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エコマーク商品類型　No.110

「生分解性潤滑油 Version 2.0」
(財)日本環境協会
エコマーク事務局

１．環境的背景
潤滑油は大きく使用形態により開放系（2 サイクルエンジン油、グリース、チェーンソ
ー用油など）と閉鎖系（油圧作動油、4 サイクルエンジン油、グリースなど）に分けられ
る。
前者の開放系はほとんどが環境中に放出されるため、自然界に及ぼす影響が大きいと言
える。また後者の閉鎖系において、事故で非意図的に環境中に漏れる可能性があり、動・
植物などの環境に及ぼす影響が大であるものの代表として建設機械などで使用する油圧作
動油、4サイクルエンジン油、グリースなどがある。

2001 年度の潤滑油の販売量は 209 万キロリットル（グリースを除く）、廃油の発生量は
120 万キロリットルで、、、、このうち 88万キロリットルは回収業者による回収後、リサイクル
あるいは処分され、32万キロリットルは排出事業者が事業所内で再利用したり自家焼却し
ていると推計されている。廃油として把握されていない潤滑油については、開放系での使
用、あるいは事故などによってかなりの量が環境中に放出されているものと推測される。
また、各種の潤滑油およびグリースは、性能を向上させるために添加剤を混入している
が、この添加剤には微量であるが有害物質を含んだものもあり、環境に対して影響を及ぼ
す懸念がある。さらに、塩素系の添加剤は、廃油のエネルギ回収、焼却処分にあたってダ
イオキシン発生の原因となる恐れがある。
　そこでこれらの環境負荷に対して、生分解性が高く、有害物質の使用や排出の少ない潤
滑油にエコマークを認定し、それらの商品が広く普及することは意義が大きい。本商品類
型では、製造、流通および使用消費などの面で環境に配慮している生分解性潤滑油を採り
上げた。

２．対象
以下の油圧作動油、2サイクルエンジン油、グリースおよびその他潤滑油とする。
ただし、スプレータイプは対象外とする。

　  (1)油圧作動油：
　　　「石油製品に関する石油製品需給動態統計調査（指定統計第 51号）」の調査品目の

「潤滑油」のうちの「機械油」、または総務省発行の「日本標準商品分類」による「潤
滑油及びグリース」であって「潤滑油（高級）」、「機械油」のうちの「油圧油」とす
る。

　  (2)2 サイクルエンジン油：
　　　「石油製品に関する石油製品需給動態統計調査（指定統計第 51号）」の調査品目の

「潤滑油」のうちの「ガソリンエンジン用潤滑油」、または総務省発行の「日本標準
商品分類」による「潤滑油及びグリース」であって「潤滑油（高級）」、「ガソリンエ
ンジン油」のうちの「2サイクルエンジン油」とする。

　  (3)グリース：
　　　「石油製品に関する石油製品需給動態統計調査（指定統計第 51号）」の調査品目の

「グリース」、または総務省発行の「日本標準商品分類」による「潤滑油及びグリー
ス」のうちの「グリース」とする。

　  (4)その他潤滑油：
　　　「石油製品に関する石油製品需給動態統計調査（指定統計第 51号）」の調査品目の

「潤滑油」および「グリース」のうち、または総務省発行の「日本標準商品分類」

別添３.
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による「潤滑油及びグリース」のうち、上記の「油圧作動油」、「2 サイクルエンジ
ン油」、「グリース」を除く「潤滑油」とする。

　　　
３．用語の定義
基油：潤滑油の主成分。一般の潤滑油では、鉱油が主に使用されているが、生分解性の

高い潤滑油の基油としては、植物油、合成エステル、PAG（ポリアルキレングリ
コール）などがある。

添加剤：製品に新しい性質を与えたり、不足している性質を補ったりするため、基油に
加えるもの。用途に応じ、様々な種類がある。

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。

生分解性：有機物が微生物により分解され、最終的に無機化されることまたはその難易
性の程度。つまり有機物の構成元素である炭素、水素がそれぞれ二酸化炭素、
水まで分解することである。

LC50値：50 % 致死濃度。均一と考えられる母集団動物の半数を死亡させる液体中の物
質の量（濃度）である。

EC50値：50%影響濃度。均一と考えられる母集団生物の半数に影響を与える液体中の物
質の量(濃度)である。

EL50値：50%影響負荷率。均一と考えられる母集団生物の半数に影響を与える試験物質
量の水に対する比率。難溶性物質から水溶性成分の抽出液を作成して毒性試験
を実施した場合に用いる。なお、ここでいう水とは、抽出液を作成するための
水をさす。

４．認定の基準
4-1　環境に関する基準
　　(1)製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、廃棄物、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) 製造にあたって、化学物質の使用が適正に管理されていること。具体的には、PRTR

法 (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 )
に基づく製品の MSDS（化学物質等安全データシート）を備えていること。

　　(3) EDTA（エチレンジアミン四酢酸）およびアルキル基の炭素数が 5～9のアルキル
フェノールエトキシレートを処方構成成分として添加していないこと。

　　(4)製品が PRTR 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。ただし、基油・添加剤のそれぞれにおいて、含有
が 1%未満の物質については適用外とする。

　　(5)製品は塩素系添加剤を処方構成成分として添加していないこと。
　　(6)以下の鉱油を基油として使用している製品は、その鉱油について、OSHA HCS（米

国労働安全衛生局の有害警告通知基準）および EU 指令 94/69/EC（危険な物質の
分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定に関する指令 67/548/EEC の第
21 次技術進歩への適応指令）により、発ガン性と分類されないこと。
｢原油の常圧蒸留残渣を減圧蒸留して得られたもの、およびそれを精製して得られ
たもの(ブライトストックを含む)で 40℃における動粘度が７mm２ /s以上のもの。
灯軽油を再蒸留して得られるアルミ圧延油などは除く。また、合成油もこの定義
に含めない。｣

　　(7)製品は、以下の試験方法のいずれかにより測定される生分解度が 28 日以内で 60%
以上であること。ただし、これらの試験方法については、10-d window を適用し
ない。
＊OECD（経済協力開発機構）化学品テストガイドライン
・ 301B（CO2発生試験）
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・ 301C（修正 MITI(Ⅰ)試験)
・ 301F（Manometric Respirometry 試験）

