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1．環境的背景
社会基盤の整備の一環として実施される土木・建設関連事業は、経済への波及効果が期待

される半面、海洋、河川、陸地などの自然環境や生活環境に与える環境負荷も著しいこと
から、自然環境との調和や良好な生活環境の保全・形成、エネルギー効率向上による地球
温暖化の防止など、「環境基本法」の理念に基づく新たな土木・建設関連事業が模索され
ている。
こうした環境保全に加え、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「循環型社会形成推

進基本法」、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」およ
び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、廃棄物
の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）の推進に努め
ることが土木・建設関連事業においても定められた。さらに、土木・建設事業者が環境負
荷低減に向けて自主的に推進する取組みとして「建設業におけるグリーン調達ガイドライ
ン」が平成 14年に策定された。
我が国のマテリアルバランスのうち、土木・建設関連事業に起因する割合は、新たに投入

される資源の約 4割(平成 14年版　循環型経済白書、平成 13年度主要建設資材需要見通し)、
産業廃棄物中の約 2 割、最終処分場搬入の約 4割(平成 14 年版　環境白書)がそれぞれ占め
ることから、土木・建設関連事業におけるリデュース、リユースおよびリサイクルを進め
ていくことは、循環型社会を形成していく上で大きな効果が期待される。
土木・建設関連事業により環境要素に与える負荷は、その実施場所、工法、使用する資材

の種類など多くの影響要因によって異なる。これらの影響要因のひとつである土木資材を
エコマークの対象とすることにより、環境負荷の軽減が可能であることから、新たな製品
に関するエコマーク認定基準を制定し、既認定商品との整理統合により「土木製品」とし
て定めるものである。
新たな認定基準は、従来から推奨してきた再生材料の使用による新材消費や廃棄物発生の

抑制に加えて、有害化学物質の使用削減、省エネルギー、生態系への影響などにも配慮し、
土木製品の特徴ともいえる施工や長期間の使用による環境負荷を低減するとともに、二次
的な自然環境の創生により自然との共生を目指す。また、評価にはライフサイクルの概念
を導入し、土木製品として施工時のライフステージを考慮し、より具体的な環境負荷項目
の選定に努めた。

2．対象

土木資材のうち主に公共の用に供するものとし、別表 1に掲げるものとする。

3．用語の定義

共通基準に関する用語

リサイクル：マテリアルリサイクルをいう。エネルギ回収（サーマルリサイクル）は含まな

い。

再資源化：使用済みとなって排出され、再使用、リサイクル、エネルギ回収、油化、ガス化、高

炉還元またはコークス炉化学原料化を目的に回収後、再資源化工程へ投入すること。

再生材料：プレコンシューマ材料またはポストコンシューマ材料またはそれらの混合物。

・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。
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・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。

基準配合率：製品を造る際に必要な各原料に対する再生材料の使用割合(質量％)。すなわち、

基準配合率＝再生材料／各原料、であり、原料ごとに定める。

使い捨て商品：本来の材料で繰り返し使われている耐久性のある商品がある分野において、繰り

返しての使用を目的としない商品。

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。

紙に関する用語

古　　　　紙：市中回収古紙および産業古紙。

・市中回収古紙：店舗、事務所および家庭などから発生する使用済みの紙。

・産業古紙：原紙の製造工程後の加工工程（紙加工工場、紙製品工場、印刷工場および製本工

場など、紙を原材料として使用する工場）から発生し、製品として使用されない紙。

ただし、原紙の製造工程内で発生し､再び同じ工程内で原料として使用される紙は除

く。

古紙パルプ配合率：製品に含まれるパルプ中の古紙パルプの質量割合で、

古紙パルプ／（バージンパルプ＋古紙パルプ）×100（％）で表される。

ただし、パルプは含水率 10％の質量とする。

木材に関する用語

再・未利用木材：以下に定義する間伐材、廃木材、建設発生木材および低位利用木材をいう。

・間　伐　材 ：林分の混み具合に応じて、目的とする樹種の個体密度を調整する作業により生

産される木材。

・廃　木　材 ：使用済みの木材（使用済み梱包材など）、木材加工工場などから発生する

残材（合板・製材工場などから発生する端材、製紙未利用低質チップなど）、剪

定した枝、樹皮などの木材および木質材料。

・建設発生木材：建築物解体工事、新築・増築工事、修繕模様替え、その他工作物に関す

る工事などの建設工事に伴って廃棄物となった木材および木質材料。

・低位利用木材：林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られ

る木材、曲がり材、小径材などの木材。また、竹林で産出される環境保全上の適

切な維持管理のために伐採する竹も含む。

なお、小径材については、末口径 14cm 未満の木材とし、以下の a あるいは b

に該当する場合は、中立的な第三者あるいは公的機関によって、持続可能な管理

がなされている森林であることの認証を受けているものとする。

a. 天然生林から産出された丸太から得られる小径材

b. 人工林において皆伐、郡状拓伐および帯状拓伐によって産出された丸太か

ら得られる小径材

・廃植物繊維 ：もみがらなどの農作物の収穫および製造工程で発生する農業残渣、および
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麻袋などの使用済み梱包材など。

・木質部　：木の実質（植物繊維も含む）。

ガラスに関する用語

ガラスカレット：廃ガラスをガラス原料に再生処理（分別、異物除去など）したもの。

ガラスカレット利用率：製品として使用するすべてのガラス材料中のガラスカレット投入量の割

合。すなわち、

ガラスカレット利用率＝ガラスカレット／（一製品当たりの）全ガラス材料

とし、すべての材料は質量で表すものとする。

プラスチックに関する用語

プラスチック：単一若しくは複数のポリマと、特性付与のために配合された添加剤、充填材など

からなる材料。

再生プラスチック原材料：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プラス

チック原材料。

繊維に関する用語

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。

リサイクル繊維：反毛繊維、ポリマーリサイクル繊維またはケミカルリサイクル繊維。

・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。

・ポリマーリサイクル繊維：ポストコンシューマ素材およびプレコンシューマ素材の再生処理

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樹脂からつくられた

繊維。

・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。

リサイクル布：検品による不良布、古着および古布を裁断した布。

その他の用語

廃　ゴ　ム　：使用済みのタイヤ、チューブなどの使用済みゴム。

建 設 汚 泥 ：「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」（平成１３年６月１１日環産

達第２６号）に定める建設汚泥。

粗　骨　材　：5mm 網ふるいに質量で 85％以上留まる骨材。

細　骨　材　：10mm 網ふるいを全部通り、5mm 網ふるいを質量で 85％以上通る骨材。

緑化基盤材　：「肥料」(肥料取締法による定義)および「土壌改良資材」(地力増進法による定義)

以外の植栽基盤の改良を目的とした資材。

ドレーン材　：粒状の固形物で、透水性を高めることを目的とした資材。

埋　戻　材　：粒状の固形物で、埋め戻しに用いる資材。
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4．認定の基準

4-1．環境に関する基準

4-1-1．共通の基準

(1) 製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、廃棄物処理、有害物質の

排出および労働衛生などについて、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。

4-1-2．材料に関する基準

製品は、製品を構成する各材料が、以下に示す材料に関する基準をそれぞれ満たす

こと。ただし、小付属（ネジ、接着剤など製品の機能上必要な小さな部品）は、以下に

示す材料に関する基準を適用しない。

A．木材

(2) 使用する木材保存剤は、(社)日本木材保存協会の認定を受けていること。

B．プラスチック

(3) プラスチック添加物は、各業界毎に自主基準で定められているポジティブリス

トに従うこと。ただし、(財)日本防炎協会の認定を受けた「防炎物品」または

「防炎製品」については、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)を含まない難燃剤の使用を認める。また、鉛(Pb)系、カドミウム(Cd)

系、トリブチルスズ化合物(TBT)、トリフェニルスズ化合物(TPT)などの有機

スズ(Sn)化合物系の化合物を使用していないこと。

C．ガラスカレット

(4) ガラスカレットからの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平

成 14 年、環境省令第 29 号)別表第 2 に挙げられた特定有害物質の要件のうち、

カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素につい

て満たしていること。

D．繊維

(5) リサイクル繊維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。

4-1-3．個別製品に関する基準

A．木製タイル・ブロック

(6) 木質部の原料は、再・未利用木材の配合率が 100 質量％であること。低位利

用木材のうち小径材において、a あるいは b に該当する場合の森林認証に

ついては、別表 3を満たしているものであること。

(注)質量％は、気乾状態*1または製品を 20±2℃、湿度 65％±5％で恒量*2 に

達した時点での製品または各材料の質量比率を指す。

*1：通風のよい室内に 7 日間以上放置したものをいう。
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*2：24 時間毎の質量を測定し、その変化率が 0.1％以下になったものをいう。

(7) 間伐材・小径材、廃木材、建築解体木材および低位利用木材以外の材料を組み

合わせて使用する製品は、木質部が、付加された材料を含む製品全体の 70 質

量％以上であること。

(8) 製品に塗料が使用されている場合は、エコマーク商品類型 No.126「塗料

Version1.0」の基準を満たしていること。

(9) 製品はハロゲン系元素で構成される樹脂の使用のないこと。

(10) 製品の包装はリサイクル容易性に配慮されていること。包装に使用されるプラ

スチック材料は、ハロゲンを含むポリマ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。

B．鉄鋼建材

(11) 製造段階で廃棄物の発生量を減少させる配慮がなされていること。

(12) 製造段階で必要となる新規資源の投入量、エネルギー消費量、二酸化炭素排出

量に配慮していること。

(13) 各対象製品は、以下の基準を満たしていること。

a. 透水性鋼矢板

あらかじめ透水孔を設けた鋼矢板(透水性鋼矢板)で、耐震性、耐洗掘性、耐久性など、護岸に

求められる構造的機能を損なうことなく、陸域・水域の水循環(地下水流動)が可能なこと。

b. 鋼矢板護岸緑化用植栽フィン

鋼矢板護岸に取り付け可能で、多年草抽水植物の育成基盤となる土壌を保持した緑化用植栽

フィンで、耐震性、耐洗掘性、耐久性など、護岸に求められる構造的機能を損なうことなく、

植物で鋼矢板面が覆い隠れるような景観上の配慮がなされており、護岸の植生が可能なこと。

c. 低排土鋼管杭

低振動・低騒音の施工に適合する鋼管杭で、杭体築造段階における地上への排土体積が杭体

体積（閉塞面積×杭長）の 30％以下であること。

C．骨材

(14) 再生骨材は、コンクリート構造物を解体したコンクリート塊を破砕して製造し

た粗骨材の配合率が製品質量全体の 100 質量％以上であること。溶融固化物

骨材については、一般廃棄物、下水汚泥などの溶融固化物が製品質量全体の

100 質量％であること。スラグ骨材については、それぞれ高炉スラグ、フェロ

ニッケルスラグ、銅スラグが製品質量全体の 100 質量％であること。

(15) 製造段階で必要となる新規資源の投入量、エネルギー消費量、二酸化炭素排出

量に配慮していること。

(16) 製品からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成 14 年、環

境省令第 29 号)別表第 2に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。

ただし、溶融固化物骨材およびスラグ骨材については、溶出基準で対象とする
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物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素

の 8 種とする。また、認定期間中においては年 2 回の試験を行い、試験結果を

開示できること。

(17) 製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成 14 年、環境

省令第 29 号)別表第 3に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。

ただし、溶融固化物骨材およびスラグ骨材については、含有基準で対象とする

物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素

の 8 種とする。また、認定期間中においては年１回の試験を行い、試験結果を

開示できること。

D．セメント

(18) 原料として、用語の定義に言う「再生材料」であって、表 1に定めた材料を使

用していること。

(19) 製品 1 トンの製造に使用する原料（燃料および混合材料を含む）のうち、上記

再生材料の合計が 0.4 トン以上であること。なお、汚泥、スラッジなどの水分

を含んだ再生材料は、入荷時の質量で算定する。

表 1　セメントに使用できる再生材料

再生材料名

高炉スラグ
石炭灰
副産石膏
汚泥、スラッジ
非鉄鉱滓など
製鋼スラグ
燃えがら(石炭灰は除く)、ばいじん、ダスト
ボタ
鋳物砂
廃タイヤ
再生油
廃油
廃白土
廃プラスチック
その他「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に定める
一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く)および産業廃棄物
(特別管理産業廃棄物を除く)であって、セメント成分、燃
料または混合材料として適切であるもの

(20) 焼成などの熱処理を伴う製造工程においては、CO2排出量に配慮していること。

(21) 製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成 14 年、環境

省令第 29 号)別表第 3 に挙げられた特定有害物質のうちカドミウム、鉛、六価

クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素の 8 種とする。

(22) セメントおよびセメント系固化材を地盤改良に使用する場合は、「セメント及
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びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する当面の

措置について」(平成 12 年 3 月 24 日、建設省技調発第 48 号)に従って六価ク

ロム溶出試験を実施し、必要に応じて適切な措置を講じること。

(23) 施工、使用、維持、管理、解体、廃棄、リサイクルに関するマニュアルを有し、

当該製品を使用する施工者および構造物の所有者および製品の製造者に配布

すること。なお、マニュアルには以下の内容についての記載があること。

a. 再生材料の使用、施工時および使用・維持・管理時の製品の飛散および磨耗な

どによる有害物質を含む粉体の発生、認定基準D．(21)に関する情報（詳細につ

いては、問い合わせも可であることを明記する）

b. 構造物および製品の施工、使用、維持、管理に関する製品情報

c. 構造物および製品の解体、廃棄に関する製品情報

d. マニュアルの保存（構造物および製品の解体、廃棄、製品のリサイクルまでマ

ニュアルの保存）

E．コンクリート製品

(24) 製品は、以下の a.または b.のいずれかに適合すること。

a. 透水性コンクリートを使用する製品

透水係数が 1×10-2cm/sec 以上であること。

b. 表 2に示す「再生材料」を基準配合率以上使用していること。使用する再生

材料の組み合わせは、骨材のみの使用、または、骨材およびセメントの使用

のいずれかとする。

表 2　コンクリート製品に使用できる再生材料

再生材料の種類 基準配合率
対象「骨材」の基準C．(14)～C．(17)を
満たす粗骨材

使用する粗骨材の 50 質量％
ただし「溶融固化物骨材」については、
使用する細骨材の 50 質量%

対象「セメント」の基準D．(18)D．(23)
を満たすセメント

使用するセメントの 50 質量％

(25) 製品からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成 14 年、環

境省令第 29 号)別表第 2に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。

(26) 製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成 14 年、環境

省令第 29 号)別表第 3 に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。

(27) 施工、使用、維持・管理、解体、廃棄、リサイクルに関するマニュアルを有し、

当該製品を使用する施工者および構造物の所有者に配布すること。なお、マ

ニュアルには以下の内容についての記載があること。

a. 透水性コンクリートまたは再生材料の使用、施工時および使用・維持・管理時

の製品からの有害物質の溶出および磨耗などによる有害物質を含む粉体の発生、

認定基準E．(25)、(26)に関する情報に関する情報（詳細については、問い合わ
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せも可であることを明記する）

b. 構造物の施工、使用、維持、管理に関する製品情報

c. 構造物の解体、廃棄に関する製品情報

d. 製品のリサイクルに関する情報

e. マニュアルの保存（構造物の解体、廃棄、製品のリサイクルまでマニュアルの

保存）

(28) 使用後、更にリサイクルできること。他製品との分離が可能であること。

F．舗装用材

(29) 製品に使用する全ゴム中の再生ゴムの質量割合が 100％であること。

(30) ゴム粒子入り凍結防止舗装材は、廃棄後に改質設備により適切なリサイクルが

可能であること。

(31) 資源採取からリサイクルまでの各段階で必要となる新規資源の投入量、エネル

ギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。

(32) ゴム粒子からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成 14 年、

環境省令第 29 号)別表第 2に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこ

と。

(33) 認定基準F．(32)に関する情報を提供できること。

G．造園・緑化材

(34) 製品は、表 3に示す「再生材料」の合計質量が製品質量全体の 70％以上であ

ること。ただし、コンクリートとその他の材料を組み合わせて使用した製品は、

コンクリート部分を除いた製品質量に対する再生材料配合率が 70％以上であ

ること。コンクリートのみで構成される製品、またはコンクリート部分は、表

4に示す「再生材料」を基準配合率以上使用していること。使用する再生材料

の組み合わせは、骨材のみの使用、または、骨材およびセメントの使用のいず

れかとする。

また、製品の使用目的が一定の期間で終了し、環境中に放置される可能性のあ

る製品については、A 区分の再生材料のみを使用すること。

C 区分の再生材料を使用する場合は、原料の前処理または製品の製造工程にお

いて、焼成または溶融固化されていること。

(35) コンクリート部分からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則

(平成 14 年、環境省令第 29 号)別表第 2 に挙げられた全ての特定有害物質の要

件を満たすこと。

(36) コンクリート部分の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成

14 年、環境省令第 29 号)別表第 3 に挙げられた全ての特定有害物質の要件を

満たすこと。

(37) 資源採取からリサイクルまでの各段階で必要となる新規資源の投入量、エネル

ギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。
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(38) 認定基準G．(35)、(36)に関する情報を提供できること。

(39) 製品を包装する場合は、リサイクル容易性に配慮されていること。ただし、包

装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲ

ン化合物を処方構成成分として添加していないこと。包装資材などに金属を用

いるものにあっては、廃棄時にリサイクルが容易であるように、分離・分別の

設計がなされていること。

表 3　造園・緑化材に使用できる再生材料（コンクリート部分を除く）

再　生　材　料

再・未利用木材

廃植物繊維（わら、椰子、コケなど）

Ａ区分

古紙

対象「骨材」の基準C．(14)～C．(17)を満たす粗骨材

対象「セメント」の基準D．(18)D．(23)を満たすセメント

未利用繊維

反毛繊維

ポリマーリサイクル繊維リサイクル繊維

ケミカルリサイクル繊維

繊維

未利用布、リサイクル布

鉱業・採石
廃棄物類

採石および窯業廃土、珪砂水簸時の微小珪砂
(キラ)

