。

F－6（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) 塗料のリサイクルが可能なこと

　工場塗装では既にリサイクルが実施されている。また、塗装業による現場塗装では塗装

時の塗料のロスは少ないため、同一作業場内でのリサイクルではなく複数作業場間での塗

料のリサイクルが考えられているものの実現にいたっておらず、本項目は基準を策定する

項目として選定されなかった。

3-2．品質に関する基準の策定の経緯

　本商品類型の対象となる塗料は、JIS 規格品の生産割合が少なく、顧客要求基準を満足
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することが基本的な考え方であることが確認され、証明方法として品質検査体制、出荷製

品の検査適合に関する工場長の証明を提出することとされた。

粉体塗料は、溶剤を必要とせず VOC の放出が少ないため、環境負荷の小さい製品として

注目されている。JIS 規格がないことから、品質に関する基準の策定が問題となった。粉

体塗料は、特殊な塗装設備が必要なことから一般ユーザの使用はないと考えられる。また、

ユーザからの厳しい要求を満足するものが製品となっているため、自主規格をもって証明

できると判断された。（JIS K 5981 解説 表 5,6 が提案された。）

　浸透性吸水防止材は（社）日本建築学会において定められた基準を品質に関する基準と

して採用することとされた。

6.その他について

　マーク下段の表示における○％については、再生材料の場合、製品全体の重量における

再生材料の重量割合（固有値）を表記することとした。芳香族炭化水素類および揮発性有

機化合物の場合は、溶剤系塗料の重量割合は 200g/リットルを基準値として設定している

ため、削減幅が大きく消費者の選択にプラスになると判断し、固有値を表記することとし

た。水系塗料は、基準値が小さく設定されており各製品間の差が非常に小さいこと、微量

成分の測定であるため試験結果の誤差範囲を考慮すると各製品間を比較する意義が小さい

ことなどから、固有値の表記を行わないこととした。
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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。

項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の
発行者

申込商品の分類

　対象　　□A、□B、□C、□D、□E、
　　　　　□F、□G、□H、□I、□J
　該当品質規格

    □JIS　　□JPMS 　□その他
　規格番号
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(該当する事項をチェックして下さい)

塗料の種類

□溶剤系　　　　　□水系　　　　□粉体
　│
└→ □塗装現場で希釈する

商品設計の溶剤系塗料である

(該当する事項をチェックして下さい)

用途

 業務用、家庭用・一般用、外装用、
 内装用、壁用など具体的に記載して下さい｡

商品の
パンフレットなど

申込者

製品を開発した会社
□他社  □自社

(該当する事項をチェックして下さい)

他社開発製品の
場合、申込承諾書

塗料製造事業者

6.(2)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
6.(3)エコマーク使用
者名および住所(電話
番号)の表示（使用規定
第 7条）

表示予定設計図
（書式自由・原稿）

申込者

年　　月　　日

付属証明書
No.126 ver1.0

（社名）
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4-1 環境に関する共通認定基準

項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の
発行者

4－1.(1)～(5)
購買材料の評価の実施

ISO9001:2000 の写
しなど　または
（記入例 1）

申込者
または

塗料製造事業者

4－1.(1)
塗料中の芳香族炭化水素
系溶剤の量

　□溶剤系塗料
　└→ 溶剤の量

 　(　　　　g/リットル    )

　□水系塗料
　├→ □エマルション塗料
　│ 　溶剤の量 (　　　　g/リットル    )
　└→ □その他
　　　 溶剤の量(　　　　 g/リットル    )

□上記以外の塗料

(該当する事項をチェックして下さい)

MSDS (数値の
記載がある場合)

または
試験結果

塗料製造事業者
または

自社、第三者試
験機関など

4－1.(2)
塗料中のVOC成分

□溶剤系塗料
　└→ VOC 成分の量(　　　 g/リットル  )

□水系塗料
　├→□内装専用　　　□内外装用
　｜　　　　　　　　　□内装用以外
　└→□V1　　□V2　　□V3
　　　 VOC 成分の量 (　　　g/リットル　)

　□上記以外の塗料

(該当する事項をチェックして下さい)

MSDS (数値の
記載がある場合)

または
試験結果

塗料製造事業者
または

自社、第三者試
験機関など

4－1.(3)
防腐剤（防かび剤を含む）
の使用

　防腐剤（防かび剤を含む）の使用
　└→□使用あり　　　　□なし

└→（含有量　　   　　％）

(該当する事項をチェックして下さい)