＊ASTM(アメリカ材料試験協会)
・ D 5864（潤滑油及び潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準
　　　　　試験法）
・ D 6731（密閉 respirometer 中の潤滑油、または潤滑油成分の水環境中の好
　　　　　　気的生分解度を決定する標準試験法）

　　(8)製品は、生態影響について、以下の試験方法のいずれかにより測定される魚類によ
る急性毒性試験の 96時間 LC50値が 100mg/リットル以上であること。
＊JIS（日本工業規格）
・ K 0102（工場排水試験方法）
・ K 0420-71 シリーズ（10、20、30）
（水質-淡水魚［ゼブラフィッシュ（真骨類，コイ科）］に対する化学物質の急
　性毒性の測定-第 1 部：止水法、第 2 部：半止水法、第 3 部：流水法）

＊OECD
・ 203（魚類急性毒性試験）

＜付記＞
魚類による急性毒性試験に加え、｢以下の試験方法のいずれかにより測定されるミ
ジンコ類急性遊泳阻害試験の 48時間 EC50値が 100mg/リットル以上であること。｣
も満たすべき要件とすることを引き続き検討していく。
この項目については、当面適用を免除とし、適用開始日について今後検討し、決

定次第告知する。告知は、適用開始日の少なくとも６ヶ月前には行うこととする。
＊JIS
・ K 0229（化学物質などによるミジンコ類の遊泳阻害試験方法）

＊OECD
・ 202 PartⅠ（ミジンコ類急性遊泳阻害試験及び繁殖試験  第一部 24時間 EC50

　　遊泳阻害試験）
ミジンコ類急性遊泳阻害試験の実施にあたって、難溶性の製品は、ASTM D6081

（水環境中における潤滑油の毒性試験のための標準実施法: サンプル準備及び結果解
釈）の方法によって作成された抽出液を試料として使ってもよい。この場合、48
時間 EL50値が 100mg/リットル以上であること。

　　(9)使用者に対する、「生分解性オイルは、通常のオイルに比べて環境への影響は小さ
いですが、全く影響がないわけではありません。環境中への排出や漏洩はできるだ
け少なくなるよう注意してください。」などの適正な製品の取り扱いに関する注意、
および「生分解性オイルも、適正な廃棄処理が必要です。」などの廃棄に関する注
意を MSDS および容器またはラベル(PLラベル)に記載していること。

　　(10)容器・包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲン系元素で構成される樹脂
および有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。

4-2　品質に関する基準
　　(11)油圧作動油：
　　　JIS 規格などのある製品にあっては、該当する JIS 規格などに適合していること。

上記の規格に該当しない場合は、類似の JIS規格などと同等の品質を有すること。
　　(12)2サイクルエンジン油：
　　　  次の(ａ)または(ｂ)の規格に適合していること。
　　　  (ａ)JASO（日本自動車規格）M345:2002（2サイクルガソリン機関潤滑油）FCグ

レード以上
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　　　  (ｂ)NMMA（米国舟艇製造者協会）TC-W3TM（2 ストロークサイクル・ガソリンエ
ンジン用潤滑油の認証試験）

　　　上記の規格に該当しない場合には類似の規格と同等の品質を有すること。
　　(13)グリース：

JIS K 2220（グリース）の基準に適合していること。
上記の規格に該当しない場合には類似の規格と同等の品質を有すること。

　　(14)その他潤滑油：
JIS 規格などのある製品にあっては、該当する JIS規格に適合していること。
上記の規格に該当しない場合は、類似の JIS規格などと同等の品質を有すること。

５．認定基準への適合の証明方法
　　(1)環境に関する認定基準 4-1(1)については、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。

　　(2)4-1(2)については、製造事業者の発行する MSDSを提出すること。
　　(3)4-1(3),(4),(5)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。
　　(4)4-1(6)については基油の種類を報告すること。4-1(6)に定める基油を使用している

場合は、該当の OSHA HCS により発ガン性があると判断されないことを証明する
書類および IP346 試験（未使用潤滑油基油及びアスファルテンを含有しない石油留分
中の多環芳香族の測定法-ジメチルスルホキシド抽出屈折率法）の結果（DMSO(ジメ
チルスルホキシド)抽出物量）を提出すること。

　　(5)4-1(7)および(8)については、第三者試験機関または公的試験機関により実施された
試験結果の証明書類を提出すること。

　　(6)4-1(9)についてはラベルまたは容器の設計見本を提出すること。
　　(7)4-1(10)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。
　　(8)4-2(11)～(14)については、該当する品質規格もしくは類似の品質規格に適合してい

ることの試験結果を提出すること。

６．その他
　　(1)商品区分は、２．対象(1)～(4)の各油種ごとのブランド(商品)の同シリーズとし、容

量の大小による区分は行わない。
(2)マークの下段表示は、以下に示す環境情報表示のいずれかとする。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、左揃えの三段表示を矩形枠で囲んだものとし、一段目は｢環境中で
分解しやすいオイル｣、二段目は｢生分解度 28日で 60％以上｣とし、三段目は 4-1-
(7)に規定した試験方法のうち、実施した試験方法を｢（○○試験による）｣として
挿入するものとする。例えば、OECD 301 Bを実施の場合は、｢（OECD 301 B試
験による）｣とする。グリースの場合は、一段目については、｢環境中で分解しやす
いグリース｣とする。
また、エコマーク表示の付近に認定番号を明記すること。以下に一例を示す。
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(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）

2004年1月10日　制定予定（Version2.0）
2009年1月9日　有効期限

本商品類型の認定基準書は、必要に応じて改定または商品類型の廃止を行います。

 エコマーク認定番号
第○○○○○○○○号 (数字のみでも可 )
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　　　　　　　　　「「「「生分解性潤滑油生分解性潤滑油生分解性潤滑油生分解性潤滑油 Version 2.0Version 2.0Version 2.0Version 2.0 」」」」商品認定基準商品認定基準商品認定基準商品認定基準