金属工業
廃棄物類

鉄鋼スラグ、鋳物砂、陶磁器屑、銅スラグ、フェ
ロニッケルスラグ、電気炉スラグ

その他の産業型
廃棄物類

石炭灰、廃プラスチック、貝殻、廃ゴム、ガラ
スカレット、石膏（脱硫石膏を含む）、グラス
ウール、ロックウール

Ｂ区分

一般廃棄物および下水道汚泥の溶融固化物

生活・自然発生
汚泥類

上水道汚泥、湖沼などの汚泥

産業発生汚泥類
製紙スラッジ、アルミスラッジ、メッキスラッ
ジ、研磨スラッジ

C 区分

建設汚泥

注1) 木質部の質量％は、気乾状態*1 または製品を 20±2℃、湿度 65％±5％で恒量*2 に達
した時点での製品または各材料の質量比率を指す。
*1：通風のよい室内に 7 日間以上放置したものをいう。
*2：24 時間毎の質量を測定し、その変化率が 0.1％以下になったものをいう。

注2) 再生プラスチックは、再生ポリマとバージンポリマとの複合使用を認める。原料ポ
リマとして、ポストコンシューマ材料を使用する製品は、ポストコンシューマ材料
からなるプラスチックの質量割合が、表中の［　］内の条件を満たすことでよい。

表 4　コンクリート部分に使用できる再生材料

再生材料の種類 基準配合率

対象「骨材」の基準C．(14)～C．(17)
使用する粗骨材の 50 質量％
ただし「溶融固化物骨材」については、
使用する細骨材の 50 質量%

対象「セメント」の基準D．(18)D．(23)を満
たすセメント

使用するセメントの 50 質量％
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H．道路標識・区画線

H－1．道路標識板

(40) 板と反射シートによって構成される道路標識板の板部分は、使用済みの道路標

識板を再使用したものであること。

(41) 反射シート部分の素材については、4-1-2．B．(3)を満たしていること。

(42) 材質が明確で、分離・分別の設計がなされていること。また、部品などの取り

替えが容易であること。

H－2．道路標識用材

(43) 製品は、表 5に示す「再生材料」の合計質量が製品質量全体の 70％以上であ

ること。且つ、各再生材料は表 5に示す基準配合率を満たすこと。

表 5　道路標識用材に使用できる再生材料

再　生　材　料 基準配合率(質量％)

骨材 対象「骨材」の基準C．(14)～C．(17)を満たす粗骨材 /全粗骨材×100≧50
ただし、溶融固化物骨材を用いるものは以下のとおりとする。
対象「骨材」の基準を満たす溶融固化物骨材/全細骨材×100≧50

セメント
対象「セメント」の基準D．(18)D．(23)を満たすセメント /全セメント×100
≧50
道路鋲 再生プラスチック/全プラスチック×100=100

再生プラスチック
その他の道路標識用材

再生プラスチック/全プラスチック×100≧70
[60]

ガラスカレット ガラスカレット /全ガラス材料×100＝100

再・未利用木材 (間伐材･小径材+廃木材+低位利用木材)/全木質材料×100=100
注1) 木質部分の質量％は、気乾状態*1 または製品を 20±2℃、湿度 65％±5％で恒量*2 に達した時点での製品また

は各材料の質量比率を指す。
*1：通風のよい室内に 7 日間以上放置したものをいう。

*2：24 時間毎の質量を測定し、その変化率が 0.1％以下になったものをいう。
注 2)再生プラスチックは、再生ポリマとバージンポリマとの複合使用を認める。原料ポリマとして、ポストコン

シューマ材料を使用する製品は、ポストコンシューマ材料からなるプラスチックの質量割合が、表中の［　］
内の条件を満たすことでよい。

(44) コンクリート部分からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則

(平成 14 年、環境省令第 29 号)別表第 2 に挙げられた特定有害物質の要件を満

たすこと。

(45) コンクリート部分の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成

14 年、環境省令第 29 号)別表第 3 に挙げられた特定有害物質の要件を満たす

こと。

(46) 資源採取からリサイクルまでの各段階で必要となる新規資源の投入量、エネル

ギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。

(47) 材質が明確で、分離・分別の設計がなされていること。また、部品などの取り
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替えが容易であること。

(48) 製品は、クロム、カドミウム、ヒ素を処方構成成分として添加していないこと。

(49) 施工、使用、維持、管理、解体、廃棄、リサイクルに関するマニュアルを有し、

当該製品を使用する施工者および構造物の所有者に配付すること。なお、マ

ニュアルには以下の内容についての記載があること。

a. 再生材料の使用、施工時および使用・維持・管理時の製品中の有害物質に関す

る情報（詳細については、問い合わせも可であることを明記する）

b. 構造物の施工、使用、維持、管理に関する製品情報

c. 仕様と耐久性に関する製品情報

d. 構造物の解体、廃棄に関する製品情報

e. 製品のリサイクルに関する情報

f. マニュアルの保存（構造物の解体、廃棄、製品のリサイクルまでマニュアルの

保存）

(50) 製品の包装は、リサイクル容易性に配慮されていること。包装に使用されるプ

ラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマ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。

H－3．区画線（路面表示塗料用ガラスビーズ）

(51) 製品は、ガラスカレット利用率 100％であること。

(52) 製品の包装は、リサイクル容易性に配慮されていること。ただし、包装に使用

されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマ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。包装資材などに金属を用いるもの

にあっては、廃棄時にリサイクルが容易であるように、分離・分別の設計がな

されていること。

(53) 製品からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成 14 年、環

境省令第 29 号)別表第 2 に挙げられた特定有害物質の要件のうち、カドミウム、

鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素について満たしてい

ること。

(54) 製品に使用される着色剤などは、カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素、セレ

ンおよびその化合物を処方構成成分として添加していないこと。

(55) H－3．(53)、(54)に係る情報を製品のマニュアルに表示していること。

I．仮設材

(56) 製品は、表 6に示す「再生材料」の配合率が製品質量全体の 70％以上である

こと。且つ、各再生材料は表 6に示す基準配合率を満たすこと。
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表 6　仮設材に使用できる再生材料

再　生　材　料 基準配合率(重量％)

骨材 対象「骨材」の基準C．(14)～C．(17)を満たす粗骨材 /全粗骨材
×100≧50
ただし、溶融固化物骨材を用いるものは以下のとおりとする。
対象「骨材」の基準を満たす溶融固化物骨材/全細骨材×100≧50

セメント 対象「セメント」の基準D． (18)D．(23)を満たすセメント /全セ
メント×100≧50

再生プラスチック 再生プラスチック/全プラスチック×100≧70　[60]

ガラスカレット ガラスカレット /全ガラス材料×100＝100

再・未利用木材 (間伐材･小径材+廃木材+低位利用木材)/全木質材料×100=100

古紙パルプ 古紙パルプ/(バージンパルプ+古紙パルプ )×100=100

注1) 木質部分の質量％は、気乾状態*1 または製品を 20±2℃、湿度 65％±5％で恒量*2 に達した時点
での製品または各材料の質量比率を指す。
*1：通風のよい室内に 7 日間以上放置したものをいう。
*2：24 時間毎の質量を測定し、その変化率が 0.1％以下になったものをいう。

注2) 再生プラスチックは、再生ポリマとバージンポリマとの複合使用を認める。原料ポリマとして、
ポストコンシューマ材料を使用する製品は、ポストコンシューマ材料からなるプラスチックの
質量割合が、表中の［　］内の条件を満たすことでよい。

(57) コンクリート部分からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則

(平成 14 年、環境省令第 29 号)別表第 2 に挙げられた特定有害物質の要件を満

たすこと。

(58) コンクリート部分の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成

14 年、環境省令第 29 号)別表第 3 に挙げられた特定有害物質の要件を満たす

こと。

(59) 製品は、クロム、カドミウム、ヒ素を処方構成成分として添加していないこと。

(60) 使い捨て商品でないこと。

ただし、用語の定義に言う「使い捨て商品」であっても、使用後回収されリ

サイクルされるシステムが確立され、かつ実際にリサイクルされている場合

には、この条項は適用しない。主な再生材料として、古紙標準品質規格表に

いう雑誌、ダンボールおよび台紙地券からなる古紙パルプを配合した製品に

ついては、使用後回収され再資源化されるシステムが確立され、かつ実際に

再資源化されている場合には、本項目を適用しない。

(61) 認定基準I．(57)および(58)に関する情報を提供できること。

J．道路用材

J－1．道路照明

(62) 低誘虫性道路照明については、光源に高圧ナトリウムランプを使用し、水銀ラ

ンプを用いた照明施設と比較して電力消費量が35％以上削減されていること。

(63) 高欄照明については、道路照明を高架や橋梁などの壁高欄や遮音壁に設置する

ことにより、道路外部への光の漏洩が軽減されていること。
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J－2．高性能騒音低減装置

(64) 本体に取り付けが可能であり、取り付け後に遮音壁の全高さが高くならないこ

と。

(65) 製品を取り付けることにより騒音が 2.0dB 以上低減することが確認されてい

ること。

J－3．その他の道路用材

(66) 製品は、表 7に示す「再生材料」の配合率が製品質量全体の 70％以上である

こと。且つ、各再生材料は表 7に示す基準配合率を満たすこと。

表 7　道路用材に使用できる再生材料

再　生　材　料 基準配合率(質量％)

骨材 対象「骨材」の基準C．(14)～C．(17)を満たす粗骨材 /全粗骨材
×100≧50
ただし、溶融固化物骨材を用いるものは以下のとおりとする。
対象「骨材」の基準を満たす溶融固化物骨材/全細骨材×100≧50

セメント 対象「セメント」の基準D． (18)D．(23)を満たすセメント /全セ
メント×100≧50

再生プラスチック 再生プラスチック/全プラスチック×100≧70　[60]

ガラスカレット ガラスカレット /全ガラス材料×100＝100

再・未利用木材 (間伐材･小径材+廃木材+低位利用木材)/全木質材料×100=100
注1) 木質部分の質量％は、気乾状態*1 または製品を 20±2℃、湿度 65％±5％で恒量*2 に達した時点

での製品または各材料の質量比率を指す。
*1：通風のよい室内に 7 日間以上放置したものをいう。

*2：24 時間毎の質量を測定し、その変化率が 0.1％以下になったものをいう。
注2) 再生プラスチックは、再生ポリマとバージンポリマとの複合使用を認める。原料ポリマとして、

ポストコンシューマ材料を使用する製品は、ポストコンシューマ材料からなるプラスチックの
質量割合が、表中の［　］内の条件を満たすことでよい。

(67) コンクリート部分からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則

(平成 14 年、環境省令第 29 号)別表第 2 に挙げられた特定有害物質の要件を満

たすこと。

(68) コンクリート部分の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成

14 年、環境省令第 29 号)別表第 3 に挙げられた特定有害物質の要件を満たす

こと。

(69) 認定基準J．(67)、(68)に関する情報を提供すること。

(70) コンクリート製品については、廃棄後の処理方法に関する情報を提供できるこ

と。

(71) 木製遮音壁に使用する木材に重金属による防腐処理を施した場合は、遮音壁の

補修などにより発生した廃木材を焼却する際は、焼却灰などの飛散対策が行わ

れた施設において焼却すること。
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K．上・下水道材

(72) 製品は、表 8に示す「再生材料」の合計質量が製品質量全体の 70％以上であ

ること。且つ、各再生材料は表 8に示す基準配合率を満たすこと。

表 8　上・下水道材に使用できる再生材料

再　生　材　料 基準配合率(質量％)

骨材 対象「骨材」の基準C．(14)～C．(17)を満たす粗骨材 /全粗骨材×100
≧50
ただし、溶融固化物骨材を用いるものは以下のとおりとする。
対象「骨材」の基準を満たす溶融固化物骨材/全細骨材×100≧50

セメント 対象「セメント」の基準D．(18)D．(23)を満たすセメント /全セメン
ト×100≧50

再生硬質塩化ビニル 再生硬質塩化ビニル /全硬質塩化ビニル×100≧50

再生硬質塩化ビニル以外の
再生プラスチック

再生プラスチック/全プラスチック×100≧70　[60]

注1) 再生プラスチックは、再生ポリマとバージンポリマとの複合使用を認める。原料ポリマとして、ポストコ
ンシューマ材料を使用する製品は、ポストコンシューマ材料からなるプラスチックの質量割合が、表中の
［　］内の条件を満たすことでよい。

(73) コンクリート部分からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則

(平成 14 年、環境省令第 29 号)別表第 2 に挙げられた特定有害物質の要件を満

たすこと。

(74) コンクリート部分の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成

14 年、環境省令第 29 号)別表第 3 に挙げられた特定有害物質の要件を満たす

こと。

(75) 資源採取からリサイクルまでの各段階で必要となる新規資源の投入量、エネル

ギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。

(76) 製品は、クロム、カドミウム、ヒ素を処方構成成分として添加していないこと。

(77) 再生硬質塩化ビニル製品、再生プラスチック製品については、廃棄時にリサイ

クルのルートが確立しており、製品中プラスチック部分の 70％以上（ただし、

本基準制定後、2 年間は 50％以上で可とする）が回収され、回収されたプラ

スチックの 60％以上がマテリアルリサイクルされることが確かであること。

回収されたプラスチックの残りの部分については、エネルギー回収などの利用

がなされること。

(78) 認定基準K．(73)、(74)に関する情報を提供できること。

(79) 製品の包装は、リサイクル容易性に配慮されていること。ただし、包装に使用

されるプラスチック材料は、ハロゲンを含むポリマ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。

L．橋梁・河川・港湾用材

(80) 防げん材・ゴム製タラップについては、製品に使用する全ゴム中の再生ゴムの
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質量割合が 100％であること。

(81) 不透過型鋼製砂防堰堤は、ダブルウォール型式（鋼矢板などを上下流面の壁材

として使用し、壁材間をタイロッドなどで接続して堰堤とする）については、

堰堤体積の 70％以上に対し現地で発生した土砂・礫を中詰材として利用でき

ること。また、鋼製枠型式（形鋼を組み合わせて堰堤とする）については、堰

堤体積の 70％以上に対し現地で発生した礫を中詰材として利用できること。

ただし、鋼製枠型式において使用する中詰材については礫径 150mm 以上とし、

さらに壁材にエキスパンドメタルなどを用いる鋼製枠型式は礫径 50mm 以上

とする。

(82) 透過型鋼製砂防堰堤は、土石流の発生時に土石流を捕捉する目的で設置される

堰堤であって、常時は流水や砂礫を流下させ、河床低下や海浜後退を抑制する

とともに、動植物の移動を妨げないこと。

(83) 特殊型ふとんかごは、溶接金網や形鋼などの剛性の高い材料で構成されたふと

んかごであること。港湾築堤マット、蛇かごおよび特殊型ふとんかごは、かご

体積の 70％以上に対し、現採土砂・礫を中詰材として利用できること。

(84) 防げん材・ゴム製タラップおよび港湾築堤マットにおいては、G．の表 3、表

4に示す「再生材料」の合計質量が製品質量全体の 70％以上であること。

M．その他資材

M－1．ドレーン材、埋戻材

(85) 製品は、表 9に示す「再生材料」の配合率が製品質量全体の 70％以上である

こと。B 区分の再生材料を使用する場合は、原料の前処理または製品の製造工

程において、焼成または溶融固化されていること。

表 9　ドレーン材、埋戻材に使用できる再生材料

再　生　材　料
鉱業・採石
廃棄物類

採石および窯業廃土、珪砂水簸時の微小珪砂
(キラ)

金属工業
廃棄物類

鉄鋼スラグ、鋳物砂、陶磁器屑、銅スラグ、フェ
ロニッケルスラグ、電気炉スラグ

その他の産業型
廃棄物類

石炭灰、貝殻、ガラスカレット、石膏（脱硫石
膏を含む）、グラスウール、ロックウール

一般廃棄物および下水道汚泥の溶融固化物

A 区分

再･未利用木材

生活・自然発生
汚泥類

上水道汚泥、湖沼などの汚泥

産業発生汚泥類 製紙スラッジ、アルミスラッジ、メッキスラッ
ジ、研磨スラッジ

B 区分

建設汚泥

(86) 資源採取からリサイクルまでの各段階で必要となる新規資源の投入量、エネル

ギー消費量、二酸化炭素排出量に配慮していること。
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(87) 製品からの有害物質の溶出について、土壌汚染対策法施行規則(平成 14 年、環

境省令第 29 号)別表第 2に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。

ただし、溶融処理をした再生材料のみを用いる常温成形品、溶融品および焼成

品については、溶出基準で対象とする物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ

素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素の 8 種とする。

(88) 製品中の有害物質の含有について、土壌汚染対策法施行規則(平成 14 年、環境

省令第 29 号)別表第 3に挙げられた全ての特定有害物質の要件を満たすこと。

ただし、溶融処理をした再生材料のみを用いる常温成形品、溶融品および焼成

品については、含有基準で対象とする物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ

素、総水銀、セレン、ほう素、ふっ素の 8 種とする。

(89) ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁および土壌の汚染に係る環境基

準(平成 11 年 12 月 27 日、環境庁告示第 68 号)について、別表に挙げられた土

壌に関する基準値を満たすこと。

(90) 認定基準M－1．(87)、(88)、(89)に関する情報を提供できること。

M－2．緑化基盤材

(91) 製品は、表 10に示す「再生材料」の配合率が製品質量全体の 70％以上である

こと。B 区分の再生材料を使用する場合は、原料の前処理または製品の製造工

程において、焼成または溶融固化されていること。

表 10　緑化基盤材に使用できる再生材料

再　生　材　料

鉱業・採石
廃棄物類

採石および窯業廃土、珪砂水簸時の微小珪砂
(キラ)