「使用あり」の場合
該当物質の MSDS(化
学物質名、CAS No.
など)の提出

薬剤供給事業者
または

塗料製造事業者

4－1.(4)
別表1に示す化学物質の
使用

該当物質の使用量
記載リストの提出
（記入例 2）

申込者
または

塗料製造事業者
4－1.(5)
ハロゲン化炭化水素類

証明書（記入例 3）
最終製造工場の

工場長

4－1.(6)
PRTR 第一種指定化学物質
の使用の有無

□使用あり　／□なし

(該当する事項をチェックして下さい)

「使用あり」の場合
該当物質の添加の
有無記載リストの

提出
（記入例 4）

塗料製造事業者

4－1.(7) 環境法規
4－1.(8) 化学物質

証明書（記入例 5）
最終製造工場の

工場長
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項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の
発行者

MSDS 必須
取扱説明書
製品ラベル

4－1.(9)
塗料の適正な取扱いに
関する情報

パンフレット

いずれか
申込者

4－1.(10) 容器

　□リターナブル容器　　　□無鉛金属缶
*｢リターナブル可能｣は不可です

□クラフト紙袋
□その他の包装

(該当する事項をチェックして下さい)

リターナブル容器
の場合には、回収シ
ステム・材質などの
説明

申込者

4-2 環境に関する個別認定基準

項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の
発行者

4－1.(11)
再生材料の使用

□B. JIS K 5516、JIS K 5572
□F. JISA6916
□H. 粉体塗料
　├→再生材料名：（　　　　　　　　　）
　└→製品全体の重量における再生材料
　　　の重量割合：（　　　　　　％　　 ）

　□上記以外の塗料

(該当する事項をチェックして下さい)

該当の塗料の場合
原料証明書
（記入例 6）

再生材料供給事
業者

4－1.(12)
塗装時の異常な臭気や
刺激臭の発生

□G. 家庭用塗料
└→塗料の臭気指数（　　　　　　　　）

□上記以外の塗料

(該当する事項をチェックして下さい)

G.に該当する塗料
の場合

 製品への表示箇所
および表示内容の
提出（エコマークの
近傍に表記）

申込者

4－1.(13)
G.家庭用塗料の場合
化学物質の管理

□G. 家庭用塗料

□上記以外の塗料

(該当する事項をチェックして下さい)

G.に該当する塗料
の場合 MSDS

塗料製造事業者



165

4-3 品質に関する認定基準
項目 記入欄 提出書類 証明主体

4－2.(14) 製品の品質

JIS 認定工場の写し
該当する品質規格に
適合していることの
証明書、もしくは自社
規格に適合している
ことの証明書

（記入例 7）

最終製造工場の
工場長

4－2.(15)
H.粉体塗料の品質

　　□熱硬化系粉体塗料
　　□熱可塑性粉体塗料

　　□上記以外の塗料

(該当する事項をチェックして下さい)

該当する場合、
試験結果
（記入例 8）

申込者または
自社、第三者試
験機関など
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

購買材料の評価に関する証明書

（申込商品の製造会社）は、認定基準 4-1.(1)、(2)、(3)、(4)および(5)
について、下記の事項を実施していることを証明します。

記

a 認定基準 4-1.(1)、(2)、(3)、(4)および(5)に規定された事項に購
買材料が適合することを確実にすること

b 購買材料供給者が弊社の要求に従って製品を供給する能力を判断
の根拠として、供給者を評価し選定すること

c 選定、評価および再評価の基準を定めていること
以上

証明書
発行者名

本証明書の発行日

記入例 1

社 印
(角印)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△△株式会社
△△部　△△△△　殿

○  ○株式会社

化学物質に関する証明書

（申込商品名）は、別表 1 に示す化学物質について、下表の通り認定基
準 4-1.(4)の基準値を満たすことを証明します。

物　質　名 使用量
カドミウム・水銀・六価クロム・鉛の
含有量の合計値

　　　　　　　％

鉛 　　　　　　　％
ヒ素 □添加なし ／ □あり
アンチモン □添加なし ／ □あり
トリブチルスズ □添加なし ／ □あり
トリフェニルスズ □添加なし ／ □あり
アルキルフェノール □添加なし ／ □あり
ノニルフェノール □添加なし ／ □あり
4-オクチルフェノール □添加なし ／ □あり
ビスフェノール A □添加なし ／ □あり
フタル酸ブチルベンジル □添加なし ／ □あり
フタル酸ジエチル □添加なし ／ □あり