2004年 1月 10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

潤滑油などの石油類は、液体であるため環境に漏出した場合回収が困難であり、環境を
汚染することはよく知られている。（社）潤滑油協会の調査では、2001 年の潤滑油販売量
209万キロリットル（グリースを除く）のうち、廃油発生量は 120万キロリットルと推計
されている。この調査では、環境中に漏出した潤滑油の量は把握されていないが、開放系
での使用や事故などで環境中に漏出したものはかなりの量となると推察される。
開放系の中で代表的なものに「2 サイクルエンジン油」と「グリース」があるが、前者
の 2 サイクルエンジン油を使用する 2 サイクルエンジンは、4 サイクルエンジンに比べ軽
量であり、保守・管理も優れているという特徴がある。従って、陸用ではモータバイク、
芝刈り機、刈り払い機などに、また水上では船外機などに使用されている。しかしながら、
2 サイクルエンジン油はガソリン燃料と混合し、一部未燃焼オイルとして大気や水中へ排
出されるため、特に閉鎖水域において環境負荷が大きいことが問題となっている。

2003年 4月より施行された「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」では、
2 サイクルエンジンを推進機関として備えるプレジャーボート（規則で定める方式の 2 サ
イクルの原動機を除く）の航行禁止が定められている。ただし、琵琶湖でも、経過措置な
どにより最長 2008年 3月末までは 2サイクルエンジンの使用が認められているのに加え、
このような条例が制定されていない水域では、2 サイクルエンジンの使用が継続すると考
えられる。そのため、生分解性が高く、環境への負荷が少ない 2サイクルエンジン油への
転換を図ることは、環境への影響を低減する上で、意義があるといえる。
また、後者の「グリース」は主に屋外で使用され、常温では半固体状をしており、環境

中に漏洩することは少ないが、長期間の暴露による品質（粘性）劣化により、水、土壌な
どに混入し自然環境に及ぼす影響が大きい。

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
　潤滑油全体を区分しているものに「石油製品に関する石油製品需給動態統計調査（指定
統計第 51 号　2002 年 1 月版）」があり、この調査品目は石油業界で一般的なものであり
採用した。しかし詳細の「品目（油種）」については各社まちまちのところもあるため、上
記「指定統計第 51 号」と合わせて総務省が 1990 年 6 月に発行した「日本標準商品分類」
で定義している「油圧油」、「2 サイクルエンジン油」、「グリース」を対象とした。また、
これら以外の潤滑油についても「その他潤滑油」として対象とした。
スプレータイプの潤滑油については、あえてガスを使用して塗布する必要性が薄く、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
基油、添加剤の定義については、 (社 )潤滑油協会の資料を参考とした。生分解性につい
てはその分解の進行状況により大きく 2種類に分けられる。
　一つは一次生分解性であり、物質の持っている性質を失うことである。他方は最終生分
解性であり、有機物が微生物により分解され無機化されることをさす。つまり有機物の構
成元素である炭素、水素がそれぞれ二酸化炭素、水まで分解することである（C→CO２、
H→H２O）。本基準では、「潤滑油自体」が環境中に漏洩し生態系に影響がないことを重点
課題としたため、後者の最終生分解性までを考慮することにした。
　LC50値(50 %致死濃度)は LD50値（50 %致死量）と同じ概念で用いられる。LC50値はそ
の数値が小さいほど毒性が強いことを示す。EC50値(50%影響濃度)も LC50値と同様、その

解　説
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数値が小さいほど毒性が強いことを示す。抽出液によってミジンコ類急性遊泳阻害試験を
実施した場合は、EC50値のかわりに EL50値を用いる。用語の定義は ASTM D6081を参考
にした。
なお、本商品類型の認定基準策定にあたっては、認定基準を満足できる商品のマーケッ

トシェアが潤滑油製品全体の中で約 20%となることを目標としており、商品類型名として
「潤滑油」が適当であるという意見もあった。しかし、消費者への分かり易さという観点
から Version 1.0同様、「生分解性潤滑油」を商品類型名とした。

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
観点から商品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を考慮した上で、認定基準を設定
するに際し重要と考えられる負荷項目が選定され、それらの項目について定性的または
定量的な基準が策定される。

　　商品類型「生分解性潤滑油」において考慮された環境負荷項目は「商品ライフステー
ジ環境負荷項目選定表」に示したとおり（表中○印および◎印）である。このうち最終
的に環境に関する基準として選定された項目は B-5、B-6、B-7、B-8、C-8、D-4、および
D-8（表中◎印）である。

　なお、表中　　　印の欄は検討対象にならなかった項目または他の項目に合わせて検討
された項目を示す。以下に環境に関する基準の策定の経緯を示す。

　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　　◇Ａ　　◇Ａ　　◇Ａ ----１　１　１　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)原料に動植物油や動植物由来の合成エステルなど、持続的に生産が可能な資源を
一定の割合以上使用していること

(2)リサイクルした原料を使用していること

(1)については、生分解性潤滑油では、植物油あるいは動植物由来の合成エステル
を基油として使用した製品があることから、検討がなされた。しかしながら、そのよ
うな持続的に生産が可能な資源について、生分解性を確保する上で必要な割合に関す
る知見がないため、基準化は困難であるとされた。また、現状では、石油化学製品由

商品のライフステージ

環境負荷項目
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来の合成エステルや PAG（ポリアルキレングリコール）などを基油とする生分解性
潤滑油も広く存在していることから、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、潤滑油のマテリアルリサイクルがほとんど行われていないという
現状があることから、その促進のための戦略として取り入れるという意見があった。
しかし、生分解性潤滑油にリサイクルの鉱物油を混合すると品質上問題が生じること、
添加剤分離に膨大なコストがかかることから、本項目は基準を策定する項目として選
定されなかった。

　　◇Ａ◇Ａ◇Ａ◇Ａ ----４　４　４　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。

(1)外来種にあたる動植物を原料として使用していないこと
(2)遺伝子組み換え作物を原料として使用していないこと

(1)については、現状では植物油原料はほとんど海外から輸入調達されているため、
外来種の使用を規定することは現実的ではない。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。

(2)については、輸入調達される植物油原料が遺伝子組み替え作物であるか否かを
調査することは実質的に困難である。また、遺伝子組み換え作物が生態系に与える影
響の評価について十分な知見がない。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　製造段階Ｂ　製造段階Ｂ　製造段階Ｂ　製造段階
　　◇Ｂ◇Ｂ◇Ｂ◇Ｂ ----１　１　１　１　（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)製造時に副原料や水資源などの資源やエネルギをなるべく消費しないこと