金属工業
廃棄物類

鉄鋼スラグ、鋳物砂、陶磁器屑、銅スラグ、フェ
ロニッケルスラグ、電気炉スラグ

その他の産業型
廃棄物類

石炭灰、貝殻、石膏（脱硫石膏を含む）、ロッ
クウール

A 区分

一般廃棄物および下水道汚泥の溶融固化物

生活・自然発生
汚泥類

上水道汚泥、湖沼などの汚泥

産業発生汚泥類 製紙スラッジ、アルミスラッジ、メッキスラッ
ジ、研磨スラッジ

B 区分

建設汚泥

M－3．非塩化物系凍結防止剤

(92) 酢酸系の物質を主成分とし、処方構成成分として塩化物を添加していないこと。

(93) 製品には、適切な使用方法や取り扱いに関する説明書および MSDS を添付す

ること。

M－4．のり面防護網（環境配慮型落石防止工、環境配慮型のり面崩落防止工）

(94) 環境配慮型落石防止工は、ワイヤロープやアンカーなどで構成された落石防止
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工で、対策工施工対象範囲の 70％以上の法面で、樹木を伐採することなく自

然斜面を保全できること。

(95) 環境配慮型のり面崩落防止工は、ワイヤロープや受圧板、アンカーなどで構成

された法面崩落防止工で、対策工施工対象範囲の 70％以上の法面で、樹木を

伐採することなく自然斜面を保全できること。

M－5．埋設標識シート

(96) 製品は、表 11に示す｢再生材料｣の配合率が製品質量全体の 100％であること。

表 11　埋設標識シートに使用できる再生材料

再生プラスチック
ポリマーリサイクル樹脂繊維リサイクル繊維
ケミカルリサイクル繊維

4-2．品質に関する基準

4-2-1．共通基準

品質に関する基準なし。

4-2-2．材料に関する基準

品質に関する基準なし。

4-2-3．個別製品に関する基準

A．木製タイル・ブロック

(97) 品質については、日本工業規格、日本農林規格またはこれに準ずる品質基準の

ある製品にあっては、該当規格に適合していること。

それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方法が定められている項

目について、類似する日本工業規格などの基準に適合していること。

B．鉄鋼建材

(98) 品質については、日本工業規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっ

ては、該当規格に適合していること。

それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方法が定められている項

目について、類似する日本工業規格などの基準に適合していること。

C．骨材

(99) 高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材については、それ

ぞれの日本工業規格に適合していること。

(100) 溶融固化物骨材は、「一般廃棄物、下水汚泥等の溶融固化物を用いたコンク

リート用細骨材（コンクリート用溶融スラグ細骨材）」JIS TR A0016 を満た

していること。
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(101) 再生骨材については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質

基準(案)」(建設省、平成 6 年)に定められた再生骨材に適合していること。

D．セメント

(102) 品質については、「ポルトランドセメント」JIS A5210、「高炉セメント」JIS

A5211、「フライアッシュセメント」JIS A5213、「エコセメント」JIS R5214

にそれぞれ適合していること。

E．コンクリート製品

(103) 品質については、日本工業規格、国土交通大臣認定、各地方自治体の定める規

格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格

に適合していること。それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方

法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合し

ていること。

(104) コンクリート製品は有害なひび割れなどの損傷のないこと。

(105) 使用する骨材については、「アルカリ骨材反応抑制対策実施要領」（国土交通

省、平成 14 年 8 月 1 日）に従ったアルカリ骨材反応抑制対策を講じること。

(106) 塩化物イオン含有量を規制するコンクリートに再生骨材を使用する場合は、再

生骨材の硬化セメントペースト中の塩化物イオン含有量に注意すること。

F．舗装用材

(107) ゴム粒子入り凍結防止舗装材への使用済みゴムの添加量は、(社)日本自動車タ

イヤ協会、日本タイヤリサイクル協会によって定められた交通量区分に適合し

た量であること。

G．造園・緑化材

(108) 品質について、日本工業規格またはこれに準ずる品質規格のある製品にあって

は、当該規格に適合していること。

それ以外の製品は、自社規格などに基づいて、公的な試験機関による公的な試

験方法によって品質や安全性が確認されていること。

H．道路標識・区画線

H－1．道路標識板

(109) 標識板の品質は、「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」JIS G 3131、「冷間圧延鋼板及

び鋼帯」JIS G 3141、「ポリ塩化ビニル被覆金属板」JIS K 6744、「アルミニ

ウム及びアルミニウム合金の板及び条」JIS H 4000、「メタクリル樹脂板」JIS

K 6718、「構造用ガラス繊維強化プラスチック」JIS K 7011（ガラス繊維強化

プラスチック板）に適合していること。

(110) 標識板に使用する反射シートは、ガラスビーズをプラスチックの中に封入した
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レンズ型反射シートまたは、空気層の中にガラスビーズをプラスチックで覆っ

たカプセルレンズ型反射シートとし、その性能は表 12に示す規格以上のもの

とする。また、反射シートは、屋外にさらされても、著しい色の変化、ひびわ

れ、剥れが生じないこと。

(111) 区画線は、JIS K 5665 1種（トラフィックペイント常温）、2 種（トラフィッ

クペイント加熱）、3 種 1 号（トラフィックペイント溶融）に準拠しているこ

と。

表 12  反射性能（反射シートの再帰反射係数）

観測角 入射角 白 黄 赤 緑 青

5° 70 50 15 9.0 4.0
12’

30° 30 22 6.0 3.5 1.7
5° 50 35 10 7.0 2.0

20’
30° 24 16 4.0 3.0 1.0
5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.2

封
入
レ
ン
ズ
型 2”

30° 2.5 1.5 0.4 0.3 0.1
5° 250 170 45 45 20

12’
30° 150 100 25 25 11
5° 180 122 25 21 14

20’
30° 100 67 14 12 8.0
5° 5.0 3.0 0.8 0.6 0.3

カ
プ
セ
ル
レ
ン

ズ
型

2”
30° 2.5 1.8 0.4 0.3 0.1

H－2．道路標識用材

(112) ガラス・コンクリート混和の無焼成品はアルカリ骨材反応抑制対策（平成 14

年 8 月、国土交通省）に準じ、アルカリ骨材反応の抑制対策を実施しているこ

と。ガラスを混和後に焼成、コーティングなど無害化処理を施し、無焼成品に

利用する製品は、無害化試験不要とする。

(113) 道路標識は、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（昭和 35 年、総

理府・建設省令第３号）に準拠していること。

H－3．区画線（路面表示塗料用ガラスビーズ）

(114) 品質については、JIS R3301（路面表示塗料用ガラスビーズ）に適合している

こと。

I．仮設材

(115) 品質については、公的な試験法に基づいた自社基準などによって安全性が確認

されていること。

J．道路用材
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J－1．道路照明

(116) 品質については、日本工業規格、国土交通大臣認定、各地方自治体の定める規

格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格

に適合していること。それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方

法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合し

ていること。

J－2．高性能騒音低減装置

(117) 構造の強度設計においては、「遮音壁設計要領」（日本道路公団）に準拠してい

ること。

(118) 従来型と比較して、著しい重量増加による道路構造上からの問題を生じないこ

と。

J－3．その他の道路用材

(119) 品質については、日本工業規格、国土交通大臣認定、各地方自治体の定める規

格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格

に適合していること。それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方

法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合し

ていること。

(120) 木製遮音壁については、「建築基準法」で定める木材の強度を有すること。（施

行令第 89 条で定める木材の繊維方向の許容応力度および「針葉樹の構造用製

材の日本農林規格（構造用製材 JAS 規格）」で定める圧縮、引っ張り、曲げ及

びせん段に対する強度に適合すること。）

(121) 木製遮音壁は、「木製遮音壁技術指針（案）」に適合すること。

(122) 木製遮音壁については、乾燥、加工、防腐処理などにより、木質部分の長期間

の耐久性が確保されていること。

K．上・下水道材

(123) 品質については、日本工業規格、日本下水道協会規格、各地方自治体の定める

規格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規

格に適合していること。それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定

方法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合

していること。

L．橋梁・河川・港湾用材

(124) 品質については、日本工業規格、国土交通大臣認定、各地方自治体の定める規

格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格

に適合していること。それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方

法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合し
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ていること。

(125) 不透過型鋼製砂防堰堤および透過型鋼製砂防堰堤については、(財)砂防・地す

べり技術センターの型式認定を受けていること。

M．その他資材

M－1．ドレーン材、埋戻材

(126) 製品が浸水した場合にヘドロ化しないこと。

　　　　　　(127)建設汚泥をドレーン材、埋戻材に使用する製品は、建設汚泥再生利用技術基準

案（平成 11 年 3 月建設省技調第 71 号）を満たすこと。

　　　　　　　　　また、建設汚泥リサイクル指針（平成 11 年 10 月（財）先端建設技術センター

編著）に準拠していること。

M－2．緑化基盤材

(128)製品が浸水した場合にヘドロ化しないこと。

　　　　　　(129)建設汚泥をドレーン材、埋戻材に使用する製品は、建設汚泥再生利用技術基準

案（平成 11 年 3 月建設省技調第 71 号）を満たすこと。

　　　　　　　　　また、建設汚泥リサイクル指針（平成 11 年 10 月（財）先端建設技術センター

編著）に準拠していること。

M－3．非塩化物系凍結防止剤

(130)品質について、日本工業規格またはこれに準ずる品質規格のある製品にあって

は、当該規格に適合していること。

それ以外の製品は、自社規格などに基づいて、公的な試験機関による公的な試

験方法によって品質や安全性が確認されていること。

M－4．のり面防護網（環境配慮型落石防止工、環境配慮型法面崩落防止工）

(131)品質については、日本工業規格、国土交通大臣認定、各地方自治体の定める規

格、工業会規格またはこれに準ずる品質基準のある製品にあっては、該当規格

に適合していること。それ以外の製品にあっては、日本工業規格などに測定方

法が定められている項目について、類似する日本工業規格などの基準に適合し

ていること。

M－5．埋設標識シート

(132)品質について、日本工業規格またはこれに準ずる品質規格のある製品にあって

は、当該規格に適合していること。

それ以外の製品は、自社規格などに基づいて、公的な試験機関による公的な試験

方法によって品質や安全性が確認されていること。
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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、申込者の有印文書として提出すること。

5-1.環境に関する基準の証明方法

5-1-1．共通基準に関する証明方法

(127) 認定基準4-1-1．(1)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。

5-1-2．材料に関する証明方法

(128) 認定基準4-1-2．A．(2)については、木材保存剤の使用を「エコマーク商品認

定申込書」へ具体的に説明記述すること。木材保存剤を使用している場合、薬

剤使用理由および薬剤が(社)日本木材保存協会で認定を受けていることの証明

書を提出すること。

(129) 認定基準4-1-2．B．(3)については、原材料供給者による証明、または第三者

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。ただし、すべ

ての原材料について、該当する化学物質を処方構成成分として添加していない

場合、その化学物質については、原材料供給者および申込者による、添加して

いないことの証明ができる書類でも可とする。

(130) 認定基準4-1-2．C．(4)については、第三者試験機関または公的機関により実

施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。

(131) 認定基準4-1-2．D．(5)については、別表 2に従って各証明書を提出すること。

5-1-3．個別製品に関する証明方法

A．木製タイル・ブロック

(132) 認定基準4-1-3．A．(6)については、原料事業者の発行する、原料が再・未利

用木材であることの証明書を提出すること。

ただし、原料事業者が多数の場合、原料事業者一覧表および原料取引量上位 10

社の証明書を提出すること。

原料が間伐材を使用する場合は、産地、樹種、数量、植栽年を記載した産地証

明書と対象となる林分の写真を提出すること。間伐率や何回目の間伐かといっ

た情報もできる限り報告すること。

原料に低位利用木材を使用する場合は、以下について記載した証明書を提出す

ること。該当の場合は、第三者による持続可能な森林であることの認証を受け

たことを証明する書類をあわせて提出すること。

・森林の種類（天然生林、人工林）、産地、樹種。人工林の場合は、植栽年につ

いても記載すること。

・どのような状況（病虫獣害・災害を受けた、曲がり材あるいは小径材である

など）で産出された木材であるか。小径材については、施業方法、末口径な
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どを報告すること。

また、低位利用木材のうち、原料に竹を使用する場合は、以下について記載し

た証明書と竹林の周辺の写真または地図を提出すること。

・竹の種類、産地、周辺の状況、環境保全上の適切な維持管理のための伐採

であることの説明、管理計画、数量。

No.111「木材などを使用したボード」の認定製品を使用した製品にあっては、

当該製品の「製品名」および「認定番号」を申込書に記載することで、基準へ

の適合の証明に代えることができるものとする。

(133) 認定基準4-1-3．A．(7)については、申込者は、製品総質量、木質部および木

質部以外の材料質量をそれぞれ明記し、木質部および木質部以外の材料が製品

に占める割合（質量割合）を明記すること。木質部が製品全体の 70％以上であ

る証明をすること。ただし、表面に塗布するためのニス、接着剤などの木材お

よび木質材料以外で製品の機能上必要な消耗部材は、製品全体の質量から除く。

(134) 認定基準 4-1-3.A.(8)については、エコマーク商品類型 No.126「塗料」の「認

定基準の適合方法」における証明方法に従うこと。ただし、エコマーク認定の塗

料を使用する場合は、当該塗料の「商品名」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に代えることができ

るものとする。

(135) 認定基準 4-1-3.A.(9)については、エコマーク商品認定・使用申込書にハロゲン

を含むポリマおよび有機ハロゲン化合物の添加の有無を記載し提出すること。

(136) 認定基準 4-1-3.A.(10)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

補足してよい）。また、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物の添加

の有無をエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

B．鉄鋼建材

(137) 認定基準4-1-3．B．(11)については、製造段階における粗鋼 1 トンあたりの廃

棄物発生量の減少に関する資料を提出すること。

(138) 認定基準4-1-3．B．(12)については、製造段階における粗鋼 1 トンあたりの新

規資源投入量、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量を記載した資料を提出す

ること。

B－2．認定基準4-1-3．B．(13)a.については、次の証明を行うこと。

(139) 寸法形状、材質など、製品仕様について具体的に記載した資料を提出すること。

(140) 施工方法について具体的に記載した資料を提出すること。また、施工方法が複

数ある場合は各々について示すこと。

(141) 陸域・水域の水循環（地下水流動）が可能となる根拠について、具体的に記載

した資料を提出すること。また、施工方法が複数ある場合において、施工方法

ごとに根拠が異なる場合については、各々の施工方法について根拠を示すこと。
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B－3．認定基準4-1-3．B．(13)b.については、次の証明を行うこと。

(142) 寸法形状、材質など、製品仕様について具体的に記載した資料を提出すること。

(143) 施工方法について具体的に記載した資料を提出すること。また、施工方法が複

数ある場合は各々について示すこと。

(144) 植物で鋼矢板面を覆い隠すことが可能となる根拠について、具体的に記載した

資料を提出すること。また、施工方法が複数ある場合において、施工方法ごと

に根拠が異なる場合については、各々の施工方法について根拠を示すこと。

B－4．認定基準4-1-3．B．(13)c.については、次の証明を行うこと。

(145) 寸法形状、材質など、製品仕様について具体的に記載した資料を提出すること。

(146) 施工方法について具体的に記載した資料を提出すること。また、施工方法が複

数ある場合は各々について示すこと。

(147) 排土の低減根拠について具体的に記載した資料を提出すること。また、施工方

法が複数ある場合において、施工方法ごとに根拠が異なる場合については、各々

の施工方法について根拠を示すこと。

(148) 杭体築造段階における地上への排土量について、定量的に確認した資料を提出

すること。

C．骨材

(149) 認定基準4-1-3．C．(14)については、原料の供給元が発行する原料証明書を添

付すること。

(150) 認定基準 4-1-3.C.(15)については、製造段階における骨材 1 トンあたりの新規

資源投入量、エネルギ消費量、二酸化炭素排出量を記載した資料を提出すること。

(151) 認定基準4-1-3．C．(16)、4-1-3．C．(17)については、第三者試験機関または

公的機関により実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。

D．セメント

(152) 認定基準4-1-3．D．(18)については、再生材料回収事業者の発行する原料証明

書を添付すること。

(153) 認定基準4-1-3．D．(19)については、製品１トン当たりの製造に使用する原料

の総質量およびそのうちの再生材料の合計質量をそれぞれ明記すること。

(154) 認定基準4-1-3．D．(20)については、製造時の平均的な製品トン当たりの CO2

発生量(原料の前処理段階を除いて、かつ天然原料を使用する場合と異なる部分

に限定しての比較でよい)を、再生材料を使わない場合と対比して提示すること。

(155) 認定基準4-1-3．D．(21)については、第三者試験機関または公的機関により実

施された試験結果の証明書類を提出すること。

(156) 認定基準4-1-3．D．(22)については、試験結果の証明書類をそれぞれ提出する

こと。

(157) 認定基準4-1-3．D．(23)については、製品のマニュアル(原稿段階でも可)を提
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出すること。

E．コンクリート製品

(158) 認定基準4-1-3．E．(24)a.については、透水係数に関する試験結果を提出する

こと。

b.については、再生材料の種類、再生材料とそれ以外の材料の配合率をそれぞ

れエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

(159) 認定基準4-1-3．E．(25)、4-1-3．E．(26)については、第三者試験機関または

公的機関により実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。

(160) 認定基準4-1-3．E．(27)については、製品のマニュアル(原稿段階でも可)を提

出すること。

(161) 認定基準4-1-3．E．(28)については、使用後の分離方法、リサイクル方法につ

いて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

を用いて補足してよい）。

F．舗装用材

(162) 認定基準4-1-3．F．(29)については、エコマーク商品認定・使用申込書に全ゴ

ム中の再生ゴムの質量割合を記載し、原料事業者などの発行する原料および前

処理証明書を添付すること。

(163) 認定基準4-1-3．F．(30)については、可能な廃棄後のリサイクルの方法を示す

こと。

(164) 認定基準4-1-3．F．(31)については、資源採取時からリサイクル時までの平均

的な製品トン当たりの CO2発生量(原料の前処理段階を除いて、かつ天然原料を

使用する場合と異なる部分に限定しての比較でよい)を、再生材料を使わない場

合と対比して提示すること。

(165) 認定基準4-1-3．F．(32)については、第三者試験機関または公的機関により実

施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。

(166) 認定基準4-1-3．F．(33)については、情報の提供の際に用いる文書(原稿段階で

も可)を提出すること。

G．造園・緑化材

(167) 認定基準4-1-3．G．(34)については、供給元が発行する原料証明書を添付する

こと。また、使用した再生材料の種類、再生材料とそれ以外の材料の配合率を

それぞれエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

• 使用した再生材料の種類

• 再生材料配合率

• 製品質量におけるコンクリートの構成割合

• コンクリートの再生材料組み合わせ状況（骨材、セメント）

• 製品使用目的。環境中に放置される可能性のある製品は、A 区分の原料のみ
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使用していることの説明記述。