□添加なし ／ □あり
ホルムアルデヒド

塗料からの放出（　　     µg/hr/m2　　　）
トルエン □添加なし ／ □あり

キシレン □添加なし ／ □あり
エチルベンゼン □添加なし ／ □あり
スチレン □添加なし ／ □あり

フタル酸ジ-n-ブチル □添加なし ／ □あり

テトラデカン □添加なし ／ □あり

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル □添加なし ／ □あり

アセトアルデヒド □添加なし ／ □あり

記入例 2

本証明書の宛先
エコマークの申込者が製造する場合：
（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：
申込者　宛

証明書
発行者名

本証明書の発行日

社 印
(角印)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△△株式会社
△△部　△△△△　殿

○○株式会社
工場長　○○　○○

　　　

適合証明書

（申込商品名）は、ハロゲン化炭化水素類として下表に掲げる特定フロン（CFC5 種）、
その他 CFC、四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン（ここでは HCFC をさす）
の使用がないことを証明します。

トリクロロフルオロメタン クロロトリフルオロエタン
ジクロロジフルオロメタン ジクロロフルオロエタン
トリクロロトリフルオロエタン クロロジフルオロエタン
ジクロロテトラフルオロエタン クロロフルオロエタン

特定フロン
（CFC5種）

クロロペンタフルオロエタン ヘキサクロロフルオロプロパン
クロロトリフルオロメタン ペンタクロロジフルオロプロパン
ペンタクロロフルオロエタン テトラクロロトリフルオロプロパン
テトラクロロジフルオロエタン トリクロロテトラフルオロプロパン
ヘプタクロロフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン
ヘキサクロロジフルオロプロパン クロロヘキサフルオロプロパン
ペンタクロロトリフルオロプロパン ペンタクロロフルオロプロパン
テトラクロロテトラフルオロプロパン テトラクロロジフルオロプロパン
トリクロロペンタフルオロプロパン トリクロロトリフルオロプロパン
ジクロロヘキサフルオロプロパン ジクロロテトラフルオロプロパン

その他の
CFC

クロロヘプタフルオロプロパン クロロペンタフルオロプロパン
四塩化炭素 テトラクロロフルオロプロパン

1,1,1-トリクロロエタン トリクロロジフルオロプロパン

ジクロロフルオロメタン ジクロロトリフルオロプロパン
クロロジフルオロメタン クロロテトラフルオロプロパン
クロロフルオロメタン トリクロロフルオロプロパン
テトラクロロフルオロエタン ジクロロジフルオロプロパン
トリクロロジフルオロエタン クロロトリフルオロプロパン
ジクロロトリフルオロエタン ジクロロフルオロプロパン
クロロテトラフルオロエタン クロロジフルオロプロパン
トリクロロフルオロエタン

代替フロン
（HCFC）

クロロフルオロプロパン

代替フロン
（HCFC）

ジクロロジフルオロエタン

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。

本証明書の宛先
エコマークの申込者が製造する場合：
（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：
申込者　宛

工場
長印

証明書
発行者名

本証明書の発行日

記入例 3



169

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△△株式会社
△△部　△△△△　殿

○  ○株式会社

PRTR 法における第一種指定化学物質の使用
に関する報告書

（申込商品名）は、「特定化学物質別の環境への排出量の把握等及び管理改善
の促進に関する法律（PRTR 法）」に定める第一種指定化学物質のうち、下記の
物質を処方構成成分として使用していることを報告します。

記

物　質　名 CAS No.

以上

記入例 4

本証明書の宛先
エコマークの申込者が製造する場合：
（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：
申込者　宛

証明書
発行者名

本証明書の発行日

社 印
(角印)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△△株式会社
△△部　△△△△　殿

○○株式会社
工場長　○○　○○

　　　

適合証明書

（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、
下記のことに適合していることを証明します。

記

１． 製造工程において、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申込時より過去○
○年間（※）遵守していること。
関連法規　例　大気汚染防止法

水質汚濁防止法
騒音規制法
振動規制法
悪臭防止法
○○県○○環境保全条例
○○市公害防止協定

２． 「毒物及び劇物取締法」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」な
どの化学物質取扱に関する法律の規則を申込時より過去○○年間（※）遵守し
ていること。

以上

（※）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。

本証明書の宛先
エコマークの申込者が製造する場合：
（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：
申込者　宛