(1)については、石油化学製品由来の潤滑油の基油の原料は、製造工場において他
の石油製品と共に連産品の一つとして製造されている。そのため、製造段階での資源
やエネルギの消費について評価することは難しく、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◇Ｂ◇Ｂ◇Ｂ ----５　５　５　５　（大気汚染物質の排出）（大気汚染物質の排出）（大気汚染物質の排出）（大気汚染物質の排出）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)製造時に大気汚染物質の排出がないこと

製造時において大気汚染防止法などを遵守する必要性があることから、本項目は
基準を策定する項目として選定された。

　　◇Ｂ◇Ｂ◇Ｂ◇Ｂ ----６　６　６　６　（水質汚濁物質の排出）（水質汚濁物質の排出）（水質汚濁物質の排出）（水質汚濁物質の排出）
　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)製造時に水質汚濁物質の排出がないこと

製造時において水質汚濁防止法などを遵守する必要性があることから、本項目は
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基準を策定する項目として選定された。

　　◇Ｂ◇Ｂ◇Ｂ◇Ｂ ----７　７　７　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)製造時に廃棄物の排出が少ないこと

製造時において廃棄物の処理及び清掃に関する法律などを遵守する必要性がある
ことから、本項目は基準を策定する項目として選定された。

　　◇Ｂ◇Ｂ◇Ｂ◇Ｂ ----８　８　８　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)MSDSの提供など、PRTR法を遵守していること
(2)関連する環境法規や公害防止協定を遵守していること
(3)製造時に有害物質の使用がないこと

(1)、(2)については、一般的には上記法律を遵守することは当然のことであるが、
エコマーク認定・使用申込にあたって確認するべきことから、本項目は基準を策定す
る項目として選定された。PRTR法に基づく MSDSの提供については、D-8において
検討された。

(3) については、Version1.0から引き続き、EDTAおよびノニルフェノール系の界
面活性剤について検討された。EDTA はその誘導体が酸化防止剤として、ポリ (オキ
シエチレン )=ノニルフェニルエーテルなどのアルキルフェノールエトキシレートは
抗乳化剤の非イオン系界面活性剤などとして潤滑油に添加されることがある。

EDTA は呼吸阻害など、人の健康に影響があり、また難分解性で環境中に蓄積す
ることから、ドイツのブルーエンジェルなど、海外エコラベルでは用紙や洗剤などの
基準において使用を禁止している。従って、Version1.0から引き続き、使用の禁止と
することとした。
一方、アルキルフェノールエトキシレートは、環境中で分解しアルキルフェノー

ルを生成することが知られている。ノニルフェノールを含むアルキル基の炭素数が 5
～9のアルキルフェノールは、環境省の｢環境ホルモン戦略計画 SPEED'98｣において、
内分泌撹乱作用が疑われる物質のリストにあげられている。アルキル基の炭素数が 5
～9のアルキルフェノールエトキシレートについては、環境中で、このリストに掲載
されているアルキルフェノールに分解することが考えられる。特に、ポリ (オキシエ
チレン)=ノニルフェニルエーテルについては、アルキルフェノールエトキシレートの
中で最も多く使用されてきた界面活性剤であり、水域に排出された後、分解されノニ
ルフェノールを生成する。このノニルフェノールは、｢環境ホルモン戦略計画
SPEED'98｣の中でも優先的にリスク評価を進めるべき物質の一つとして 2000年度か
ら調査が進められている。また、ノルディックスワンでは潤滑油類の基準において、
アルキルフェノールエトキシレートの使用が禁止されている。これらのことから、ノ
ニルフェノール系界面活性剤に加え、より包括的にアルキル基の炭素数 5～9 のアル
キルフェノールエトキシレートについて、使用を禁止することとした。ただし、｢環
境ホルモン戦略計画 SPEED’98｣については、2003 年 10 月より、環境省において改
訂が検討されている。今後新たな知見が得られれば、この基準項目については見直し
ていくこととする。
また、その他の有害物質については、潤滑油には、特に添加剤の処方構成成分と

して、PRTR法第一種指定化学物質に指定される物質が使用されることがある。現状
では、それら全てを使用禁止とすることは技術的に困難であると考えられるが、今後
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は、より環境負荷が低く同等の機能を発揮する物質に転換を促すことが望ましい。そ
こで、PRTR法第一種指定化学物質に指定されている物質を処方構成成分として使用
の場合は、報告することとした。PRTR法では、製品において、対象化学物質の含有
量が 1％未満の場合(特定第一種指定化学物質の場合は 0.1％未満)には、MSDS 提供
の対象外であるが、製品における含有率に関わらず、基油・添加剤において 1%以上
含有されている物質については報告対象とすることとした。加えて、製品において、
D-4にて毒性試験の実施が検討された。

　　
Ｃ　流通段階Ｃ　流通段階Ｃ　流通段階Ｃ　流通段階
　　◇Ｃ◇Ｃ◇Ｃ◇Ｃ ----１　１　１　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)容器・包装は資源の消費に配慮していること
(2)繰り返し使用できるものであること
(3)外箱は再生材料を使用していること

(1),(2)について、我が国では潤滑油容器の多くはスチール製でありリサイクルされ
ている。一方、グリース用のジャバラ容器や輸入品などにおいてプラスチック製容器
も広く使用されていることからこれも認めることとしたが、プラスチック製容器は油
の付着などの問題からリサイクルが難しく、ワンウェイの使用となることがほとんど
であると考えられる。そのため、資源消費への配慮から、これらの容器には再生材料
の利用を推進することが望ましい。しかしながら、耐久性などの品質的な要求や、市
場で入手可能な再生材料を使用したプラスチック容器の現状などから、基準化は困難
であると考えられた。また、大型容器から詰め替えて繰り返し使用しているケースも
あることなどから、この項目は基準を策定する項目として選定しないこととした。

(3)については、外箱自体使用されるケースが少なく、また使用される場合も再生
材料が使用されているため、基準としては策定されなかった。

　　◇Ｃ◇Ｃ◇Ｃ◇Ｃ ----２　２　２　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)共同配送やモーダルシフトに取り組んでいること