• C 区分の原料を使用している申込製品は、原料の前処理または製品製造工程

における焼成または溶融固化の有無に関する説明記述。

(168) 認定基準4-1-3．G．(35)、4-1-3．G．(36)については、第三者試験機関または

公的機関により実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。

(169) 認定基準4-1-3．G．(37)については、資源採取時からリサイクル時までの平均

的な製品当たりの CO2発生量(原料の前処理段階を除いて、かつ天然原料を使用

する場合と異なる部分に限定しての比較でよい)を、再生材料を使わない場合と

対比して提示すること。

(170) 認定基準4-1-3．G．(38)については、情報の提供の際に用いる文書を提出する

こと。

(171) 認定基準4-1-3．G．(39)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・使用申込書に包装材料を具体的に記載すること（図、写

真などを用いて補足してよい）。また、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲ

ン化合物の添加の有無をエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

H．道路標識・区画線

H－1．道路標識板

(172) 認定基準4-1-3．H－1．(40)については、使用済みの道路標識板を回収し、再

使用した製品が製造できる体制が整えられていること(回収システム、処理能力、

処理内容など)の説明書を提出すること。

(173) 認定基準4-1-3．H－1．(41)については、4-1-2．B.(3)に従って証明すること。

(174) 認定基準4-1-3．H－1．(42)については、分離・分別および取り替えの可能な

部品と取り替え方法に関する証明書を提出すること。

H－2．道路標識用材

(175) 認定基準4-1-3．H－2．(43)については、供給元が発行する原料証明書を添付

すること。また、使用した再生材料の種類、再生材料とそれ以外の材料の配合

率をそれぞれエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

(176) 認定基準4-1-3．H－2．(44)、4-1-3．H－2．(45)については、第三者試験機関

または公的機関により実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。

(177) 認定基準4-1-3．H－2．(46)については、資源採取時からリサイクル時までの

平均的な製品当たりの CO2発生量(原料の前処理段階を除いて、かつ天然原料を

使用する場合と異なる部分に限定しての比較でよい)を、再生材料を使わない場

合と対比して提示すること。

(178) 認定基準 4-1-3.H-2.(47)については、については、分離・分別および取り替え

の可能な部品と取り替え方法に関する証明書を提出すること。

(179) 認定基準4-1-3．H－2．(47)については、製品の処方構成成分表を提出するこ
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と。

(180) 認定基準4-1-3．H－2．(48)については、製品のマニュアル(原稿段階でも可)

を提出すること。

(181) 認定基準4-1-3．H－2．(50)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・使用申込書に包装材料を具体的に記載すること（図、

写真などを用いて補足してよい）。また、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロ

ゲン化合物の添加の有無をエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

H－3．区画線（路面表示塗料用ガラスビーズ）

(182) 認定基準4-1-3．H－3．(51)については、供給元が発行する原料証明書を添付

すること。

(183) 認定基準4-1-3．H－3．(52)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・使用申込書に包装材料を具体的に記載すること（図、

写真などを用いて補足してよい）。また、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロ

ゲン化合物の添加の有無をエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

(184) 認定基準4-1-3．H－3．(53)については、第三者試験機関または公的機関によ

り実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。

(185) 認定基準4-1-3．H－3．(54)については、製品の処方構成成分表を提出するこ

と。

(186) 認定基準4-1-3．H－3．(55)については、情報を表示したマニュアルを提出す

ること。

I．仮設材

(187) 認定基準4-1-3．I．(56)については、供給元が発行する原料証明書を添付する

こと。また、使用した再生材料の種類、再生材料とそれ以外の材料の配合率を

それぞれエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

(188) 認定基準4-1-3．I．(57)、4-1-3．I．(58)については、第三者試験機関または公

的機関により実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。

(189) 認定基準4-1-3．I．(59)については、製品の処方構成成分表を提出すること。

(190) 認定基準4-1-3．I．(60)については、解説 2-1-9.仮設材 E-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。使用後回収されリサイクルされるシステムが確立されている

ことを証明する場合には、説明書などの資料を提出すること。

(191) 認定基準 4-1-3.I.(61)については、情報の提供の際に用いる文書(原稿段階でも

可)を提出すること。

J．道路用材

J－1．道路照明

(192) 認定基準4-1-3．J－1．(62)については、申込製品と水銀ランプのランプ効率
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を比較して、消費電力量が削減されていることを証明すること。

(193) 認定基準4-1-3．J－1．(63)については、照明器具が取り付けられた位置や高

架や遮音壁などの構造から、道路外部への光の漏洩が軽減される設計となって

いることが確認できること。

J－2．高性能騒音低減装置

(194) 認定基準4-1-3．J－2．(64)については、寸法形状、材質など、製品仕様、施

工方法について、具体的に記載した資料を提出すること。また、施工方法が複

数ある場合は、各々について示すこと。取り付け前および取り付け後の遮音壁

の全高さをエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

(195) 認定基準4-1-3．J－2．(65)については、騒音の低減根拠について、具体的に

記載した資料を提出すること。また、施工方法が複数ある場合において、施工

方法ごとに根拠が異なる場合については、各々の施工方法について根拠を示す

こと。さらに、装置取り付け後の騒音低減効果について、定量的に確認した資

料を提出すること。なお、試験方法としては、以下の方法を参考とすること。

【参考】

フィールド音響試験（平成４年建設省告示 1324 号による建設省技術評価制度で用

いられた音響試験方法）による。

「方法」　壁高さを同じ高さ（3m）とした場合、従来型に比べて減音効果

があることを確認する。

「条件」　遮音壁から 5m、10m の水平距離の地点で地上高さ 0m、1.2m、

3.5m、5m の全８点の平均値を比較

「評価」　減音効果（全８点の平均値）：２．０ｄＢ以上

J－3．その他の道路用材

(196) 認定基準4-1-3．J－3．(66)については、供給元が発行する原料証明書を添付

すること。また、使用した再生材料の種類、再生材料とそれ以外の材料の配合

率をそれぞれエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

(197) 認定基準4-1-3．J－3．(67)、4-1-3．J－3．(68)については、第三者試験機関

または公的機関により実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。

(198) 認定基準4-1-3．J－3．(69)については、情報の提供の際に用いる文書(原稿段

階でも可)を提出すること。

(199) 認定基準4-1-3．J－3．(70)については、情報の提供の際に用いる文書(原稿段

階でも可)を提出すること。

(200) 認定基準4-1-3．J－3．(71)については、焼却予定の施設の構造図を提出する

こと。

K．上・下水道材
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(201) 認定基準4-1-3．K．(72)については、供給元が発行する原料証明書を添付する

こと。また、使用した再生材料の種類、再生材料とそれ以外の材料の配合率を

それぞれエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

(202) 認定基準4-1-3．K．(73)、4-1-3．K．(74)については、第三者試験機関または

公的機関により実施された試験結果の証明書類をそれぞれ提出すること。

(203) 認定基準4-1-3．K．(75)については、資源採取時からリサイクル時までの平均

的な製品当たりの CO2発生量(原料の前処理段階を除いて、かつ天然原料を使用

する場合と異なる部分に限定しての比較でよい)を、再生材料を使わない場合と

対比して提示すること。

(204) 認定基準4-1-3．K．(76)については、製品の処方構成成分表を提出すること。

(205) 認定基準4-1-3．K．(78)については、リサイクルのルートに関する説明書、回

収率、マテリアルリサイクル率などの資料を提出すること。

(206) 認定基準4-1-3．K．(79)については、情報の提供の際に用いる文書(原稿段階

でも可)を提出すること。

(207) 認定基準 4-1-3.K.(79)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・使用申込書に包装材料を具体的に記載すること（図、写真

などを用いて補足してよい）。また、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン

化合物の添加の有無をエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

L．橋梁・河川・港湾用材

(208) 認定基準4-1-3．L．(80)については、エコマーク商品認定・使用申込書に全ゴ

ム中の再生ゴムの質量割合を記載し、原料事業者などの発行する原料および前

処理証明書を添付すること。

(209) 認定基準4-1-3．L．(81)については、以下の項目について証明すること。

a. 寸法形状、材質など、製品仕様について具体的に記載した資料を提出すること。

b. 施工方法について、具体的に記載した資料を提出すること。また、施工方法が

複数ある場合は、各々について示すこと。

c. 堰堤体積の 70％以上に対し、ダブルウォール型式の場合は現採土砂・礫を、鋼

製枠型式の場合は現採の礫を中詰材として利用できる根拠について、具体的に記

載した資料を提出すること。また、施工方法が複数ある場合において、施工方法

ごとに根拠が異なる場合については、各々の施工方法について根拠を示すこと。

申込製品の型式および中詰材の礫径をエコマーク商品認定・使用申込書に記載す

ること。

(210) 認定基準4-1-3．L．(82)については、以下の項目について証明すること。

a. 寸法形状、材質など、製品仕様について具体的に記載した資料を提出すること。

b. 施工方法について、具体的に記載した資料を提出すること。また、施工方法が

複数ある場合は、各々について示すこと。

c. 常時は、流水や砂礫を流下させ、河床低下や海浜後退を抑制することの根拠に

ついて、具体的に記載した資料を提出すること。



33

d. 動植物の移動を妨げない根拠について、具体的に記載した資料を提出すること。

また、施工方法が複数ある場合において、施工方法ごとに根拠が異なる場合につ

いては、各々の施工方法について根拠を示すこと。

(211) 認定基準4-1-3．L．(83)については、以下の項目について証明すること。

a. 寸法形状、材質など、製品仕様について具体的に記載した資料を提出すること。

b. 施工方法について、具体的に記載した資料を提出すること。また、施工方法が

複数ある場合は、各々について示すこと。

c. かご体積の 70％以上に対し現採土砂・礫を中詰材として利用できる根拠につい

て、具体的に記載した資料を提出すること。また、施工方法が複数ある場合にお

いて、施工方法ごとに根拠が異なる場合については、各々の施工方法について根

拠を示すこと。

(212) 認定基準4-1-3．L．(84)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。また、使用した再生材料の種類、配合率をそれぞれエコマー

ク商品認定・使用申込書に記載すること。

M．その他資材

M－1．ドレーン材、埋戻材

(213) 認定基準4-1-3．M－1．(85)については、供給元が発行する原料証明書を添付

すること。また、使用した再生材料の種類、再生材料とそれ以外の材料の配合

率をそれぞれエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

(214) 認定基準4-1-3．M－1．(86)については、資源採取時からリサイクル時までの

平均的な製品当たりの CO2発生量(原料の前処理段階を除いて、かつ天然原料を

使用する場合と異なる部分に限定しての比較でよい)を、再生材料を使わない場

合と対比して提示すること。

(215) 認定基準4-1-3．M－1．(87)、4-1-3．M－1．(88)、4-1-3．M－1．(89)につい

ては、第三者試験機関または公的機関により実施された試験結果の証明書類を

それぞれ提出すること。

(216) 認定基準 4-1-3.M-1.(90)については、情報の提供の際に用いる文書(原稿段階で

も可)を提出すること。

M－2．緑化基盤材

(217) 認定基準4-1-3．M－2．(91)については、供給元が発行する原料証明書を添付

すること。また、使用した再生材料の種類、再生材料とそれ以外の材料の配合

率をそれぞれエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

M－3．非塩化物系凍結防止剤

(218) 認定基準4-1-3．M－3．(92)については、製品の処方構成成分表を提出するこ

と。

(219) 認定基準4-1-3．M－3．(93)については、製品に添付される説明書および MSDS
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を提出すること。

M－4．のり面防護網(環境配慮型落石防止工、環境配慮型のり面崩落防止工)

(220) 認定基準4-1-3．M－4．(94)、4-1-3．M－4．(95)については、以下の項目に

ついて証明すること。

a. 寸法形状、材質など、製品仕様について具体的に記載した資料を提出すること。

b. 施工方法について、具体的に記載した資料を提出すること。また、施工方法が

複数ある場合は、各々について示すこと。

c. 対策工施工対象範囲の 70％以上の法面で、樹木を伐採することなく自然斜面が

保全できる根拠について、具体的に記載した資料を提出すること。また、施工方

法が複数ある場合において、施工方法ごとに根拠が異なる場合については、各々

の施工方法について根拠を示すこと。

M－5．埋設標識シート

(221) 認定基準4-1-3．M－5．(96)については、供給元が発行する原料証明書を添付

すること。また、使用した再生材料の種類、再生材料とそれ以外の材料の配合

率をそれぞれエコマーク商品認定・使用申込書に記載すること。

5-2．品質に関する基準の証明方法

5-2-1．個別製品に関する証明方法

A．木製タイル・ブロック

(222) 認定基準4-2-3．A．(97)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。

B．鉄鋼建材

(223) 認定基準 4-2-3.B.(98) 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。

　　　Ｃ．骨材

(224) 認定基準4-2-3．C．(99)、4-2-3．C．(100)、4-2-3．C．(101)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。

Ｄ．セメント

(225) 4-2-3．C．(101)認定基準については、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。

Ｅ．コンクリート製品

(226) 認定基準4-2-3．E．(103)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。

(227) 認定基準4-2-3．E．(104)については、鉄筋コンクリート製品にあっては「コ

ンクリートのひび割れ調査・補修・補強指針（日本コンクリート工学協会）」な

どに準拠し、ひび割れなどの損傷を検査していることの証明書を提出すること。
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無筋コンクリートにあってはひび割れなどの損傷を検査していることの証明書

を提出すること。

(228) 認定基準4-2-3．E．(105)については、適用した抑制対策、根拠となる試験結

果などを提出すること。

(229) 認定基準4-2-3．E．(106)については、塩化物イオン含有量を規制するコンク

リート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。また、

塩化物イオン含有量を規制するコンクリートを使用している製品は、再生骨材

の硬化セメントペースト中の塩化物イオン含有量に注意していることの説明書

を提出すること。

Ｆ．舗装用材

(230) 認定基準4-2-3．F．(107)については、使用済みゴムの添加量が交通量区分に

適合していることの証明書を提出すること。

Ｇ．造園・緑化材

(231) 認定基準4-2-3．G．(108)については、該当する品質規格に適合していること

の証明書または自社規格などにより安全性が確認されていることの証明書を提

出すること。

Ｈ．道路標識・区画線

H-1.道路標識板

(232) 認定基準4-2-3．H－1．(109)、4-2-3．H－1．(110)、H-1.(111)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。

H-2.道路標識用材

(233) 認定基準4-2-3．H－2．(112)については、ガラス・コンクリート混和の無焼成

品はアルカリ骨材反応抑制対策に準じ、JIS A 1145(化学法)、JIS A 1146 また

は JIS A 5308(モルタルバー法)によるアルカリ骨材反応の確認・抑制対策に関す

る無害化試験の結果、抑制対策の説明書などを提出すること。ガラスを混和後

に焼成、コーティングなど無害化処理を施し、無焼成品に利用する製品は、エ

コマーク商品認定・使用申込書にその旨説明記述すること。ガラス・コンクリー

ト混和を行っていない製品は、エコマーク商品認定・使用申込書にその旨記載

すること。

(234) 認定基準 4-2-3.H-2.(113)については、「道路標識、区画線及び道路標示に関す

る命令」に準拠していることの証明書を提出すること。

H-3.区画線（路面表示塗料用ガラスビーズ）

(235) 認定基準4-2-3．H－3．(114)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。

Ｉ．仮設材

(236) 認定基準4-2-3．I．(115)については、自社規格などにより安全性が確認されて

いることの証明書を提出すること。

Ｊ．道路用材
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J-1.道路照明

(237) 認定基準4-2-3．J－1．(116)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。

J-2.高性能騒音低減装置

(238) 認定基準4-2-3．J－2．(117)については、「遮音壁設計要領」に準拠した構造

強度計算書を提出すること。

(239) 認定基準4-2-3．J－2．(118)については、標準的な取り付け構造について、構

造強度計算書などの資料を提出すること。

J-3 その他の道路用材

(240) 認定基準4-2-3．J－3．(119)、4-2-3．J－3．(120)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。

(241) 認定基準4-2-3．J－3．(121)については、「木製遮音壁技術指針（案）」に適合

することの証明書を提出すること。

(242) 認定基準4-2-3．J－3．(122)については、耐久性能試験成績書を提出すること。

Ｋ．上・下水道用材

(243) 認定基準4-2-3．K．(123)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。

Ｌ．橋梁・河川・港湾用材

(244) 認定基準4-2-3．L．(124)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。

(245) 認定基準4-2-3．L．(125)については、当該の認定を受けていることの証明書

を提出すること。

M．その他資材

M-1.ドレーン材、埋戻材

(246) 認定基準4-2-3．M－1．(126)については、建設廃棄物処理マニュアル(7) 建設

汚泥の取扱いに従って、浸水によって泥状の状態となるものではないことの証

明書を提出すること。

(247) 認定基準 4-2-3.M-1.(127)については、建設汚泥の使用の有無をエコマーク商

品認定・使用申込書に記載すること。建設汚泥を使用する製品は、建設汚泥再

生利用技術基準案および建設汚泥リサイクル指針に適合することの証明書を提

出すること。

         M - 2 .緑化基盤材

(248) 認定基準 4-2-3．M-2.(128)については、建設廃棄物処理マニュアル(7) 建設汚

泥の取扱いに従って、浸水によって泥状の状態となるものではないことの証明

書を提出すること。

(249) 認定基準 4-2-3.M-2.(129)については、建設汚泥の使用の有無をエコマーク商

品認定・使用申込書に記載すること。建設汚泥を使用する製品は、建設汚泥再

生利用技術基準案および建設汚泥リサイクル指針に適合することの証明書を提

出すること。
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M-3.非塩化物系凍結防止材

(250) 認定基準 4-2-3.M-3.(130)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。

M-4.のり面防護網(環境配慮型落石防止工、環境配慮型のり面崩落防止工)