工場
長印

工場が該当する法律名を記載すること

工場の立地する地域の条例や協定が存在
する場合にはその名称を記載すること

証明書
発行者名

本証明書の発行日

記入例 5
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△△株式会社
△△部　△△△△　殿

○  ○株式会社

原料証明書

　（廃材の発生元を詳しく）から発生した（廃材の材質）を（エコマーク
商品製造者名）に供給していることを証明致します。

以上

記入例 6

本証明書の宛先
エコマークの申込者が製造する場合：
（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：
申込者　宛

証明書
発行者名

本証明書の発行日

社 印
(角印)

認定基準　「３．用語の定義」の再
生材料のうち、ポストコンシューマ
材料、プレコンシューマ材料のどち
らにあたるのか、詳細に記述して下
さい。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△△株式会社
△△部　△△△△　殿

○○株式会社
工場長　○○　○○

　　　

品質管理証明書

（申込商品最終工程の製造会社）は（申込商品名）の製造にあたり、別
紙（該当 JIS、JPMS などの試験結果、品質管理項目を説明する資料）の
品質管理項目に基づいて、商品を管理し、品質管理基準に適合する商品
のみを出荷することを証明します。

以上

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。

本証明書の宛先
エコマークの申込者が製造する場合：
（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：
申込者　宛

工場
長印

証明書
発行者名

本証明書の発行日

記入例 7
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△△株式会社
△△部　△△△△　殿

○○株式会社
　　　

粉体塗料の品質に関する証明書

（申込商品名）は、「合成樹脂粉体塗装製品の塗膜」JIS K 5981に規定す
る塗膜として以下の評価項目の性能を満たすことを証明します。

種類 規格値 試験結果

表面硬さ       H4 以上
鉛筆硬度       B 以上
付着性         A2 以上
碁盤目評価     8 以上

熱硬化系粉体塗料

耐衝撃性       G1 以上
デュポン衝撃   500g30 ㎝以上
耐塩水噴霧     S3 以上
               500 時間以上
耐湿性         R3 以上
               120 時間以上

熱可塑性粉体塗料

耐衝撃性　     F2 以上
アイゾット試験 80 ㎝以上

以上

社 印
(角印)

証明書
発行者名

本証明書の発行日

記入例 8

本証明書の宛先
エコマークの申込者が製造する場合：
（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：
申込者　宛



「塗料」案への意見

意見箇所 意見内容 回答

1 対象 A～Gの対象は「JIS該当品」と記述されており、JIS取得製品を指すのか、JIS同
等品まで含めるのか表現が不明瞭です。

JIS同等品まで含めることとしています。

2 対象 C.合成樹脂水系塗料 JIS K 5663は、エマルションを用いた塗料の一般性能を
規定したJISであり、市販の一般的水系塗料はJIS K 5663同等の性能を有して
いることが通常です。JIS同等品を本商品類型の対象とするならば大多数の塗
料が合成樹脂水系塗料に分類されてしまいます。逆にJIS取得品のみが対象と
なる場合、JIS未取得品は全て表2のその他用途と解釈することが可能となりま
す。表2の分類が解釈によって異なることが予想されます。

品質に関する基準は、JIS認定またはJIS同等であることの確認によって
エコマーク認定基準への適合と判断します。従って、原案どおりとしま
す。

3 4-1.(1) 「数値に適合すること」「基準値を満たすこと」を「処方構成成分として添加量が
数値に適合すること」「処方構成成分として添加量が基準値を満たすこと」に変
更下さい。
塗料中の溶剤量、VOC成分量が処方構成成分として添加した量なのか、実際
に塗料を測定して得られた測定値なのか不明瞭。塗料未添加であっても保存
中に化学物質を発生する原料もあります。測定は簡便ではないため、処方構
成成分として基準値を定めることが望ましく、塗料使用時や塗膜形成後の溶
剤、VOCなどについて環境影響を問題視する場合、測定精度や測定機器な
どの周辺状況も考慮に入れて別に基準を設けるべきです。

意見を参考に修正しました。芳香族炭化水素系溶剤およびVOC成分
については、塗料の含有量が各認定基準に定める値を超えないことが
必要です。材料製造事業者段階であらかじめ溶剤を添加することなど
により、認定基準に定める値を超える塗料がエコマーク商品認定となら
ないよう配慮しました。証明方法については、MSDSなどによる確認の
困難な製品では測定結果の添付を必要とし、MSDSなどによる確認の
可能な製品では申込者の証明書（MSDSおよび宣言書など）を添付す
ることとなります。試験は第三者試験機関での測定を必須とするもので
はありません。