(1)については、潤滑油製造事業者が各社、当然のこととして実施しており、特段
の基準を策定する必要はないものと判断された。

　　◇Ｃ◇Ｃ◇Ｃ◇Ｃ ----８　８　８　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)容器・包装に有害物質の使用を抑制し、排出が少ないこと

(1)については、プラスチック容器はエネルギ回収か焼却処分されることが多いと
考えられることから、焼却時の有害物質排出に配慮する必要がある。焼却時にダイオ
キシン発生の恐れがあるハロゲン系元素で構成される樹脂および有機ハロゲン化合
物を処方構成成分として添加していないこととし、本項目は基準を策定する項目とし
選定された。

　Ｄ　使用消費段階Ｄ　使用消費段階Ｄ　使用消費段階Ｄ　使用消費段階
　　◇Ｄ　　◇Ｄ　　◇Ｄ　　◇Ｄ ----１　１　１　１　（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）（資源の消費）
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　　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)長期間使用できること（長寿命であること）

(1)については、長寿命であることを定義するのが難しいこと、現状では標準化さ
れた客観的試験方法が無いことから基準化は難しいとして、本項目は基準を策定する
項目として選定されなかった。

　　◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ ----２　２　２　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)使用段階でエネルギ消費を節減できるものであり、同一の機能を有する製品に比
較して化石燃料消費量が少ないこと

(2)燃焼使用される場合の地球温暖化影響物質の排出に関する基準があること
(3)フロン化合物の排出が無いこと
(4)長寿命であること

(1)および(2)については、燃焼使用される場合、エネルギや化石燃料の消費、地球
温暖化影響物質の排出に関して基準を設け、それをメーカ側に担保させることは困難
であることから、基準を策定する項目として選定されなかった。

(3)については、D-3で考慮した。
(4)については、D-1で考慮した。

　　◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ ----３　３　３　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。

(1)フロン化合物の排出が無いこと

(1)については、フッ素系添加剤の使用について検討されたが、使用によって生分
解性が低下すること、高機能を要求される特殊な用途の潤滑油にしか通常使用されな
いことから、生分解性潤滑油に添加されることは無いと考えられ、特段の基準を策定
する必要は無いと判断された。

　　◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ ----４　４　４　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。

(1)生態系への毒性が低く、生分解性を有することにより、使用時、あるいは漏出時
に生態系に影響を与えないこと

 (1)については、生態系への影響を評価する指標として、生分解性試験および毒性
試験を採用することにした。

Version 1.0において生分解性試験として採用されている OECD301B、301Cなど
は試験条件の厳しい易生分解性試験である。OECDの定義によれば、これらの試験を
パスするものは易生分解性とされ、実際の好気的な水環境では速やかに分解されると
考えられる。
水中での分散性が悪い潤滑油に対して易生分解性試験を実施すると再現性が低い

という問題が指摘され、より試験条件の緩い OECD302B、C などの本質的生分解性
試験への変更や試験期間の延長について検討された。しかし、水生生物への影響を考
慮すると水中への分散や生分解の速度についても考慮する必要があることから、
Version2.0でも引き続き OECD301Cなどの易生分解性試験を採用した。また、原理



15

的に OECD301Cと同等であることから OECD301F、ASTM D6731についても採用
することとした。
パスレベルについては、エコ作動油の規格である ISO15380（潤滑油、工業用潤滑

油（産業油）及び関連製品（クラス L）-H族（油圧作動システム）-カテゴリ HETG,
HEPG, HEESおよび HEPR）および OECDの基準に従い、60%とした。OECD301B
は 10-d windowの測定があるが、ここでは最終的（28日以内）に生分解すれば良く、
Version2.0においても Version1.0と同様、適用しないこととした。
毒性については、Version 1.0に準じ、JIS K0102、JIS K 0420-71シリーズまた

は OECD203に従い、魚類急性毒性試験を採用した。
さらに、生態系におけるより低次の生物への影響を見る必要性が指摘され、エコ

作動油規格 ISO15380 においてミジンコ類急性遊泳阻害試験も規定されていること
から、その採用が検討された。国の政策としても 2000 年 12 月に策定された環境基
本計画には、水環境の保全、化学物質への対策などにおける生態系への配慮の重要性
が謳われ、基礎データとして既存化学物質の藻類、ミジンコ類、魚類への毒性評価試
験を推進するとしており、また、2003 年 5 月に公布された「化学物質の審査及び製
造等の規制に関する法律(化審法)」の一部を改正する法律において化学物質の動植物
への影響の観点が導入されたなどの動向がある。
以上のことから、Version 2.0では魚類急性毒性試験に加え、ミジンコ類急性遊泳

阻害試験も採用する方針となった。しかしながら、現時点では油類に対してミジンコ
への毒性試験を実施した例は国内にはほとんど無いこと、改正化審法において試験方
法などは検討中であり、その動向を見極める必要があること、代替品開発に要する期
間の目処が立たないことなどから、現時点では適用を免除することとした。適用開始
時期については、改正化審法などの動向を見ながら、引き続き検討していくこととし
た。
この試験実施にあたって、潤滑油はミジンコ類に対しては物理的阻害の影響が大

きいため、毒性が正しく評価できない可能性がある。そのため、水溶性の成分のみを
抽出した抽出液を使って試験を実施することも認めることとした。なお、試験時間に
ついては、ISO15380の基準に従い、48時間とした。

　　◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ ----６　６　６　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)水質汚濁物質の排出がないこと
 (2)使用時に環境水中に放出された場合、水質に大きな影響を与えないこと

(1)、(2)については、D-4で考慮した。

　　◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ ----８　８　８　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)使用中の燃焼によるダイオキシンの排出が少ないこと(塩素系の添加剤を含まな
いこと)

(2)PAH（多環芳香族炭化水素）の発生が少ないこと
(3)MSDS の提供
(4)使用者に対する注意喚起を表示すること

(1)については、使用後の焼却時も含め、塩素系潤滑油はダイオキシン排出の原因
となる恐れがあることから業界でも非塩素化に向けた取組が進められている。切削油
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の規格である JIS K2241では 2000年 12月の改正で塩素系添加剤使用の製品は除外
された。しかし、市場においては塩素系添加剤を使用した製品も販売されており、非
塩素化の動きを推進する意味からも、塩素系添加剤を認めないことは基準を策定する
項目として選定された。