(251) 認定基準 4-2-3.M-4.(131)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。

M-5.埋設標識シート

(252) 認定基準 4-2-3.M-5.(132)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。

6．その他

(1)商品区分は、2.対象に示す規格およびブランド名毎とする。製品の大小および色調による

区分は行わない。ただし、素材の異なるものについては別途申し込みをすること。

マーク下段の表示は、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、別表 3 に従って表示すること。

既認定商品の既契約期間中に生産された在庫品に限っては、本商品類型のマーク下段表示

においても、原則として新契約日から 1 年間を期限として、これまでどおりのマーク下

段表示およびその認定番号を記載することも可とする。

(2)エコマークの表示は、エコマーク事業実施要領に基づき別に定める「エコマーク使用規程

第 7 条」に従い、使用すること。

(3)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）

2004 年 11 月 1 日　　制定予定

2009 年 10 月 31 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。
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別表 1　対象製品

分　　類 対　　象

木材 (1) 木製レンガ・タイル
鉄鋼建材 (2) 透水性鋼矢板

(3) 鋼矢板護岸緑化用植栽フィン

(4) 低排土鋼管杭
溶融固化物骨材 (5) 一般廃棄物､下水汚泥等の溶融固化物を用い

たｺﾝｸﾘｰﾄ用細骨材
スラグ骨材 (6) JIS A5011-1　高炉スラグ骨材

(7) JIS A5011-2　ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材

(8) JIS A5011-3　銅スラグ骨材

骨

材

再生骨材 (9) 再生骨材

ｺﾝｸﾘｰﾄ材料

セメント (10) JIS A5210　ポルトランドセメント

(11) JIS A5211　高炉セメント

(12) JIS A5213　フライアッシュセメント

(13) JIS R5214　エコセメント
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 (14) JIS A5371　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品Ⅱ類

(積みブロック、土留ブロック、張りブロック、
連節ブロック、のり枠ブロック、井桁ブロッ
ク、階段式ブロック、護床・根固めブロック、
特殊ブロックなど）

(15) JIS A5372　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製品

(擁壁、補強土壁、ボックスカルバートなど)

(16) JIS A5373　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品

(17) JIS A5409　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立塀構成材

(18) JIS A5412　ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾌﾞﾙ T ｽﾗﾌﾞ

(19) JIS A6511　空洞ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ
舗装用材 (20) ゴム製舗装材

(21) ゴム粒子入り凍結抑制舗装材

資

材

造園・緑化材 (22) 植生袋

(23) 肥料袋付きネット

(24) プランター

(25) 樹名板・表示板

(26) 樹木根囲い保護材

(27) 水辺緑化資材

(28) 樹木保護材・芝生保護材

(29) 擬木
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分　　類 対　　象

造園・緑化材（続き） (30) スプリンクラー

(31) すべり台

(32) ジム類

(33) シーソー

(34) 鉄棒

(35) ブランコ

(36) ブランコ安全柵

(37) 総合遊具

(38) 具像遊具

(39) スプリング遊具

(40) その他の遊器具

(41) ベンチ・スツール

(42) 組立ガラス温室

(43) くず入れ・吸殻入れ

(44) パーゴラ

(45) あずまや

(46) 水のみ

(47) シェルター

(48) トレリス

(49) 人工芝生

(50) 街路材（デザインフェンス）

(51) 根茎調節資材（雑草抑制シート、見切り材)

(52) 人工造園材料

(53) 保護材（弾性保護材）

(54) コケ加工製品（植生マット）

(55) 車止め
道路標識板 (56) 道路標識板
道路標識用材 (57) 道路鋲

(58) 視線誘導標(スノーポール)

(59) デリネーター

(60) 道路標識柱・道路反射鏡

(61) 道路標識板・ガードレール保護材

道路標識・
区 画 線

区画線 (62) 路面表示塗料用ガラスビーズ
足場・桟橋等 (63) 覆工板

資

材

仮　設　材

型枠等 (64) 円形・角形型枠

(65) 化粧型枠
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分　　類 対　　象

道路照明 (66) 低誘虫性道路照明

(67) 高欄照明
高性能騒音低減装置 (68) 高性能騒音低減装置

資

材

道 路 用 材

その他の道路用材 (69) 遮音壁

(70) 歩道用横断防止柵

(71) 転落防止柵

(72) 地区別道路用コンクリート製品

(73) 旧建設省規格側溝ふた

(74) ロング U・ニューロング U

(75) その他の道路用コンクリート製品

(76) 自由勾配側溝

(77) JIS A5345 道路用鉄筋コンクリート側溝

(78) その他の側溝

(79) 円形水路

(80) カラー平板

(81) エクステリアコンクリート

(82) 集水・雨水・汚水ます類

(83) コンクリート防火水槽

(84) コンクリート境界くい

(85) グレーチング

(86) 高性能透光板
雨水浸透施設 (87) 浸透ます

(88) 浸透マンホール

(89) 浸透井

(90) 浸透管・浸透トレンチ管

(91) 雨水貯留型浸透多孔板溝

(92) 浸透ボックスカルバート

上･下水道材

再生硬質塩化ビニル製
品

(93) JSWAS K-7､K-8 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ますおよびます用ふた

(94) JSWAS K-9 下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ

(95) JSWAS K-1下水道用硬質塩化ビニル管

(96) JSWAS K-3下水道用硬質塩化ビニル卵形管

(97) JSWAS K-13リブ付硬質塩化ビニル管

(98) AS-13硬質塩化ビニル有孔管

(99) JSWAS K-13下水道用塩化ビニル継手

(100) マンホール用足掛け金物
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分　　類 対　　象

橋梁・河川・港湾用材 (101) 防げん材・ゴム製タラップ

(102) 港湾築堤マット

(103) 蛇かご

(104) 特殊型ふとんかご

(105) 不透過型鋼製砂防堰堤

(106) 透過型鋼製砂防堰堤
資

材

その他資材 (107) ドレーン材

(108) 緑化基盤材

(109) 埋戻材

(110) のり面防護網

(環境配慮型落石防止工、環境配慮型のり面崩

落防止工)

(111) 非塩素系凍結防止剤

(112) 埋設標識シート

別表 2　　繊維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 3 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
トリブチルすず化合物

検出しないこ
と

厚生省令 34 号 全製品

2 ディルドリン
DTTB

30ppm 以下 厚生省令 34 号 全製品

3 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

参考：有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

以下に示す加工について、各加工の有無を記述すること。
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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。
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

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)
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
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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

別表 3　用語の定義に規定する森林認証について

・経済的、生態学的かつ社会的利益のバランスを保ち、アジェンダ
21 および森林原則声明に同意し、関連する国際協定や条約を遵守
したものであること。

・確実な要求事項を含み、持続可能な森林にむけて促進し方向付け
られているものであること。

認証の基準について

・全国的あるいは国際的に認知されたものであり、また生態学的、
経済的かつ社会的な利害関係者が参加可能な開かれたプロセスの
一部として推奨されていること。

認証システムについて ・認証システムは、透明性が高く、幅広く全国的あるいは国際的な
信頼性を保ち、要求事項を検証することが可能であること。

認証組織・団体につい
て

・公平で信頼性が高いものであること。要求事項が満たされている
ことを検証することが可能で、その結果について伝え、効果的に
要求事項を実行することが可能なものであること。

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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別表 4　環境情報表示

対　象　製　品 環　境　情　報　表　示 表示

鉄鋼建材のうちの
　透水性鋼矢板

（下段表示）
　地下水循環を可能にする

鉄鋼建材のうちの
　鋼矢板護岸緑化用植栽フィン

（下段表示）
　鋼矢板護岸の緑化

鉄鋼建材のうちの
　低排土鋼管杭

（下段表示）
　排土量が少ない鋼管杭

舗装用材のうちの
　ゴム粒子入り凍結抑制舗装材

（下段表示）
　凍結しにくい舗装

道路標識・区画線のうちの
　道路標識板

（下段表示）
　道路標識板の再使用

道路用材のうちの
　低誘虫性道路照明

（下段表示）
　昆虫が集まりにくい道路照明
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道路用材のうちの
　高欄照明

（下段表示）
　光が広がらない道路照明

道路用材のうちの
　高性能騒音低減装置

（下段表示）
　遮音壁を高くしないで騒音を低減

橋梁・河川・港湾用材のうちの
不透過型鋼製砂防堰堤

（ダブルウォール式）
橋梁・河川・港湾用材のうちの
特殊型ふとんかご

（下段表示）
　現地発生土砂・礫を○％中詰利用

橋梁・河川・港湾用材のうちの
不透過型鋼製砂防堰堤
（鋼製型枠式）

（下段表示）
　現地発生礫を○％中詰利用

橋梁・河川・港湾用材のうちの
透過型鋼製砂防堰堤

（下段表示）
　河川を分断しない堰堤

その他資材のうちの
非塩化物系凍結防止剤

（下段表示）
　塩化物を含まない凍結防止剤

その他資材のうちの
のり面防護網

（下段表示）
　樹木伐採面積 30％未満
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上記以外の再生材料を使用した
対象製品

（下段表示）
再生材料を使用
粗骨材、セメント○％

または
粗骨材、セメント○％以上

*使用した再生材料名、○にその配合率を
記載すること (製数値 1 桁目以下切り捨
て)。
*使用した再生材料が複数種類の場合は、
配合率の多い順に上位 2 種類を記載し、○
には再生材料の合計の配合率を記載する
こと(製数値 1 桁目以下切り捨て)。
*同一商品区分内で該当再生材料の配合率
が異なる場合、同一商品区分の最低値を記
載すること。
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「土木製品 Version1.0（認定基準案）」

2004 年 11月 1日制定予定

1．対象について

本商品類型では、対象とする製品を選定するため、「土木工事標準仕様書」(国土交通省)、

「JIS ハンドブック土木Ⅰ・Ⅱ」(（財）日本規格協会編集)、「建設物価」((財)建設物価調査会

発行)などに挙げられた資材の中から、土木製品と考えられる資材を選定するとともに、エコ

マーク商品類型新規選定提案として寄せられた提案、ワーキンググループにより提案された製

品を検討し、対象を整理した。

1-1．土

工事現場において発生した土に改良処理を施して使用する場合に対象とすることが検討さ

れたが、商品として流通しないため、本商品類型の対象から除外した。ただし、建設汚泥を再

生材料として認め、これらを加工利用した「セメント、コンクリート製品」などについては対

象とした。

1-2．石材

石材は、主として天然石であるため、対象外とした。

1-3．骨材

コンクリート用骨材を対象とした。軽量骨材など主に建築用途の骨材や、パルプ灰を主原料

にした骨材など一般的でない製品は対象外とした。

1-4．木材

これまでエコマーク商品類型 No.115「廃木材・間伐材・小径材などを利用した木製品」にお

いて対象としていた製品を本商品類型で扱うこととし、土木用途で使用される木材製品を統合

した。ただし、中間製品である棒材、板材などについては、従来どおりエコマーク商品類型

No.111「木材などを使用したボード」および No.115「廃木材・間伐材・小径材などを利用した

木製品」で扱うこととした。

1-5．鋼材

金属は、回収・再生利用の社会的システムが既に整備されており、一般的に再利用や再生材

料の使用が行われている。このため、既に循環物質としての環境負荷低減効果を有していると

判断されたことから、再生材料使用の観点は対象外とした。また、化学物質の添加、含有につ

いても差別化を図るべき有害性のある製品が見いだせず、現時点で材料としての環境側面でエ

コマークとして推奨するものはないと判断された。よって、製品のもつ機能によって、製品以

外の原因から生じる他の環境負荷を低減することができる製品について対象とした。

1-6．セメント

セメントは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」の対象とされてい

たが、土木分野での使用量が多いことなどから土木製品の対象として整理した。また、軽量セ

解説
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メントなどの主に建築用途および生産量の少ない特殊用途のセメントは対象外とした。レディ

ーミクストコンクリートはサービスであるため対象外とした。

1-7．コンクリート混和材料

同様の商品を比較して特段の環境配慮を行っている製品はないため対象外とした。混和材料

として添加される可能性のある有害物質については、コンクリート製品において含有量や溶出

量に関する基準を設けることとした。

1-8．舗装用材

エコマーク商品類型 No.56「再生舗装材」において対象としていた再生路盤材および再生ア

スファルト混合物については、国、自治体の取組みによってすでに広く普及しており、再生材

料の配合という観点からあらためてエコマークの対象とする必要はないと判断され、対象外と

した。添加剤などについては、同様の商品を比較して特段の環境配慮を行っている製品はない

ため対象外とした。

1-9．コンクリート製品

現場で打設するコンクリート物については対象とせず、工場で生産するコンクリート二次製

品に限り対象とした。RC セグメントは工法と併せて評価する必要があるため対象としない。

なお、エコマーク商品類型 No.109「タイル・ブロック version2.0」において対象とされている

製品は除外する。

1-10．建設機械

土木工事に使用される建設機械は、土木資材とは製品特性が大きく異なるため、土木製品と

は異なる観点からの評価が必要となることから、対象から除外し、別途検討することとした。

1-11．工法

土木工事で用いられる工法のうち、環境負荷を低減する工法を対象とすることが検討された。

しかし、工法を対象とするならば、その工法を実施するために必要となる資材、設備、建設機

械を組み合わせ、全体をシステム・サービスとして評価する必要があるため対象外とした。

1-12．造園・緑化材

樹木、植物種子など、農薬、肥料、土壌改良資材などは、他の土木資材とは異なる観点から

評価する必要があるため、対象から除外した。また、草刈機は建設機械の 1 つとして扱うこと

とし、対象から除外した。

1-13．目地材

同様の製品を比較して特段の環境配慮を行っている製品はないため対象外とした。

1-14．接着剤

土木用接着剤において、同様の製品を比較して特段の環境配慮を行っている製品はないため

対象外とした。

1-15．塗料

エコマーク商品類型 No.126「塗料 version1.0」において扱うので対象外とした。
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1-16．太陽熱利用給湯システム、節水型機器、太陽電池モジュール

エコマーク商品類型 No.19「太陽熱利用給湯システム」、No.26「太陽電池モジュール利用製

品」などは、製品機能について他の土木製品とは異なる評価が必要であり、別途検討すること

が適切であるため対象外とした。衛生設備機器については、既に No.116「節水型機器」で扱っ

ており対象外とした。

1-17．仮設材

金属製品は、鋼材と同様の考え方で対象外とした。支柱などの木材製品は汎用性があり、エ

コマーク商品類型 No.115「廃木材・間伐材・小径材などを利用した木製品」の対象と考えられ

ることから対象外とした。シートなどは No.105「工業用繊維製品 version2.0」において対象と

されているので除外した。仮設トイレなどの仮設設備は、「資材」の範疇ではないため対象外

とした。

1-18．道路用材

ガードレールなどの金属製品は、鋼材と同様の考え方で対象外とした。防汚効果を目的に光

触媒を用いた製品は、現時点では環境浄化機能、防汚機能などについて評価する方法、および

その基準が確定していないことから、本商品類型ではこれらの性能に基づく認定基準項目の策

定は見送ることとした。エコマーク商品類型 No.29「防音防振マット」で対象としている製品

のうち、道路用の防音マットについては土木製品の対象とする。

1-19．上・下水道材

金属製品は、鋼材と同様の考え方で対象外とした。上水道用製品は、特段の環境配慮を行っ

ている製品はないため対象外とした。

1-20．環境保全資材

土木・建設関連事業を実施する際には、事業による生態系への影響を回避、低減、代償する

対策や措置を講じることが社会的な要求となってきている。また、失われた自然環境を再生す

ることを目的とした事業も今後増加してゆくと考えられる。これらの事業に対応できる土木資

材が開発されていることから、生態系保全効果が期待できる製品を検討した。検討の結果、生

態系を保全する機能の証明が困難であることから、今後の見直し時に引き続き検討を進めるこ

ととし、今回は対象外とした。

1-21．その他資材

金属製品は、鋼材と同様の考え方で対象外とした。固化材、土質安定注入薬剤、止水板は、

特段の環境配慮を行っている製品はないため対象外とした。

2．認定の基準について

2-1．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
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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「土木製品」は、資材という中間製品に位置づけられるため、構造物として加工さ

れるライフステージである施工段階が重要となる。また、環境指標によっては、施工・使用段

階での各ライフステージにおける構造物管理者による施工・維持・管理が大きな影響要因とな

る。このため、エコマーク事業実施要領に定める「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」

に施工段階を新設し、使用・消費段階のライフステージを使用・維持・管理として土木製品の

ライフサイクルに合った表に一部あらためた。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、A-1、A-8、B-1、B-2、D-7、E-2、E-4、E-8、E-9 お

よび G-7（表中◎印）である。

なお、表中　　　　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　「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
A. B. C. D. E. F. G.