4 4-1.(1) 芳香族炭化水素系溶剤の重量割合中、エマルション塗料1g/l、その他10g/lに
ついては統一するべきです。エコマークを表示する価値は同一用途下では同
一でなければなりません。厳しい条件で表示できないが、緩い条件では十分
基準を満足している商品と、緩い基準でエコマーク表示している商品が存在す
るのは矛盾があります。

意見2と同じ

5 4-1.(1)および
(2)

塗料に使用される溶剤は、芳香族炭化水素系溶剤（トルエン、キシレン）から
代替溶剤としてケトン系、石油系、アルコール系、グリコールエーテル系などが
使用される頻度が高くなっています。これら溶剤の毒性の点でも発ガン性だけ
ではなく皮膚刺激性、感作性、神経機能障害性、化学物質過敏症の原因物
質可能性など幅広く毒性評価を検討する必要があると思います。代表的な代
替溶剤の化合物名、一般名、CASNo.主要な毒性・健康被害の種類について
まとめていただきたいと思います。評価はLD50だけではなく実際の健康被害
の発生状況から捉えた評価を行うべきだと思います。

環境的背景に述べているとおり、芳香族炭化水素系溶剤は光化学オ
キシダントやSPMに関与しているといわれ、総量削減を 優先課題とし
て取り組んでいます。またVOC成分のうち、ホルムアルデヒドなどの健
康影響が明らかとなり優先取組物質として個別に捉えるべきものにつ
いては、環境に関する基準4-1.(4)別表2に掲げ、処方構成成分として
添加のないことなどを明示しました。
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6 4-1.(2) VOC成分は200g/l未満となっているが、数値をもう少し実現可能な数字とする
か、日本塗料工業会の自主基準と同じく基準なしとして頂きたい。日本塗料工
業会では、溶剤系塗料の芳香族炭化水素系溶剤の量は規定しているがVOC
成分の基準は設定していません。溶剤系塗料の場合、200g/l未満では実用レ
ベルでの塗料化はできません（実用性を無視して設計すれば非常に高粘度の
塗料は可能だが、結局使用時に多量の溶剤で希釈することになります）。この
基準がある限り溶剤系塗料で基準を満足するものを調整するのは困難です。

海外エコラベルではVOCの総量削減を認定基準として設定し、環境負
荷低減を図る方法が一般的であり、整合を図ることとしました。水系塗
料に移行することが不可能な用途もありますが、高粘度型塗料であっ
てもスプレーガンや塗装設備の見直しによる対応が可能であるため、
塗料のVOC削減に一層努力する必要があると考えます。従って、原案
どおりとします。

7 4-1.(2) 水系塗料家庭用屋内壁塗料・合成樹脂水系塗料のVOC成分1g/lは、日本塗
料工業会自主基準の10g/lにして頂きたい。現状のMSDSは1％未満の有機溶
剤等は表示する必要がありません。MSDSに記載がないから含有量がゼロとい
うのは問題です。表示がなくとも実際には1％未満のVOC成分を積算すると
数％のVOC成分を含んでいる場合がほとんどです。MSDSから類推して1g/lに
規定するのは根拠に無理があります。

意見に基づき、証明方法を修正しました。

8 4-1.(2) 塗料中におけるVOC成分の重量割合について、同じ室内用途にもかかわらず
家庭用屋内壁塗料と合成樹脂水系塗料は1g/l未満で、その他室内用塗料が
10g/lであるのはおかしい。統一するべきです。

表2の区分については、用途別だけではなく塗料中のVOC成分量によ
る区分も考慮し、修正しました。

9 4-1.(2) 表2における「室内」の定義を明確化するべき。塗料は特に室内用と明記して
いないものも多く、室内専用ではない塗料も多く存在します。「室内用塗料」と
いう分類ではなく、「室内専用塗料」または「室内に塗装される塗料」とした方が
明確です。

建築基準法による「居室」と同義です。

10 4-1.(2) 現在の塗料技術水準に比べて非常にハードルの高いものであり、達成困難で
す。認定基準を達成するものができたとしても塗膜の耐久性が劣るなど消費者
に対して逆の意味で不利益をもたらすことになるのではないかと考えます。家
庭用屋内壁塗料1g/l未満について水性つやあり塗料（比重約1.2）は0.08wt％
未満、水性つやなし塗料（比重約1.4）は0.07wt％となります。つやあり塗料の
0.08wt％未満という基準は非常に厳しく、現状でこの基準を満たし十分な塗料
品質（耐水性、低温貯蔵安定性が悪化）を維持することは困難です。