(2) については、発ガン性の観点から検討された。生分解性潤滑油の基油として主
として使用されている植物油や合成エステル、PAGでは PAHが含まれることはほと
んどないと考えられる。しかし、将来的に基油に鉱油を使用した生分解性潤滑油製品
が製造される可能性もあることから、基準を策定する項目として選定された。EU 指
令 94/69/EC（危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定に関す
る指令 67/548/EEC の第 21 次技術進歩への適応指令）では、芳香族炭化水素および
その硫黄、窒素化合物で、3つあるいはそれ以上の縮合芳香族環を有するものを PCA
（多環芳香族）と定義し、それらを測定する試験方法である IP346 法による DMSO
抽出物量によって石油製品の発ガン性を決定する内容を含む法制化を要求しており、
DMSO抽出物の含有量が 3%未満であれば当該石油製品は発ガン性物質としての分類
は適用されないこととしている。また、さらには、OSHA HCS では、石油精製のシ
ビヤー度を基準として有害警告基準を定めており、これに該当しなければ、当該石油
製品は発ガン性があると判断されないとしている。日本では発ガン性に関する法規制
は特に無いが、石油業界では、石油連盟を中心として、OSHA HCS による有害警告
基準および EU指令に準拠するよう自主的に取り組んでいることから、これを採用し
た。

(3) については、業務用潤滑油の譲渡・販売などにあたっては PRTR法などに基づ
き MSDSの提供が義務づけられるが、一般消費者への販売には MSDS提供の義務は
ない。しかし消費者からの要求があった場合には提供することが望ましく、本項目は
基準を策定する項目として選定された。

(4) については、石油製品では、すでに多くの製品が PL 法(製造物責任法)への対
応として、容器あるいは製品ラベルに警告表示を行っている。これは製造・販売事業
者が各自の責任において表示しているものであるが、使用や廃棄にあたっての注意を
使用者に喚起する手段として広く利用されているものである。ただし、生分解性潤滑
油であっても、使用される状況によっては、環境に影響が全く無いわけではないこと、
廃棄にあたっては適正処理が必要であることを、使用者に対して、さらなる注意喚起
をすることが必要であると議論された。そこで、全油種について、生分解性潤滑油の
取り扱いおよび廃棄に関する注意を警告表示に追加することを基準項目として選定
することとした。
ジャバラ容器入りのグリースについては、個々の容器への表示は難しく、メーカ

など、外箱に入れた状態で出荷する事業者に対しては外箱への表示で対応することと
した。

　　◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ◇Ｄ ----９　９　９　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)2 サイクルエンジン用の製品でないこと
(2)レジャー用品でないこと

(1)、(2)については、2 サイクルエンジンは構造上、排気ガスと共に未燃焼の燃料
やオイルが排出されることから検討された。水質保全に向けて 2003年 4月施行の「滋
賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」では、2 サイクルエンジン搭載の
プレジャーボート（規則で定める方式の 2 サイクルの原動機を除く）の航行規制水域
航行を一定の猶予期間を設けた上で禁止している。米国ではレジャー用も含め船舶エ
ンジンに対する排ガス規制を国レベルで実施している他、カリフォルニア州の排ガス
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規制、タホ湖における 2 サイクルエンジン(低排出型エンジンは除く)使用禁止など、
より厳しい規制を実施している地域もある。EU でもレジャー用船舶に関する指令
(94/25/EC) に排ガス規制を導入するため、改正案の検討が進められている。
一方、日本では船舶の排ガスに対して国レベルでの規制がなく、エコマークとし

ては揮発性有機化合物(VOC)などの排出などの観点から、環境への負荷がより低いと
考えられる 4 サイクルエンジンへの移行を促すべきであって、2 サイクルエンジン用
の製品にエコマークを付けるのは不適当ではないかという意見があった。しかし、2
サイクルエンジン油をエコマークの対象外としても 2サイクルエンジンが使用されな
くなるとは考えにくく、かえって指針がなくなることで、環境負荷の増加に繋がる恐
れがある。また、排出時の負荷が低減された環境対応型の 2 サイクルエンジンも開発
されていることや、使用される用途や地域によって基準を設けることは困難であるこ
とも考慮された。さらに EUのレジャー用船舶に関する指令改正にあたっては、水質
汚濁低減のため加盟各国が生分解性オイルの使用促進対策の導入を検討するよう言
及されている。
これらのことから、Version2.0 でも引き続き 2 サイクルエンジン油を対象とする

こととした。なお、2 サイクルエンジン油にエコマークを付ける上で、2 サイクルエ
ンジンによる環境への影響について、使用者に明示するべきであるという意見も出さ
れた。2サイクルエンジン使用による環境への影響について、使用者にさらなる周知
を図る上で、D-8 で選定された注意喚起の表示に加え、2 サイクルエンジンの特性に
関する情報を 2サイクルエンジン油に表示することが望ましい。しかしながら、全商
品にエンジン特性についての表示を義務づけることは難しいことから、この表示につ
いては、メーカの任意による事項とすることとなった。

Ｅ　廃棄段階Ｅ　廃棄段階Ｅ　廃棄段階Ｅ　廃棄段階
　　◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ ----１　１　１　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)廃油の回収、処理システムが整備されていること

廃油の回収、処理、リサイクルについては、  (社 )全国オイルリサイクル協同組合
加盟業者への委託による適正処理、塩素系潤滑油、非塩素系潤滑油の分別など、業界
全体として取組を進めており、パンフレットなどを通して使用者への啓発も行ってい
ることから、特段の基準を策定する必要は無いと判断された。

　　◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ ----２　２　２　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)燃焼廃棄処理される場合の地球温暖化影響物質の排出に関する基準があること

(1)については、適正事業者への委託を推進していること、焼却処理場などでの処
理が大気汚染防止法などによって厳しく法規制されていることから、特段の基準を策
定する必要は無いと判断された。