環境負荷項目
資源採取 製　造 流　通 施　工 使用･維

持･管理
廃　棄 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 ○ ◎

2-1-1．木製タイル・ブロック

A．資源採取段階

◇A－8（資源の消費）

本項目では以下の点が検討された。

(1)　再生材料に残留付着している使用済み接着剤の安全性を確認すること。

接着剤による人の健康および環境に対する安全性について配慮する必要があると考えられ

たが、接着剤を使用した廃材の分別や、接着剤の分離しやすさの評価は、現時点において困難

であるため、本項目は基準を策定する項目として選定しなかった。
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D．施工段階

◇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)　間伐材・小径材、廃木材、建築解体木材および低位利用木材を使用していない製品

と比較して、メンテナンスフリーや長寿命化が配慮されていること。

「長寿命化、メンテナンスフリー」については、製品の標準的な寿命やメンテナンスフリー

に関する判断基準が相対的な価値判断によるものとなり明確ではない。また、製品自体が一般

的に長期にわたり継続使用されるものであり、数十年後に寿命を確認するのは現実的ではない

などの意見が出された。さらに、再生した木材や低位利用木材は、無垢材と比較して強度的に

劣るなど、再生材料を使用した製品に長寿命化やメンテナンスフリーを求めることは矛盾して

いる。また、長寿命化を図る方法として、補修などの維持管理の容易性によって全体の長寿命

化を図ることも考えられるが、土木製品についてはなじまないという意見が出た。今後、長寿

命化の定義や評価基準を検討する必要はあるものの、本項目については基準を策定する項目と

して選定しなかった。

E．使用・維持・管理段階

◇E－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)　再生資源を使用しない製品との比較

本認定基準を策定する段階で評価されており、個々の申込者に対して一般製品との環境負荷

の比較の評価を要求する必要はないため、本項目は基準を策定する項目として選定しなかった。

F．廃棄段階

◇F－8、G－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)　廃棄、リサイクル時の土壌汚染のリスクが生じないこと

製品の表面処理剤、接着剤、防腐剤、防虫剤、防蟻剤などに使用される有害物質は、基準と

して有害物質の使用を回避することとしており、土壌汚染対策も図られることから、あらため

て土壌汚染に係る基準を策定する必要はないと判断された。

G．リサイクル段階

◇G－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)　製品の再リサイクル可能率が高いこと。
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木材は長期間の使用により腐朽し、劣化することから、資材としての再使用率・再利用率の

基準を設けることは困難であり、一般的には産業廃棄物として熱回収されると考えられるため、

本項目は基準を策定する項目として選定しなかった。

2-1-2．鉄鋼建材

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。

(1)　再生材料の使用

金属は回収されて再生利用されるシステムが既に整っており、一般的に再利用や再生材料の

使用が行われているため、基準を策定する項目として選定しなかった。

◇A－1～F－1

本項目では以下の点が検討された。

(1)　資源採取～廃棄またはリサイクル時に環境法規などを遵守していること

鋼材は、製鉄事業者が鉱山事業者より鉄鋼資源などを購入して製造しており、資源採取の行

為について関与していないことから、資源採取時の行為については基準を策定せず、製造時か

ら廃棄またはリサイクル時の行為に関し、基準を策定する項目として選定した。

B．製造段階

◇B－1（資源の消費）

本項目では以下の点が検討された。

(1)　資源の消費

製鉄は製造段階で大量の資源を必要とする行為であり、今後とも省資源化に取り組んでいく

必要があることから、基準を策定する項目として選定した。

◇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)　エネルギー消費、二酸化炭素の排出

製鉄は製造段階で大量のエネルギーを消費し、かつ二酸化炭素の排出を伴う行為であり、今

後とも排出量削減に取り組んでいく必要があることから、基準を策定する項目として選定した。

D．施工段階

◇D－7（廃棄物の発生・処理処分）
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(1)　施工時の建設発生土(低排土鋼管杭)

鋼管杭の打設にあたっては、施工方法に応じて杭体積の 0～50％に相当する建設発生土が生

じる。鋼管杭の形状や工法を工夫することにより建設発生土を低減することができることから、

本項目は基準を策定する項目として選定した。

E．使用・維持・管理段階

◇E－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)　地下水層への影響(透水性鋼矢板)

(2)　景観への配慮(鋼矢板護岸緑化用植栽フィン)

(1)については、鋼矢板を打設すると、既存の地下水の循環を妨げる可能性があるが、あらか

じめ透水孔を設けた鋼矢板を用いることにより地下水流の遮断を緩和することができること

から、基準を策定する項目として選定した。

(2)については、鋼矢板護岸は、時間の経過によるさびや鋼矢板そのものによる景観の悪化が

問題となることがあるが、鋼矢板に植栽可能な緑化用フィンを取り付けることにより、植物が

繁茂し修景効果が得られることから、基準を策定する項目として選定した。

なお、ワーキンググループでは植生フィンについて、洪水時など冠水によってシルト質が堆

積する可能性があり、シルト質は乾燥による固化やフィン内土壌基盤の含水率の低下により植

物（根）の生育に影響を及ぼす可能性があるため、それに対応する管理・メンテが強く望まれ

るとの意見があった。

2-1-3．骨　材

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。

(1)　原料として、建設副産物、産業廃棄物および一般廃棄物などの使用

構造物などの解体の際に発生するコンクリート塊、製鉄工程の副産物である高炉スラグ、一

般廃棄物などの溶融固化物などを骨材として利用することにより、産業廃棄物および一般廃棄

物の排出量低減に寄与することができることから、本項目は基準を策定する項目として選定し

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。
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(1)　原料の由来の明確化

「再生骨材」は、使用履歴によって有害物質の混入や汚染などが考えられるため、由来を明

確にすることが望ましい。しかし、様々な解体現場から発生したコンクリート塊などは現場で

の分別不備や再生工場での混合により由来の特定が困難な場合が多いことから、処理した再生

工場(中間処理施設)を明確にすることとし、本項目は基準を策定する項目として選定された。

「スラグ骨材」および「一般廃棄物などの溶融固化物を用いたコンクリート用細骨材」につい

ても、原料の由来を明確にすることとした。

B．製造段階

◇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)　二酸化炭素の排出

一般廃棄物および汚泥などの溶融固化は大量のエネルギーを消費し、かつ二酸化炭素の排出

を伴う行為であり、今後も排出量削減に取り組んでいく必要があることから、基準を策定する

項目として選定した。

◇B－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)　廃棄物の発生量を減少させる配慮がなされていること

製造事業者において、廃棄物の発生量抑制や処理に関する計画書や報告書などが作成されて

いれば、エコマーク商品認定・使用申込時に提出することが意見として挙がった。本意見は、

相対的な指標であり、工場設備、生産量などにより評価が異なってくると同時に、具体的な数

値目標などの設定がなければ実効性に乏しいとの判断から、基準を策定する項目として選定し

なかった。

D．施工段階

◇D－4（生態系への影響）

本項目では以下の点が検討された。

(1)　生態系への配慮

骨材は、コンクリートの材料であり、中間製品である骨材の製造事業者に対して最終製品で

あるコンクリート製品の生態系への配慮を要求するのは困難であることから、本項目は基準を

策定する項目として選定しなかった。

◇D－5（大気汚染物質の排出）
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本項目では以下の点が検討された。

(1)　環境対策型の建設機械・車両の使用

建設機械・車両を使用するのは施工業者や運送業者であり、土木資材の製造事業者が運搬方

法などについて「環境対策型の建設機械・車両の使用」を指定することはできない。従って、

本項目は基準を策定する項目として選定しなかった。

E．使用・維持・管理段階

◇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)　材質が明確で分別回収が容易であること

様々な原料を骨材として配合使用することが考えられ、廃棄時に材質ごとに分別することは

困難であることから、材質表示および分別回収の容易性に関する基準は選定しなかった。

◇E－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)　製品からの有害物質の溶出および含有

「再生骨材」は、使用履歴によっては有害物質による汚染などが考えられることから、製品

からの溶出量および含有量について土壌汚染対策法に基づき基準を策定する項目として選定

した。また、持ち込まれる原料により品質にばらつきがあることから、認定後も年 2 回の溶出

量試験および年 1 回の含有量試験を行うこととし、試験結果の開示を求めることとした。本項

目は、基準を策定する項目として選定した。

◇E－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)　施工、使用、維持、管理、解体、廃棄、リサイクルに関するマニュアルを有し、当

該製品を使用する施工者および建築物の所有者に配布すること

(2)　再生資源を使用しない製品を使用した場合との比較

(1)については、「再生骨材」には再生材料を使用しているため、その由来や含有有害物質な

どに関する情報を伝達する目的で製品のマニュアルを添付することが検討された。しかし、コ

ンクリート用骨材は中間製品であり、マニュアルの実効性や配布先が曖昧であるなどの問題が

あることから、マニュアルの添付は求めないこととした。

(2)については、本認定基準を策定する段階で評価されており、個々の申込者に対して一般製

品との環境負荷の比較の評価を要求する必要はないため、本項目は基準を策定する項目として
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選定しなかった。

F．廃棄段階

◇F－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)　製品の再リサイクル可能率が高いこと。

土木資材は一般的に長期間にわたり使用されるため、施工された資材の将来的な「再リサイ

クル可能率」を確認することは困難であり、本項目は基準を策定する項目として選定しなかっ

た。

2-1-4．セメント

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。

(1)　原料として、建設副産物、産業廃棄物および一般廃棄物などの使用

セメントは、原料として様々な建設副産物、産業廃棄物および一般廃棄物などの利用が可能

である。既に多くの廃棄物を再生材料として使用しており、引き続きセメント原料として再利

用されることが期待される。今後は、再生材料の配合率を技術的に向上させてゆくことが課題

であり、現在の再生材料の使用実態(製品 1 トン当たりの原料として約 0.36 トンの再生材料を

使用)を踏まえ、製品 1 トン当たりの原料(燃料、混合材料を含む)として 0.4 トンの再生材料配

合量を基準値とした。原料として使用可能な再生材料は、使用実績を踏まえ、「廃棄物の処理

および清掃に関する法律」に定める一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く)および産業廃棄物

(特別管理産業廃棄物を除く)とした。

B．製造段階

◇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)　二酸化炭素の排出

セメント原料をキルンで焼成する工程は大量のエネルギーを消費し、かつ二酸化炭素の排出

を伴う行為であり、今後も排出量削減に取り組んでいく必要があることから、基準を策定する

項目として選定した。

E．使用・維持・管理段階

◇E－8（有害物質などの使用・排出）
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本項目では以下の点が検討された。

(1)　製品からの有害物質の溶出および含有

A-1 項に述べたとおり、セメント原料として様々な廃棄物を使用することから有害物質を含

有している可能性が考えられる。粉体であるセメントは作業環境において飛散し、人へ接触、

吸入また直接経口によって摂取される可能性がある。また、環境中への粉体の拡散、雨水など

による溶出なども考慮する必要があり、有害物質の含有量が少ないことが求められる。このこ

とから、「土壌汚染対策法施行規則」に定める特定有害物質の含有量の基準に従い、製品中の

有害物質濃度を規制することとした。ただし、セメント原料は製造工程において焼成されるこ

と、また焼成後に混合する原料（スラグ、石膏など）については有害物質を溶出する可能性は

低いことから、対象とする有害物質をカドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、

ホウ素、フッ素の 8 種とした。

2-1-5．コンクリート製品

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。

(1)　再生材料の使用

材料となるセメントおよび骨材などの再生材料の使用割合は、できるだけ高くすることが望

ましい。セメントおよび骨材への再生材料の使用については別途検討しているためここでは省

略し、再生材料を使用したセメントおよび骨材を用いてコンクリート製品を製造することを求

めることとした。

C．流通段階

◇C－2（地球温暖化影響物質の排出）、C－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)　他製品に比べて運搬距離が長くならないこと

施工現場において流し込み構造物を施工するコンクリートについては、輸送距離に関する制

限があることから本項目が提案されたが、工場で製造されるコンクリート製品においては、海

外製品を排除することになる可能性があるため、本項目は基準を策定する項目として選定しな

かった。

E．使用・維持・管理段階

◇E－4（生態系への影響）

本項目では以下の点が検討された。
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(1)　生態系への配慮

(2)　透水性コンクリート製品については、透水係数が 10-2以上であること。

(1)については、通常の土木事業では発注者および施工者において、生態系を含む環境への配

慮に努めているものの、構造物の 1 構成材料である土木資材の製造事業者に対して生態系への

配慮を要求することは困難であり、本項目は基準を策定する項目として選定しなかった。

(2)については、透水性について「道路上の雨水は様々な物質を含有していると考えられるこ

とから、雨水を透水させることが必ずしも環境へよい影響を及ぼすとは限らない」との意見が

挙げられた。検討の結果、地下水の涵養などの観点からエコマーク商品類型では従来から採り

上げていること、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）にお

いても特定調達品目とされており、透水性舗装などによって雨水中に溶けこんだ有害物質によ

る環境影響が深刻化した事例もないことから、本項目は基準を策定する項目として選定した。

◇E－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)　廃棄された製品のリサイクル率が高いこと

コンクリートは「建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律」の対象であり、一定規

模以上の事業から発生した廃棄物はリサイクルされるものの、対象建設工事に該当しない事業

もあることから、法律の対象建設工事以外の事業におけるリサイクル率向上を図るため、努力

規定としてリサイクルを目的とした回収率を高めることを基準とすることが検討された。しか

し、コンクリート二次製品の製造者に対して製品廃棄後の回収を求めることは現実的に困難で

あることから、本項目に関する基準を策定しないこととした。

G．リサイクル段階

◇G－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)　製品からの有害物質の溶出および含有

コンクリート製品は自然環境中に設置されることが多く、また使用後は再生路盤材としての

再利用や埋立処分されることにより環境中に放置されることから、一般土壌と同程度の安全性

を確保する必要があると考えられる。このことから、骨材と同様に「土壌汚染対策法施行規則」

に定める特定有害物質の含有量および溶出量の基準に従い、製品中の有害物質濃度を規制する

こととした。

2-1-6．舗装用材

A．資源採取段階
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◇A－1（資源の消費）

本項目では以下の点が検討された。

(1)　再生材料の使用

再生材料の利用促進を図ることとし、舗装用材に添加されるゴム材料については、使用済み

ゴムの使用割合を 100％とした。本項目は基準を策定する項目として選定した。

E．使用・維持・管理段階

◇E－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)　製品からの有害物質の溶出および含有

原料となる使用済みゴムは使用履歴によっては有害物質による汚染などが考えられる。セメ

ントおよび骨材と同様の考え方で、「土壌汚染対策法施行規則」に定める特定有害物質に対す

る含有量および溶出量の指定基準に従い、製品中の有害物質濃度を規定することとした。

G．リサイクル段階

◇G－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)　廃棄された製品のリサイクル

ゴム粒子を含んだアスファルトは、適切な改質設備で処理して再利用することが可能である

ことから、基準を策定することとした。

2-1-7．造園・緑化材

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。

(1)　再生材料の使用

再生材料の利用促進を図ることとし、複数種の材料を組み合わせた製品があることから、製

品質量に対する再生材料の合計配合率について基準を策定する項目として選定された。ただし、

コンクリートについては他の再生材料に比べて重量が非常に大きいことから、コンクリート製

品およびコンクリートを使用した製品のコンクリート部分については、別途配合率の基準を設

けた。

また、環境中に放置される可能性のある製品については、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、木質材料などの再生材料のみを使用することとした。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。
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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。

さらに、汚泥類については、原料と製品の区別を明確にする必要があると考えられることか

ら、原料の前処理または製品の製造工程において、焼成または溶融固化を求めることとした。

◇A－8（有害物質などの使用・排出）

(1)　有害物質の含有

それぞれの再生材料について材料に関する基準として項目を策定しており、これに従うこと

とした。

B．製造段階

◇B－1（資源の消費）

本項目では以下の点が検討された。

(1)　再生材料を使用していない同等の製品より重くならないこと。

再生材料を用いて製品を製造した場合、何らかの方法で強度の低下などを補完する可能性が

ある。例えば、新材を使用した製品より厚くすることが考えられるが、製品質量が増し、それ

に伴って製品原料、流通の燃料の使用量が増大し、かえって環境負荷が大きくなる可能性があ

る。しかし、造園・緑化資材の形状や質量は多様であることに加え、軽量化指標は数値基準を

設定することが難しく、標準的な質量を定められないことから、製品の軽量化を評価すること

は困難であると判断し、基準として策定しないこととした。

E．使用・維持・管理段階

◇E－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)　有害物質の含有

製品のコンクリート部分については、「E．コンクリート製品」と同様の考え方で有害物質

に関する基準を策定することとした。
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2-1-8．道路標識・区画線
3-1-8-1．道路標識板

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。

(1)　使用済みの製品の再使用

一度使用された道路標識板の反射シート部分を剥離した後、再度反射シートを貼り付けるこ

とによって、道路標識板を再利用する技術が実用化されており、道路標識板から道路標識板に

リユースする製品についてエコマーク認定商品として採り上げることとした。

E．使用・維持・管理段階

◇E－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)　製品からの有害物質の溶出および含有

各再生材料について材料に関する基準として項目を策定しており、これに従うこととした。

3-1-8-2．道路標識用材

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。

(1)　再生材料の使用

再生材料の利用促進を図ることとし、複数種の材料を組み合わせた製品があることから、そ

れぞれの再生材料について基準を設けた。

E．使用・維持・管理段階

◇E－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)　製品からの有害物質の溶出および含有

各再生材料について材料に関する基準として項目を策定しており、これに従うこととした。

3-1-8-3．区画線（路面表示塗料用ガラスビーズ）

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)　再生材料の使用

再生材料の利用促進を図ることとし、ガラスカレット配合率は製品質量の 100％とした。

◇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)　有害物質の含有

重金属などを含む着色剤および添加剤の使用が想定されるが、エコマーク商品類型 No.124

「ガラス製品 version1.0」において、ガラスの性質として金属をガラス中に化学的に安定な状

態で保つことが確認されている。関係業界団体への調査の結果、再生ガラスからの鉛、カドミ

ウム、クロム、ヒ素について溶出は認められなかった（検出限界 10ppb 以下）。また、ガラス

製品全般において、土壌汚染対策法において規制されている物質を処方構成成分としての使

用・添加を回避することで、廃棄・リサイクル段階での化学物質拡散防止および自然環境への

影響に配慮するものとし、本項目は基準を策定する項目として選定した。

2-1-9．仮設材

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。

(1)　再生材料の使用

再生材料の利用促進を図ることとし、複数種の材料を組み合わせた製品があることから、製

品質量に対する再生材料の合計配合率について基準を策定する項目として選定した。

◇A－8（有害物質などの使用・排出）

(1)　有害物質の含有

それぞれの再生材料について材料に関する基準として項目を策定しており、従うこととした。

E．使用・維持・管理段階

◇E－1（資源の消費）

本項目では以下の点が検討された。

(1)　使い捨て製品でないこと

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。仮設材のうち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、
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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した。