海外エコラベルでは十分達成しており、対応可能であると判断しまし
た。なお、表2の区分については意見8に述べたとおり区分を修正しま
した。

11 4-1.(2) VOCの測定方法はISO11890-1またはISO11890-2を明示するべきです。 参考としてISOの測定方法を解説に明記しました。

12 4-1.(3) リスト掲載の防腐・防かび剤は多くの塗料で使用されている薬剤で、リスト外の
薬剤を使用した塗料は少ないと推定します。安全性を考慮に入れた添加量制
限への変更を要望します。

防腐剤・防かび剤については、ポジティブリストの策定などについて引
き続き検討し、検討結果が出された時点で基準項目を切り替えることと
し、「芳香族炭化水素類を含まない塗料・塗材・防水材」と同様の基準
項目としました。

13 4-1.(3) 物質名として化学名だけではなく一般名を並記するとよりわかりやすくなると思
います。ＣＡＳNo.を付記すると防腐剤・防かび剤の性質や毒性・健康被害
データを検索することが可能になりますので追加してほしいと思います。また、
主要な毒性・健康被害の種類について表にまとめていただきたいと思います。
その際、毒性についてもただ単に急性毒性値LD50で評価するのではなく、実
際の健康被害の発生状況から捉えた評価を行うべきだと思います。

同上
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14 4-1.(3) 一般的に水系塗料は原材料の樹脂エマルションから出来上がった塗料まで、
防腐剤なしでは腐敗を防ぐことができません。別表１にはほとんどの防腐剤が
網羅されており、添加が認められない場合は適合する塗料を製造することは不
可能です。塗料中に0.5％未満程度の使用を認めて頂きたい。防かび剤も添
加量を限定して使用を認めて頂きたい。参考までに、日本塗料工業会では「抗
菌塗料製品管理のためのガイドライン」を発刊しています。海外の例を見ても
硬化塗膜中の防かび剤は添加量さえ十分少なければ容易に摂取されることも
ないので、問題ないと考えられ少量の添加を認めています。防かび剤につい
てはシャンプーに使用が認められているもの(ZPT)でも使用不可になっていま
す。

同上

15 4-1.(3) LD50 2000以下を認定基準としていますが、LD50で線を引く意味合いが不明
確です。また、リスト中の防腐剤・防かび剤は現在一般的に多く使用されている
物質であり、代替検討に多くの時間を要するため、短期間での対応は困難と
考えます。

同上

16 4-1.(3) 現在広く使用されている防腐剤・防かび剤の大部分が網羅されています。環
境問題を勘案し溶剤系塗料からエマルション塗料へ移行しますと、塗料の腐
敗問題は避けられない課題です。また、塗装面の防かびも消費者の望む必須
の機能です。エマルション塗料の安定した流通を妨げる危険性があり、また、
現在は発ガン性などの疑いがあり使用されていない、リスト外の防腐剤・防か
び剤の使用を促すことが懸念されます。配合禁止の防腐剤・防かび剤はホル
マリン発生の恐れがあるもの、シアン化合物、ヒ素化合物などに限定し、その他
は添加量を規制する程度に留めることが望ましいと考えています。

同上

17 4-1.(3) 塗料は構造物の美観維持と保護を目的とし、消費されるエネルギーの節約に
なるなど地球環境にとって役立っています。作業環境の改善、生活環境への
配慮などの意識の高まりから工業材料が急速に水溶性に移行してきていま
す。温度、栄養源（炭素源）、水分という微生物の生育要素がそろう条件では、
塗料の品質維持のための防腐が必要です。例えば、水系樹脂エマルションが
製造された後、塗料化されるまでの品質維持、塗料が製造されてから使用され
るまでのIN-CAN防腐、施工現場で水で希釈されて塗装されるまでの希釈され
た状態での腐敗防止に防腐剤が活用されています。良い面、悪い面も含め、
十分に特性把握した上で必要 小量を使用することで人間生活を維持するこ
とに役立つと考えています。

同上

18 4-1.(3) 防腐・防かび剤は生理活性物質であり現行は化審法のくくりで一般化学物質と
して使用されており、安全性などはあまり議論されていなかったのは問題で
す。海外ではデータ提出、精査、使用用途毎に 大添加量を決め認定を行っ
ています。ただし、安全性データ（特に慢性毒性、遺伝毒性、皮膚刺激性な
ど）はメーカに多大なコストが発生するため知的所有権とみなし、認定は商品
名で登録され特許と同じ扱いで約15～20年の保有としています。薬剤は、全
体量の制限、使用用途の明確化、使用量の 大制限化が必要であり、現案は
無理があると考えます。急性毒性が原体で高くても、添加量が少ないと毒性は
弱まり、急性毒性だけで議論するのではなく人間または環境に対するリスクア
セスメントを基準にするべきです。先進国で日本だけが防腐・防かび剤の認定
基準がないのが不思議です。協力を惜しまないので再考願います。