　　◇Ｅ　　◇Ｅ　　◇Ｅ　　◇Ｅ ----４　４　４　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。

(1)土壌、水圏への漏洩の可能性が低い形で処分されていること
(2)不法投棄された場合の影響が少ないこと
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(1)については、E-1、E-2 で考慮した。
(2)については、D-4 で考慮した。

　　◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ ----５　５　５　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)焼却廃棄処理される場合の大気汚染物質の排出がないこと

(1)については、E-1、E-2 で考慮した。

　　◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ ----６　６　６　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)不法投棄された場合の影響が少ないこと

(1)については、D-4 で考慮した。
　
　　◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ ----７　７　７　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)回収システムが整備されていること
(2)環境負荷の少ない処理が可能なこと

(1)、(2)については、E-1、E-2 で考慮した。

　　◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ◇Ｅ ----８　８　８　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)有害物質の排出のないこと
(2)環境関連法規、公害防止協定を遵守していること
(1)については、焼却処分に伴うダイオキシン発生が考えられるが、これに関して

は D-8 で塩素系添加剤の禁止を基準として盛り込むこととなった。また、既に販売さ
れている製品については E-1、E-2 で検討した通り、塩素系潤滑油と非塩素系潤滑油
の分別を業界として進めている。
(2)については、B-8 で考慮した。

Ｆ　リサイクル段階Ｆ　リサイクル段階Ｆ　リサイクル段階Ｆ　リサイクル段階
　　◇Ｆ◇Ｆ◇Ｆ◇Ｆ ----１　１　１　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)廃油の回収、リサイクルシステムが整備されていること
(2)効率的リサイクル手法が開発されていること

(1)、(2)については、E-1 で考慮した。

　　◇Ｆ◇Ｆ◇Ｆ◇Ｆ ----８　８　８　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。
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(1)ダイオキシンの発生が無いこと

(1)については、潤滑油のリサイクルはエネルギ回収が主であることから、リサイ
クル時のダイオキシン発生が考えられるが、これに関しては D-8 で塩素系添加剤の禁
止を基準として盛り込むこととなった。また、既に販売されている製品については E-1、
E-2 で検討した通り、塩素系潤滑油と非塩素系潤滑油の分別を業界として進めている。

４４４４ ----２　品質に関する基準について２　品質に関する基準について２　品質に関する基準について２　品質に関する基準について
　　(1)ISO14024 に従い最低水準の品質を確保するために、国内標準があるものについて

はその規格（例えば JIS 規格）に従うことにした。また一部規格がないものについ
てもエコマーク商品の普及を促進するために、類似の規格と同等の品質を有するこ
ととした。

　　(2)2 サイクルエンジン油における自動車規格「JASO M345-93(2 サイクルガソリン機関
潤滑油)」は 2003 年 3 月に改正され、「JASO M345:2002」となり、旧来の FA がなく
なり、FB、FC、FD の 3 グレードとなった。改正された規格の FC グレードは旧来と
同等の品質規格であり、Version1.0 と同様、排気煙性能による環境負荷低減の観
点から FC 以上に限定した。Version1.0 では NMMA TC-W、TC-WII, TC-W3 をあげて
いたが、Version2.0 では最新の規格である TC-W3 に限定することとした。

５．その他５．その他５．その他５．その他
　　(1)マーク下段の表示について
　　　  Version1.0 では「生分解性オイル」、「生分解性グリース」としたが、Version2.0

では、使用者に、より正確で定量的情報を提供する意義から、試験方法およびその
試験から導かれた結果を示すこととした。
OECD の定義によると、本基準にて採用の試験方法において、28 日間で 60％以上の
生分解度を示せば、｢易生分解性｣として認められる。このことから、2 段目の表示
については、｢生分解度 28 日で 60％以上｣とし、試験による個別の数値は掲載しな
いこととした。また試験方法やその結果につき、一般の使用者に普及しているとは
いえない状況のため、一段目に｢環境中で分解しやすいオイル｣と記すことにした。
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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。

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

商品区分の分類

　  □油圧作動油
　  □２サイクルエンジン油
　  □グリース
　  □その他の潤滑油
　　（用途：　　　　　　　　　　　）

(該当する事項をチェックして下さい)

基油の種類（ブレンド
し、複数使用している
場合は、すべてにチェ
ックして下さい。

　　□植物油
　　□合成エステル（植物油由来）
　　□合成エステル（石油化学製品）

□ポリアルキレングリコール
□鉱油
□その他

　　　（　　　　　　　　　　　　　）
　　　　(該当する事項をチェックして下さい)

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

潤滑油
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.110 ver2.0

（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)環境法規
証明書

（記入例 2）
最終製造工場の

工場長

4－1.(2)化学物質 MSDS 製造事業者

　EDTAの使用
□使用なし／□あり

4－1.(3)化学物質 アルキルフェノールエトキシレート
（アルキル基炭素数：5～9）の使用

□使用なし／□あり

本書類

4－1.(4)PRTR 法第一種
指定化学物質の使用有
無

□使用なし／□使用あり

「使用あり」の場合
該当物質添加の有
無・記載リストの提
出

製造事業者

4－1.(5)塩素系添加剤
の使用のないこと

□使用なし／□使用あり 本書類 申込者

OSHA HCS により
発がん性とは判断
されないことの証
明書

原料供給者4－1.(6)OSHA HCS及
び EU指令により、発
ガン性と分類されない
こと。

該当する基油のうち、OSHA HCS
かつ EU 指令（基油中の DMSO 抽出物質が

3％未満であること）により、
発ガン性に

□分類されない／□される
　　　  □対象外

IP346 の試験結果を
提出

第三者試験機
関、もしくは自
社試験でも可

生分解度試験方法

　　　 □OECD 301B
□OECD 301C／□ASTM D5864
□ OECD 301F／□ASTM D6731

　　　　 ※試験方法にチェックする

4－1.(7)生分解度

生分解度が 28 日で（　　　　　）％

第三者機関での試
験結果証明書（左記
のいずれかの試験
方法による）。

第三者もしく
は、公的機関

魚類急性毒性試験方法

       □JIS K 0102 / □OECD 203
       □JIS K 0420-71 シリーズ
         （10,20,30）
　　　 ※試験方法にチェックする

4－1.(8)生態への影響
(魚類急性毒性)