2-1-10．道路用材
2-1-10-1．道路照明

E．使用・維持・管理段階

◇E－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)　道路照明の省エネルギー化

高圧ナトリウムランプは水銀灯に比べて消費電力量が少ないため、本項目は基準を策定する

項目として選定した。

◇E－4（生態系への影響）

本項目では以下の点が検討された。

(1)　道路照明による生態系への影響低減

高圧ナトリウムランプの分光分布特性は、昆虫視感性である近紫外線の発生が水銀灯と比較

して少ないため、昆虫誘因性が低いとされる。ただし、特定の昆虫に対する誘引や周辺に生育

する植物の種類や生育段階によっては刺激源としての作用もあることから、設置地域ごとに生

息昆虫などへの影響確認に関し留意することにより、誘引される昆虫を減少させ、生態系への

影響の軽減を図るという観点から、本項目は基準を策定する項目として選定した。

2-1-10-2．高性能騒音低減装置

E．使用・維持・管理段階

◇E－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)高性能騒音低減装置は、既存の遮音壁に取り付けが可能であり、取り付け後に遮音壁

の全高さが高くならないこと。

(2)製品を取り付けることにより騒音が 2.0dB 以上低減することが確認されていること。

(1)については、遮音壁は、一般的に遮音壁の高さが増加するほど回折減衰による減音効果が

みられるものの、日照の阻害、圧迫感の増大や景観への影響が懸念される。これらの影響負荷

を軽減するために本装置を取り付けることにより、遮音壁の高さが低めに設定され、かつ減音

効果が得られる製品についてエコマーク認定商品として採り上げることにした。

(2)については、騒音低減装置の減音性能は、規定する 8 計測点で装置の有無の差の平均値が

2dB 以上の効果を求めていることから、性能を策定する項目として選定した。
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2-1-10-3．その他の道路用材

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。

(1)　再生材料の使用

再生材料の利用促進を図ることとし、複数種の材料を組み合わせた製品があることから、製

品重量に対する再生材料の合計配合率について基準を策定する項目として選定した。

◇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)　有害物質の含有など

それぞれの再生材料について材料に関する基準として項目を策定しており、従うこととした。

E．使用・維持・管理段階

◇E－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)　有害物質の含有

製品のコンクリート部分については、「E．コンクリート製品」と同様の考え方で有害物質

に関する基準を策定することとした。

2-1-11．上・下水道材

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。

(1)　再生材料の使用

再生材料の利用促進を図ることとし、複数種の材料を組み合わせた製品があることから、製

品質量に対する再生材料の合計配合率について基準を策定する項目として選定した。

◇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)　有害物質の含有など

それぞれの再生材料について材料に関する基準として項目を策定しており、従うこととした。

G．リサイクル段階
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◇G－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)　再生硬質塩化ビニル製品、再生プラスチック製品については、廃棄時にリサイクル

のルートが確立しており、製品中プラスチック部分の 70％以上（ただし、本基準制定後、

2 年間は 50％以上で可とする）が回収され、回収されたプラスチックの 60％以上がマテ

リアルリサイクルされることが確かであること。回収されたプラスチックの残りの部分

については、エネルギー回収などの利用がなされること。

上・下水道の維持・管理により、定期的にかつ大量に製品が廃棄されることが考えられるが、

管理者が明確であるため効率的に廃棄物を回収することができる。また、プラスチックについ

ては関係業界をあげて回収と再利用に取り組んでおり、エコマークにおいてもリサイクルルー

トの活用を促進するため、本項目は基準を策定する項目として選定した。

2-1-12．橋梁・河川・港湾用材

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。

(1)　再生材料の使用

再生材料の利用促進を図ることとし、複数種の材料を組み合わせた製品があることから、そ

れぞれの再生材料について基準を策定する項目として選定した。

D．施工段階

◇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)　現地で発生した土砂・礫を中詰材として利用できること

堰堤などを施工した際に発生する土砂・礫は、通常建設発生土として搬出され、他の工事現

場の埋立てに利用されたり、利用先がない場合は廃棄物として処分される。堰堤やふとんかご

の形状を工夫することにより、現地で発生した土砂・礫をそのまま中詰材として利用すること

は、建設発生土の搬出エネルギーの削減や廃棄物削減の一助になることから、本項目は基準を

策定する項目として選定した。

2-1-13．その他資材
2-1-13-1.ドレーン材、埋戻材

A．資源採取段階

◇A－1（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)　再生材料の使用

ドレーン工法や埋め戻しに使用される資材は様々な原料、形状のものがあるが、粒状の固形

物を対象としていることから、エコマーク認定基準 No.109「タイル・ブロック」において再生

材料として認めているものを参考とし、有機物・骨材・セメントを除き、由来の明確な原料を

再生材料として加工するものを採用した。

ただし、汚泥類については、原料と製品の区別を明確にする必要があると考えられることか

ら、原料の前処理または製品の製造工程において、焼成または溶融固化を求めることとした。

◇A－8（有害物質などの発生・処理処分）

本項目では以下の点が検討された。

(1)　原料の由来の明確化

(2)　有害物質の含有

(1)については、原料として産業廃棄物などを使用した場合、原料に混入している有害物質が

製品に含有されていることが想定されるため、原料とする再生材料の由来を明確にすることが

必要であるが、再生材料の原料証明と同様であるので、基準として策定しなかった。

(2)については、それぞれの再生材料について別途検討が行われていることから、その基準に

従うこととした。

C．流通段階

◇C－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)　運搬時の落下防止の対策がとられていること

ドレーン材など粒状の資材は、梱包されずに運搬される可能性があり、運搬時落下防止措置

の必要性を検討した。しかし、全ての土木製品に包装を求めることは現実的ではない。また、

運搬業務に携わる作業者の行為による落下防止措置を求めたとしても、確実に実施されるとは

限らない。以上の理由から、本項目については認定基準として策定できないと判断した。

E．使用・維持・管理段階

◇E－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)　製品からの有害物質の溶出および含有

製品は環境中に埋設あるいは土の代替品として使用されることから、土壌汚染の原因となら
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ないレベルの安全性を確保する必要があり、本項目は基準を策定する項目として選定した。

2-1-13-2.緑化基盤材

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。

(1)　再生材料の使用

緑化基盤に使用される資材は様々な原料、形状のものがあるが、粒状の固形物を対象として

いることから、使用できる再生材料は基本的にドレーン材および埋戻材に使用できるものと同

様と考えられるが、緑化基盤材という特性から廃プラスチック、建設廃材、廃ゴム、ガラスカ

レット、グラスウールは除いた。再生材料の使用割合はできるだけ高くすることが望ましい。

汚泥類についても、ドレーン材および埋戻材と同様の考え方により、原料の前処理または製

品の製造工程において、焼成または溶融固化を求めることとした。

2-1-13-3.非塩化物系凍結防止剤

A．資源採取段階

◇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)　酢酸系の物質を主成分とし、処方構成成分として塩化物を含んでいないこと。

酢酸カルシウムマグネシウム、酢酸カリウム、酢酸ナトリウムを主成分とする凍結防止剤は、

従来使用されてきた塩化カルシウムおよび塩化ナトリウムなどの塩化物からなる凍結防止剤

と比較して金属腐食、コンクリート腐食が少ない。また、溶解後も環境中で速やかに分解され

るため植物など環境への影響も従来より小さい。酢酸系の凍結防止剤に転換することにより、

環境負荷低減を図ることができると考えられ、主成分について基準を策定することとした。

E．使用・維持・管理段階

◇E－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)　製品は、適切な使用方法や取り扱いに関する説明書および MSDS を添付すること

凍結防止剤は、使用者によって使用方法にばらつきが生じることが考えられるが、化学物質

の環境への放出という観点から、より少量で最大の効果を得られることが望ましい。適切な散

布方法・散布量に関する情報を提供することにより、適切な使用を促し、環境負荷の低減を図

ることとした。また、取り扱いの安全性という観点から MSDS の添付を求めることとして、本

項目は基準を策定する項目として選定した。
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2-1-13-4.のり面防護網(環境配慮型落石防止工、環境配慮型のり面崩落防止工)

D．施工段階

◇D－4（生態系への影響）

本項目では以下の点が検討された。

(1)　環境配慮型落石防止工は、ワイヤロープやアンカーなどで構成された落石防止工で、

対策工施工対象範囲の 70％以上の法面で、樹木を伐採することなく自然斜面を保全で

きること。

(2)　環境配慮型のり面崩落防止工は、ワイヤロープや受圧板、アンカーなどで構成され

た法面崩落防止工で、対策工施工対象範囲の 70％以上の法面で、樹木を伐採すること

なく自然斜面を保全できること。

法面の落石防止工や崩落防止工は、法面の樹木を伐採してコンクリートやブロックで覆うの

が一般的であるが、構造を工夫することにより樹木をできる限り保存しながら防護網を施工す

る技術が実用化している。このような環境へ配慮した工法を活用した法面防護網について、基

準を策定する項目として選定した。

2-1-13-5.埋設標識シート

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。

(1)　再生材料の使用

再生材料の利用促進を図ることとし、複数種の材料を組み合わせた製品があることから、そ

れぞれの再生材料について基準を策定する項目として選定した。

◇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)　有害物質の溶出および含有

それぞれの再生材料について材料に関する基準として項目を策定しており、従うこととした。

2-2．品質に関する基準の策定の経緯

品質に関する基準は、日本工業規格などの品質規格に準ずることとし、該当する品質規格の

ない製品については、業界規格または自社規格に基づき、公的な試験機関による公的な試験方

法によって品質や安全性が確認されていることとした。本項目の検討にあたっては、製品によ

り「土木工事標準仕様書」､「再生材料を用いたコンクリート」JIS TR A 0006 などを引用した。



　　　　　　　　　　　　　　　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、＜共通の基準＞、製品に使用する材料の該当するA～Dの区分毎の＜材

料に関する基準＞、各対象製品Ａ～Ｎ毎の＜個別製品に関する基準＞＜品質に関する基準＞

の項目です。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

エコマーク表示有無（予定） □ ある

　□製品／□包装／□カタログ・リーフレット

　□取扱説明書／□その他（　　　　　　　　）

□ なし（表示する場合は提出が必須です）

（該当する事項 をチェックして下さい。ある場合は、以

下の表示予定設計図をご提出ください。）

エコマーク使用規定第3条

　エコマーク表示予定箇所、マーク

　下段の環境情報表示

エコマーク使用規定第7条

　エコマーク使用契約者名、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

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

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（記入例１）申込承諾者

本 商 品 類 型で 、既 に
認定 を受けている商 品
を別ブランドとして申込
む場合

ブランド名以外の変更が　 □ある／□ない
（該当する事項をチェックして下さい）

（ブランド名以外変更がなければ、以下の項目 の
証明は不要です）

エコマーク商 品 認 定
審査結果通知書の写し
既 認 定 型 式と本 申 込
製品の型式との対応表

変更点についての認定
基 準 に 対 す る証 明 書
（変更がある場合）

エコマーク
商品類型試案
「土木製品」

申込ブランド名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 70

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

対象

□Ａ.木製タイル・ブロック　（　　　　　　　　　　　　）　 □Ｂ.鉄鋼建材　（　　　　　　　　　　　　）
□ Ｃ.骨材　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）　　□Ｄ.セメント　　（　　　　　　　　　　　　）
□ Ｅ.コンクリート製品　　　（　　　　　　　　　　　　）　　□F.舗装用材　　（　　　　　　　　　　　　）
□ Ｇ.造園・緑化材　　　　　（　　　　　　　　　　　　）　□H.道路標識・区画線（　　　　　　　　　）
□ I. 仮設材　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）　　□J.道路用材　　　　（　　　　　　　　　　）
□ K.上・下水道材　　　　　（　　　　　　　　　　　）　　□L.橋梁・河川・港湾用材

（　　　　　　　　）
□ M.その他資材　（　　　　　　　　　　　　）

　（該当する事項をチェックの上、括弧内に別表１の最小分類名を記載してください。）
　　例.　透水性鋼板矢板）

＜共通の基準＞

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 品 製 造
工場長

＜材料に関する基準＞

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.2 材料構成

　□Ａ.木材　　　□Ｂ.プラスチック
　□Ｃ.ガラス　　 □Ｄ.繊維
　□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（機能上必要な小さな部品を除いて、製品中に
　　使用がある材料をチェックして下さい）

4-1.(2)木材保存剤
（Ａ.木材を使用している場合）

木材保存剤（防蟻剤、防腐剤、防虫剤、防かび
剤）の使用有無

□ある／□ない
（該当する事項をチェックして下さい）

　ある場合は右の添付証明書が必要です。
　ただし、屋内家具は木材保存剤の使用は認め
　られません。

薬剤の使用理由および
薬剤が(社 )日本木材保
存協会 で認定を受けて
いることの証明

(社)日本木材保
存協会など

4-1.(3)有害化学物質
　　　　など
（Ｂ.プラスチックを使用して
　　いる場合）

証明書（記入例３）
または重金属試験結果
（カドミウム・鉛・六価クロ
ム・ヒ素・総水銀・セレン）

原材料供給
（原料・成型）
事業者または
第三者試験機関

4-1. (4)ガラスカレット
　　　　　の安全性
（Ｃ.ガラスカレットを使用して
　いる場合）

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
の溶出試験結果（カドミ
ウム・鉛・六価クロム・ヒ
素・総水銀・セレン・ほう
素・ふっ素）

第三者試験機関
または公的機関

証明書（記入例４） 申込者
4-1.(5)化学物質
（Ｄ.繊維を使用している
場合）

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５）
（繊維部分材料毎）

染色工場
工場長
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＜個別製品に関する基準＞

Ａ．木製タイル・ブロック

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

記入表Ａ1 申込者

記入表Ａ2：原料事業者
一覧表
（原料事業者が１０社
以上の場合）

申込者
4-1.(6)(7)
　　製品全体における
　　材料使用比率・
　　原料名

　

原料取引上位１０社 に
よる原料証明書
（記入例６）

原料事業者

4-1.(8)塗料の化学
　　　　物質

　塗料の使用有無
　□ある／□ない

　使用がある場合は、右の添付証明書が必要
　です。ただし、エコマーク認定塗料
　（Version1.0）を使用の場合は、以下にエコマ
 ーク認定ブランド名と認定番号を記載して下さ
 い。

　　認定ブランド名　（　　　　　　　　　　　）
　　認定番号　　　　（　　　　　　　　　　　）

（該当する事項をチェックして下さい）

該当物質の使用量
記載リスト

（記入例７）
塗料製造事業者

4-1.(９)ハロゲン系元素
ハロゲン系元素の使用有無
□ある／□ない
（該当する事項をチェックして下さい）

4-1.(1０)製品の包装材
包装材の材質：
包装方法：

4-1.(1０)包装材への
　　　　ハロゲン系元素
　　　　の使用
（プラスチック包装
材料のみ）

　
　□使用あり／□使用なし

（該当する事項をチェックして下さい）

4-2.(97)製品の品質
JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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＜個別製品に関する基準＞

B．鉄鋼建材

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(1１)廃棄物発生量
　　　　　減少への配慮

製造段階における粗 鋼
１トンあたりの 廃棄物発
生量の減少に関する資
料

申込者

4-1.(12)製造からリサイ
　　　　　クルまでの物質
　　　　　収支

製造段階における粗 鋼
１トンあたりの 新規資源
投入量、エネルギー 消
費量、二酸化炭素排出
量に関する資料

申込者

寸法・材質などの製 品
仕様の証明書

申込者4-1.(1３)製品仕様・
　　　　　施工法

（共通） 施工方法 申込者

4-1.(1３)透水性鋼矢板
　　　　　（対象の場合）

陸域・水域の水循環が
可能となる根拠の証明
（施工方法ごと）

申込者

4-1.(1３)鋼矢板護岸緑
　　　　化用植栽フィン
　　　　　（対象の場合）

植物で鋼矢板面を覆 い
隠すことが可能となる
根拠の証明
（施工方法ごと）

申込者

4-1.(1３)低排土鋼管杭
　　　　　（対象の場合）

排土の低減根拠の証明
（施工方法ごと）
および杭体築造段階 に
おける地上へ の排土量
の定量確認資料

申込者

4-2.(９８)製品の品質
JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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＜個別製品に関する基準＞

Ｃ．骨材

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(1４)再生骨材の
　　　　　配合率

□ 骨材は以下の原料の製品質量全体の 100
　質量％であることに適合する
　　□解体したコンクリート塊
　　□一般廃棄物、下水道汚泥
　　□高炉スラグ、フェロニッケルスラグ、銅スラグ

（該当する事項をチェックして下さい）

4-1.(1４)再生骨材
原料証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(1５)製造からリサイ
　　　　　クルまでの物質
　　　　　収支

製造段階における粗 鋼
１トンあたりの 新規資源
投入量、エネルギー 消
費量、二酸化炭素排出
量に関する資料

申込者

4-1.(1６)有害物質の
　　　　　溶出

「認定期間中に年２回の試験を実施し、試験
結果を開示できること」を
□ 宣言する／□宣言しない

（該当する事項をチェックして下さい）

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
の製品の溶出試験結
果＊１

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(1７)有害物質の
　　　　　含有

「認定期間中に年１回の試験を実施し、試験
結果を開示できること」を
□ 宣言する／□宣言しない

（該当する事項をチェックして下さい）

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
の製品の含有試験結
果＊１

第三者試験機関
または公的機関

4-2.(９９～ 101）
　　　製品の品質

JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など

＊ １　原料に溶融固化物骨材およびスラグ骨材を使用する場合は、カドミウム・鉛・六価クロム・ヒ素・総水
銀・セレン・ほう素・ふっ素の８種の物質を試験対象とする。
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＜個別製品に関する基準＞