同上

 176 



「塗料」案への意見

19 4-1.(3) 1.広い抗菌スペクトラムを有する､2.低濃度で効果を有する､3.安定性、持続性を有す
る､4.安価､5.環境を含め毒性が低いことに重点をおき開発され、使用によって得られる
利益とリスクを考慮して選定するべきで、急性経口毒性のLD50のみによって示された
事に疑問を呈します。本来化学物質はリスクアセスメントにより安全性評価を行うべきと
考えています。リスク＝ハザード×暴露の式によってリスク評価が出来、すなわちハ
ザードが高くても暴露コントロールにより、リスクは限りなくゼロに近いものにすることが出
来ます。この手法にのっとって防腐剤・防かび剤の安全性を認定基準ライフステージ項
目を用いて説明します。使用時の有害物質などの使用・排出は、2-n-オクチル-4-イソ
チアゾリン-3-オン及び5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンの推奨使用濃度は
50ppm前後です。これは急性経口毒性値よりはるか下の値で、前述した皮膚刺激性は
ありません。よってこの防腐剤・防かび剤を使用した塗料の使用時における安全マージ
ンは十分に取られています。2-n-オクチル-4-イソチアゾリン-3-オン及び5-クロロ-2-メ
チル-4-イソチアゾリン-3-オンは生分解性があり、約1週間で代謝産物のほとんどが
CO2となります。よって低分子の化合物となって急速に分散し、環境に対する影響を消
失します。塗料中への防腐剤・防かび剤の添加は不可欠で、使用による経済効果は大
変大きい。ただ、経済効果のみによってこれらの薬剤を評価することは危険で、安全
性、環境負荷を考慮しなければなりません。この利益とリスクを天秤にかけ薬剤の選定
を行うべきでしょう。防腐剤・防かび剤の選定基準が急性経口毒性LD50が2000mg/kg
以下とあるが、急性経口毒性は毒性の指標のひとつに過ぎません。リスクアセスメントの
手法を用いて評価するべきです。別表１の再考をお願いします。

同上

20 4-1.(3) 認定基準案、解説の何れにも防腐剤・防かび剤が何に対して有害で、如何な
る懸念が持たれているか明言されていません。解説でライフステージ環境負荷
項目選定表におけるB-8、D-8で防腐剤・防かび剤が「有害物質などの使用・
排出」項目として挙げられていますが、他の基準での化学物質やVOCが国内
法規制、海外エコラベル基準を挙げて詳細に説明されているのに対してあまり
に短くまた不明瞭な説明です。

同上

21 4-1.(3) 認定基準で環境負荷項目として挙げられたにしては検討内容が環境毒性値
の各項目ではなく、経口の半致死濃度というのでは公には理解が得難いと考
えます。急性経口毒性と環境毒性は何ら相関があるものではない点は明白で
す。よしんば認定基準が環境負荷からの懸念ではなく、人体に対する影響とし
ても、経口LD50値のみでの裾きりは十分に検討されたとは言い難く、理解が得
られないと考えます。

同上
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22 4-1.(3) 水系塗料においては原材料であるエマルジョン、顔料、添加剤に既に防腐剤
が添加されていることは御存知のことと思います。原材料基因で 終塗料に含
有される防腐剤の濃度は無視できないレベルに達することも多いと考えます。
しかるに塗料製造時に添加しなければ良しとする基準案では明らかに不充分
なものと言えます。排水処理時の環境負荷を懸念されてのことでしたら、工程
管理の行き届いた塗料製造時よりも、むしろ使用・消費時の環境負荷が問題
で 終塗料に含まれる個別の防腐剤の各濃度別に基準を設定する必要があ
ると存じます。原材料自体に予め意図的に過剰量の防腐剤を添加した塗料さ
え基準案では認定される点、注意が必要と思います。