急性毒性試験の 96 時間 LC50値
（　　　　　　）mg/L 以上

試験証明書（左の試
験方法のいずれか
による）。

第三者もしく
は、公的機関
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4－ 1.(9)製品の取扱
い、廃棄に関する注
意・喚起

製品の取扱い、
廃棄に関する注意を MSDS および
容器またはラベル（PL ラベル）に

記載していること

ラベルまたは容器
の設計見本を提出

申込者

4－1.(10)容器・包装

ハロゲン系元素で構成される樹脂および
有機ハロゲン化合物を処方成分として
添加している容器を使用していないこと

□使用なし／ □あり

　包装容器の種類・材質
（　　　　　　　　　　　　　　　）
　包装方法
（　　　　　　　　　　　　　　　）

本書類 申込者

4-2 品質に関する基準

項目 記入欄 提出書類 証明主体

4－2.(11)～(14)
製品の品質

　　JIS などの該当する品質規格が
　　□ある
　　　名称：
　　　分類：
　　□その他の類似規格
　　（名称：　　　　　　　　　　　）

該当する品質規格、ま
たは類似の品質規格
に適合していること
の証明書

申込者
または第三者
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　　 記 入 例１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　△△株式会社
　　　△△部　△△△△　殿

○ ○株式会社
○ ○　○　○

　　　印

申込承諾書

当社（エコマーク認定）ブランド名（　　　　）（認定番号（　　　））
を、（申込企業）がブランド名（　　　　　）として、エコマーク
商品認定・使用申込を行うことを承諾します。

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２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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３

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)



No 意見箇所 意見内容 回答

1 3.用語の定義 基油の定義に、｢生分解性の高い基油としては、植物油、合成エステル、PAO
（ポリαオレフィン）、PAG（ポリアルキレングリコール）などがある｣とあるが、
PAOについては、鉱油より生分解度が低いというデータも一部でている。従っ
て、この定義においてはPAOを削除した方がよい。

ISO15380｢エコ作動油｣の規格において、対応油種の一つとしてPAO（ポリαオレ
フィン）もあげられていたことから、基油の定義において例示しておりましたが、ご
意見の通り修正しました。

2 4.認定の基準
4-1.環境に関する
基準（3）

EDTAとポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテルの２物質が使用禁止
とされている。これら以外に、同等の有毒性を示す物質を包括的に使用禁止
とできないか。

・ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテルについては、水中で分解し、内
分泌撹乱作用の疑いがあるノニルフェノールを生成することから使用禁止としまし
た。ノニルフェノール以外にもアルキル基の炭素数が５～９のアルキルフェノール
については、｢環境ホルモン戦略計画SPEED'98｣の内分泌撹乱作用の疑いがあ
る物質のリストにあげられています。潤滑油には界面活性剤として、アルキルフェ
ノールエトキシレート類が添加されることがあり、それらは、水中でアルキルフェ
ノールに分解することが考えられます。これらのことから、アルキル基の炭素数が5
～9のアルキルフェノールエトキシレートについても、使用の禁止としました。
・EDTAについては、PRTR第一種指定化学物質であり、呼吸阻害など人への健
康に影響があること、難分解性で環境中に蓄積すること、また海外のエコラベル
においても使用禁止とされていることなどから、使用の禁止としました。潤滑油に
は、添加剤などにPRTR第一種指定化学物質が使用されることがありますが、そ
れらがより環境への負荷が低い物質に代替されることが必要であると考えられま
す。しかしながら、現時点で、PRTR第一種指定化学物質全てを使用の禁止とす
ることは技術的にも困難であると考えられるのでそれらを使用の場合は報告する
こととしています。従って、基準については現行どおりとしました。

3 4.認定の基準
4-1.環境に関する
基準（6）

鉱油の発ガン性について、石油業界ではEUのみならず、OSHA（米国労働安
全衛生局）のHCS（有害警告通知基準）も併用されている。そこで、基準項目
に、OSHAのHCSからも発がん性でないことを加えるべきである。

ご意見のとおり、EUの規制に加え、OSHAのHCSからも発がん性と判断されない
ことを基準として併記しました。

4 4.認定の基準
4-1.環境に関する
基準（7）

選定された生分解性試験方法であるOECD 301Bと301Cについては、測定対
象が二酸化炭素発生量と酸素消費量と異なるが、生分解度については、理論
的には同じ結果が得られるはずである。しかしながら、実際に同じ検体におい
て試験したところ、生分解率に大きな差が認められた。301Bで実施し、60％を
超えた製品においても、301Cで実施したところ、60％をクリアできなかった。こ
のように、試験方法によって結果が異なるものは、基準として適切ではない。
現状では、日本国内の試験機関においては、301C法を実施しており、301Bが
実施できる機関はほとんどない。生分解性潤滑油の商品開発が困難である。
301C法の場合は、301Bと同結果になるよう、補正係数を定めるべきである。

OECD301B、301Cについては、いずれもOECDによって易生分解試験として標
準化された試験方法であり、ご意見にも頂いたとおり、理論的には生分解度につ
いて同じ結果が得られるものと考えられます。各試験方法については、それぞれ
諸条件が定められており、各試験の正当性についても、基準物質の生分解度が
基準値をクリアすることにより確認されます。補正係数を設定することは適切では
ありません。また、本基準案においては、選定した試験のいずれか一つを実施す
ることとなっており、運用上の障害も特にないと考えられます。従って、現行どおり
としました。

5 4.認定の基準
4-2.品質に関する
基準（12）

2サイクルエンジン油の規格であるJASO(日本自動車規格）M345-93は2003年
3月に改正され、M345：2002となった。改正規格では、FAグレードが廃止さ
れ、FCグレードの上位等級であるFDグレードが規定されている。そこで適合
すべき規格としては、FCグレード以上としてはどうか。

ご意見のとおり、修正しました。

意見者数：4名
意見数　 ：5件

商品類型No.110 「生分解性潤滑油　Version2.0（認定基準公開案）」への意見と回答商品類型No.110 「生分解性潤滑油　Version2.0（認定基準公開案）」への意見と回答商品類型No.110 「生分解性潤滑油　Version2.0（認定基準公開案）」への意見と回答商品類型No.110 「生分解性潤滑油　Version2.0（認定基準公開案）」への意見と回答
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