同上

23 4-1.(3) 検討のプロセスが明確ではなく、現行の使用不可の原体をリストする方式（NL
＝Negative List）では非常に毒性が高い新しい原体（元々他用途で使用され
ていたものの転用を含めて）が使用されていてもラベル認定されてしまうことに
非常に危惧を感じます。使用可能な原体とその配合基準を個別設定する方式
（PL＝Positive List）を採用することが適当と存じます。当該商品類型の新認定
基準全体の制定時期を遅らせるか、乃至は防腐剤・防かび剤の基準のみ見
送って、5年を待たず然るべき時期に改定を行うべきと考えます。PLの採用に
ついては、1.使用可能な原体の用途別（防腐剤、防かび剤）、個別配合上限
のPositive List（PL）作成､2.PL収載希望の方式をとり、毒性データの必須項目
を設定する､3.配合上限はりスク評価のもとで設定する　ことを提案します。

同上

24 4-1.(4) 基準値を明確にして下さい。 基準値について、重金属のうち鉛は東京都鉛塗料ガイドラインを参考
に0.06％以下とし、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムは、合計で0.1％以
下と設定しました。TBTおよびTPTは処方構成成分として添加のないこ
ととしました。

25 4-1.(4) 4-1.(4) 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ヒ素、アンチモン、TPT、TBTは使用
してはならないことを明示するべきです。また、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム
の混入は、トータルとして0.1％を超えないことを明示するべきです。

同上

26 4-1.(4) 厚生労働省「シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会報告」に関す
る記載内容について 新のものに差し替えていただきたいと思います。勧告
値が設定された物質数が増えています。

厚生労働省の発表に従って、 新のものに差し替えました。なお、勧
告値が設定された物質であっても塗料との関係の薄い物質については
基準として採り上げていません。

意見ではないがその他参考情報

表示 エコマーク表示の言葉が多すぎます。スペースのない小缶は免除してほしい。
または、小面積用の表示を別にしてほしい。

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。

再生材料 再生PET樹脂の使用は基本特許を有する企業があり使えないので、基準から
外してほしい

再生PET樹脂以外に、ガラス、溶剤、ゴムなどの再生材料を使用するこ
とも可能です。原案のとおりとしました。
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「塗料」案への意見

容器 スプレー缶の扱いを明確にしてほしい 従来どおり、廃棄物処理上問題（缶に比べて廃棄物増、処理困難性な
ど）があることから対象外とします。

容器 家庭用塗料は金属缶にプラスチック製の取っ手をつけたものがある。対象か？ リサイクル処理上支障はなく、プラスチック製の取っ手は認定となりま
す。

容器 粉体塗料はクラフト紙袋が一般的である。対象か？ リサイクル処理上支障はなく、粉体塗料で一般的に用いられているクラ
フト紙袋は認めます。意見を参考に修正しました。

JIS JISで新しく制定される塗料も対象としてほしい 対象として明記しました。

GP法 GP法で採り上げている路面表示用水系塗料はあるのか？ Dを改題しました。

再生材料 仕上げ塗り材は再生材料使用可能ではないか。商品もある。 モルタル材（仕上塗材用下地調整塗材 JIS A 6916）は下地として用い
るため既に廃ゴム、廃ガラスを使用した製品があり、再生材料を用いる
こととしました。化粧材（建築用仕上塗材 JIS A 6909）については、品
質的に再生材料の使用が難しいことからVOC成分の削減に努めること
とし、再生材料の使用を認定基準として採り上げませんでした。

対象 123の塗料（左官材を除く）を本商品類型に統合してほしい 統合しました。

5.証明方法 品質について、顧客要求基準を満足することが基本である事をわかりやすく記
述するべき。

意見に基づき、解説を修正しました。

６．その他 耐火塗料の扱いと難燃剤に関する規定を整理するべき。 エコマーク事業では以下の(1)項および(2)項の両方を満たす商品につ
いては、難燃剤の使用を認めることとしています。（１） 消防法で定めら
れた「防炎物品」および（財）日本防炎協会で指定された「防炎製品」で
あって（財）日本防炎協会の認定を受けた商品、または電子・電気機器
など商品類型ごとに認定基準で定めた商品。ただし、これらの商品で
あっても、申請時にエコマーク専門委員会で難燃剤の使用が妥当であ
るか否かを確認する。（２） ＰＢＢ（多臭化ビフェニール）、ＰＢＤＥ（多臭
化ジフェニルエーテル）または短鎖塩素化パラフィン（鎖状Ｃ数が１０－
１３、含有塩素濃度が50％以上）の難燃剤を含まない商品。　以上につ
いて、耐火塗料のうち発泡性のものは特段の問題となるものではなく、
防火塗料のうち上記（１）および（２）項を満たすものは本商品類型の対
象となります。

意見者数 10名

意見総数 26件
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