Ｄ．セメント

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(１８)原料供給
原料証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(１９)再生材料の
　　　　　配合率

記入表Ｃ 申込者

4-1.(2０)ＣＯ２排出量

再生材料 を使用しない
製品の熱処理を伴 う工
程と、申込製品 の熱処
理を伴 う工程 のＣＯ２排
出量の数値 を比較す る
証明書（エネルギ消費
量でも可）

申込者

4-1.(２１)有害物質の
　　　　　含有

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
の製品の含有試験結
果（カドミウム・鉛・六価ク
ロム・ヒ素・総水銀・セレ
ン・ほう素・ふっ素の 8種）

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(2２)六価クロムの
　　　　　溶出

地盤改良用途への使用有無
□使用あり／□使用なし

（該当する事項をチェックして下さい）
ある場合は、右の添付証明書が必要です。

建設省技調発第４８号
に従った六価クロム溶
出試験

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(2３)情報提供

　「右のマニュアルを使用す る施工者、構造物の
所有者、製品の製造者に配布すること」
　□宣言する／□宣言しない

（該当する事項をチェックして下さい）

認定基準 4-1.(23) ①・
②・③・④の項目を記 載
したマニュアル（原稿）

申込者

4-2.（102）製品の品質
JIＳに適合する
試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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＜個別製品に関する基準＞

E．コンクリート製品

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(24)選択肢 　□ａ／□ｂ

4-1.(24)選択肢ａ.
　　　透水性

透水係数に関する試験
結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など

4-1.(24)選択肢ｂ.
　　再生材料の配合率

記入表Ｃ 申込者

4-1.(25)有害物質の
　　　　　溶出

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
の製品の溶出試験結
果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(26)有害物質の
　　　　　含有

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
の製品の含有試験結
果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(27)情報提供

　「右のマニュアルを使用す る施工者、構造物の
所有者、製品の製造者に配布すること」
　□宣言する／□宣言しない

（該当する事項をチェックして下さい）

認定基準 4-1.(27) ①・
②・③・④・⑤の項 目 を
記載したマニュアル（原
稿）

申込者

4-1.(28)使用後の
　　　　　リサイクル

使用後 の分離方法、リ
サイクルに関する説明

申込者

4-2.（103～106）
製品の品質

JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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＜個別製品に関する基準＞

Ｆ．舗装用材

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(29)原料供給
原料・前処理証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(29)再生材料の
　　　　　配合率

記入表Ｃ 申込者

4-1.(30)使用後のリサイ
　　　　クル

廃棄後 のリサイクルの
方法を示す証明

申込者

4-1.(31)資源採取から
　　　　　リサイクルまで
　　　　　の物質収支

製造段階における粗 鋼
１トンあたりの 新規資源
投入量、エネルギー 消
費量、二酸化炭素排出
量に関する資料

申込者

4-1.(32)有害物質の
　　　　　溶出

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
のゴム粒子の溶出試験
結果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(33)情報提供
認定基準 4-1.(32)の項
目 を記載 したマニュア
ル（原稿）

申込者

4-2.（107）製品の品質
（社）日本自動車 タイヤ
協会などの交通量区分
への適合

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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＜個別製品に関する基準＞

Ｇ．造園・緑化材

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(34)原料供給
原料・前処理証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(34)再生材料の
　　　　　配合率

記入表Ｃ 申込者

4-1.(35)有害物質の
　　　　　溶出

コンクリート部分の使用有無
□ ある／□なし

使用がある場合は右の添付証明書が必要です

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
のコンクリート部分の溶
出試験結果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(36)有害物質の
　　　　　含有

コンクリート部分の使用有無
□ ある／□なし

使用がある場合は右の添付証明書が必要です

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
のコンクリート部分の含
有試験結果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(37)資源採取から
　　　　　リサイクルまで
　　　　　の物質収支

製造段階における粗 鋼
１トンあたりの 新規資源
投入量、エネルギー 消
費量、二酸化炭素排出
量に関する資料

申込者

4-1.(38)情報提供
認定基準 4-1.(35)(36)
の項目 を記載 したマニ
ュアル（原稿）

申込者

4-1.(39)製品の包装材

包装材の材質：
包装方法：
　
「金属と他材料との分離・分別の設計がなされ、
回収後のリサイクルや分別廃棄の妨げとならない
ことに」
　　□適合する／□適合しない

（該当する事項をチェックして下さい）

4-1.(39)包装材への
　　　　ハロゲン系元素
　　　　の使用
（プラスチック包装
材料のみ）

　
　□使用あり／□使用なし

（該当する事項をチェックして下さい）

4-2.（108）製品の品質
JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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＜個別製品に関する基準＞

Ｈ．道路標識・区画線

Ｈ－１．道路標識板

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(40)回収システム
使用済み製品の回収シ
ステム、処理能力、処理
内容などの説明書

申込者

4-1.(41)反射シートの
　　　　　素材

4-1＜材料 に関 する基
準＞(3) に適合 すること
を示 す 証 明 書 証 明 書
（記入例３）
または重金属試験結果
（カドミウム・鉛・六価クロ
ム・ヒ素・総水銀・セレン）

原材料供給
（原料・成型）
事業者または
第三者試験機関

4-1.(42)分離・分別の
　　　　　設計

分離・分別、取 り替えの
可能な部品 と取 り替 え
方法に関する証明書

申込者

4-2.（109～111）
　　　製品の品質

JIＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など

Ｈ－２．道路標識用材

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(４3)原料供給
原料証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(４3)再生材料の
　　　　　配合率

記入表Ｃ 申込者

4-1.(４4)有害物質の
　　　　　溶出

コンクリート部分の使用有無
□ ある／□なし

使用がある場合は右の添付証明書が必要です

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
のコンクリート部分の溶
出試験結果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(45)有害物質の
　　　　　含有

コンクリート部分の使用有無
□ ある／□なし

使用がある場合は右の添付証明書が必要です

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
のコンクリート部分の含
有試験結果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(46)資源採取から
　　　　　リサイクルまで
　　　　　の物質収支

製造段階における粗 鋼
１トンあたりの 新規資源
投入量、エネルギー 消
費量、二酸化炭素排出
量に関する資料

申込者

4-1.(47)分離・分別の
　　　　　設計

分離・分別、取 り替えの
可能な部品 と取 り替 え
方法に関する証明書

申込者
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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.(48)処方構成成分
クロム、カドミウム、ヒ素の添加有無
　□添加あり／□添加なし

（該当する事項をチェックして下さい）

4-1.(49)情報提供

　「右のマニュアルを使用す る施工者、構造物の
所有者、製品の製造者に配布すること」
　□宣言する／□宣言しない

（該当する事項をチェックして下さい）

認定基準 4-1.(49) ①・
②・③・④・⑤ ・⑥の項
目 を記載 したマニュア
ル（原稿）

申込者

4-1.(50)包装材への
　　　　ハロゲン系元素
　　　　の使用
（プラスチック包装
材料のみ）

　
□使用あり／□使用なし

（該当する事項をチェックして下さい）

4-2.（1１２・113）
　　　製品の品質

アルカリ骨材反応
総理府･建設省令

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など

Ｈ－３．区画線（路面表示塗料用ガラスビーズ）

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(51)原料供給
原料証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(51)再生材料の
　　　　　配合率

記入表Ｃ 申込者

4-1.(52)製品の包装材

包装材の材質：
包装方法：
　
「金属と他材料との分離・分別の設計がなされ、
回収後のリサイクルや分別廃棄の妨げとならない
ことに」
　　□適合する／□適合しない

（該当する事項をチェックして下さい）

4-1.(52)包装材への
　　　　ハロゲン系元素
　　　　の使用
（プラスチック包装
材料のみ）

　
□使用あり／□使用なし

（該当する事項をチェックして下さい）

4-1.(53)有害物質の
　　　　　溶出

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
の製品の含有試験結
果（カドミウム・鉛・六価ク
ロム・ヒ素・総水銀・セレ
ン・ほう素・ふっ素の 8種）

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(54)着色剤

カドミウム、鉛、水銀、クロム、ヒ素、セレンおよび
その化合物の添加有無
　□添加あり／□添加なし

（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.(55)情報提供
認定基準 4-1.(53)(54)
の項目 を記載 したマニ
ュアル（原稿）

申込者

4-2.（1１4）製品の品質
JIＳに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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＜個別製品に関する基準＞

I．仮設材

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(56)原料供給
原料証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(56)再生材料の
　　　　　配合率

記入表Ｃ 申込者

4-1.(57)有害物質の
　　　　　溶出

コンクリート部分の使用有無
□ ある／□なし

使用がある場合は右の添付証明書が必要です

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
のコンクリート部分の溶
出試験結果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(58)有害物質の
　　　　　含有

コンクリート部分の使用有無
□ ある／□なし

使用がある場合は右の添付証明書が必要です

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
のコンクリート部分の含
有試験結果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(59)処方構成成分
クロム、カドミウム、ヒ素の添加有無
　□添加あり／□添加なし

（該当する事項をチェックして下さい）

4-1.(60)使い捨て製品

使い捨て製品に
□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）
　該当する場合は右の添付証明書が必要です。

使用後 のリサイクルに
関する証明書

申込者

4-1.(61)情報提供
認定基準 4-1.(57)(58)
の項目 を記載 したマニ
ュアル（原稿）

申込者

4-2.（1１5）製品の品質 自社基準など
申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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＜個別製品に関する基準＞
Ｊ．道路用材

J－１．道路証明

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(62)電力消費量
申込製品と水銀 ランプ
の消費電力量を比較 し
たデータ

申込者

4-1.(63)光の漏洩
道路外部への光の漏洩
が軽減される設計に関
する証明書

申込書

4-2.（1１6）製品の品質
JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など

J－２．高性能騒音低減装置

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者
寸法・材質などの製 品
仕様の証明書

申込者4-1.(64)製品仕様・
　　　　　施工法

（共通）
施工方法、取り付け前と
後の遮音壁の全高

申込者

4-1.(65)騒音低減効果

騒音の低減が可能 とな
る根拠の証明
（施工方法ごと）
定量的に確認した資料

申込者

4-2.（1１7・118）製品 の
品質

構造強度計算書など
申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など

J－３．その他の道路用材

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(66)原料供給
原料証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(66)再生材料の
　　　　　配合率

記入表Ｃ 申込者

4-1.(67)有害物質の
　　　　　溶出

コンクリート部分の使用有無
□ ある／□なし

使用がある場合は右の添付証明書が必要です

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
のコンクリート部分の溶
出試験結果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(68)有害物質の
　　　　　含有

コンクリート部分の使用有無
□ ある／□なし

使用がある場合は右の添付証明書が必要です

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
のコンクリート部分の含
有試験結果

第三者試験機関
または公的機関
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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.(６9)情報提供

認定基準 4-1.(67)(68)
の項目 を記載 したマニ
ュアル（原稿）

申込者

4-1.(70)廃棄後の処理
　　　　　方法に関する
　　　　　情報

廃棄物の処理方法に
関する項目 を記載した
マニュアル（原稿）

申込者

4-1.(71)焼却灰などの
　　　　　飛散対策

焼却予定の施設の構造
図

申込者

4-2.（1１9～ 122）製 品
の品質

JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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＜個別製品に関する基準＞

Ｋ．上・下水道材

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(72)原料供給
原料証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(72)再生材料の
　　　　　配合率

記入表Ｃ 申込者

4-1.(73)有害物質の
　　　　　溶出

コンクリート部分の使用有無
□ ある／□なし

使用がある場合は右の添付証明書が必要です

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
のコンクリート部分の溶
出試験結果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(74)有害物質の
　　　　　含有

コンクリート部分の使用有無
□ ある／□なし

使用がある場合は右の添付証明書が必要です

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
のコンクリート部分の含
有試験結果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(75)資源採取から
　　　　　リサイクルまで
　　　　　の物質収支

製造段階における粗 鋼
１トンあたりの 新規資源
投入量、エネルギー 消
費量、二酸化炭素排出
量に関する資料

申込者

4-1.(76)処方構成成分
クロム、カドミウム、ヒ素の添加有無
　□添加あり／□添加なし

（該当する事項をチェックして下さい）

4-1.(77)廃棄時の適正
　　　　　な処理・処分

　製品の平均使用年数
　□２０年以上／□２０年未満

（該当する事項をチェックして下さい）

製品の平均使用年数 と
その根 拠（製 品そのも
のの使用実績または類
似製品 の使用実績と品
質上同じであることの 試
験結果）を示 した証 明
書

申込者

4-1.(78)情報提供
認定基準 4-1.(73)(74)
の項目 を記載 したマニ
ュアル（原稿）

申込者

4-1.(79)包装材への
　　　　ハロゲン系元素
　　　　の使用
（プラスチック包装
材料のみ）

　
□使用あり／□使用なし

（該当する事項をチェックして下さい）

4-2.（123）製品の品質
JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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＜個別製品に関する基準＞

Ｌ．橋梁・河川・港湾用材

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(80)原料供給
原料・前処理証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(80）（84）再生材料
　　　　　の配合率

記入表Ｃ 申込者

寸法・材質などの製 品
仕様の証明書

申込者
4-1.(81)製品仕様・
　　　　　施工法

（共通）
施工方法、取り付け前と
後の遮音壁の全高

申込者

4-1.(81)不透過型鋼製
　　　　　砂防堰堤
　　　　　（対象の場合）

　□ダブルウォール型式／□鋼製枠型式
（該当する事項をチェックして下さい）

堰堤体積 の７０％以 上
に対し、現採土砂・礫 も
しくは現礫 を中詰材とし
て利用できる根拠 の証
明
（施工方法ごと）

申込者

4-1.(82)透過型鋼製
　　　　　砂防堰堤
　　　　　（対象の場合）

流 水 や 砂 礫 を流 下 さ
せ、河床低下や海浜後
退 を抑制 することの 根
拠の証明
（施工方法ごと）
動植物 の移動 を妨げな
い根拠の証明
（施工方法ごと）

申込者

4-1.(83)特殊型ふとん
　　　　　かご
　　　　　（対象の場合）

かご体 積 の７０％ 以 上
に対し現採土砂・礫 を
中詰材として利用できる
根拠の証明
（施工方法ごと）

申込者

4-2.（124・125）製品 の
品質

JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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＜個別製品に関する基準＞
Ｍ．その他資材

Ｍ－１．ドレーン材、埋戻材

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(85)原料供給
原料・前処理証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(85)再生材料の
　　　　　配合率

記入表Ｃ 申込者

4-1.(86)資源採取から
　　　　　リサイクルまで
　　　　　の物質収支

製造段階における粗 鋼
１トンあたりの 新規資源
投入量、エネルギー 消
費量、二酸化炭素排出
量に関する資料

申込者

4-1.(87)有害物質の
　　　　　溶出

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
の製品の溶出試験結
果＊１

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(88)有害物質の
　　　　　含有

土壌汚染対策法施行
規則（環境省令第 29
号）に適合していること
の製品の含有試験結
果＊１

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(89)ダイオキシン
　　　　　類

環境庁告示第 68 号に
適合していることの試
験結果

第三者試験機関
または公的機関

4-1.(90)情報提供

認定基準 4-１.
(87)(88)(89)の
項目 を記 載したマニュ
アル（原稿）

申込者

4-2.（126・127）製品 の
品質

適合する証明書
申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など

＊ １　原料に溶融固化物骨材およびスラグ骨材を使用する場合は、カドミウム・鉛・六価クロム・ヒ素・総水
銀・セレン・ほう素・ふっ素の８種の物質を試験対象とする。

M－２．緑化基盤材

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(91)原料供給
原料・前処理証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(91)再生材料の
　　　　　配合率

記入表Ｃ 申込者

4-2.（128・129）製品 の
品質

適合する証明書
申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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M－３．非塩化物系凍結防止剤

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(92)酢酸系物質
製品 の処 方 構 成 成 分
表

申込者

4-1.(93)使用方法や
　　　　　　取扱いに関す
　　　　　　る情報

説明書および MSDS 申込者

4-2.（130）製品の品質
JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など

Ｍ－４．のり面防護網（環境配慮型落石防止工、環境配慮型のり面崩落防止工）

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者
寸法・材質などの製 品
仕様の証明書

申込者
4-1.(94)(95)製品
　　　　　仕様・施工法

（共通） 施工方法の説明資料 申込者

4-1.(94)(95)自然
　　　　　斜面の保全
　　　　　（対象の場合）

　□環境配慮型落石防止工／
　□環境配慮型のり面崩落防止工

（該当する事項をチェックして下さい）

対策工施工対象範囲
の７０％以 上 の法 面 に
対し、樹木を伐採するこ
となく自然斜面 が保 全
できる根拠の証明
（施工方法ごと）

申込者

4-2.（13１）製品の品質
JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など

Ｍ－５．埋設標識シート

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1.(96)原料供給
原料・前処理証明書
（記入例８）

原料供給事業者

4-1.(96)再生材料の
　　　　　配合率

記入表Ｃ 申込者

4-2.（132）製品の品質
JIＳまたはＪＡＳなどに
適合する試験結果

申 込 者 ま た は
第三者試験機関
など
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　 記 入 例 1-131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　財団法人日本環境協会
　エコマーク事務局長　御中

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、申込承諾者

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

本証明書の発行日
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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　御中

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、最終製品製造工場長

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、
下記のことに適合していることを証明します。

記

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５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

以上
（※）創業以来違反がないという内容でも結構です

発行者が工場長以外の役職の場合は、工場長の役職に相当する、もしくは工場長の役職を兼務し
ていることを必ず明記してください。
本証明書の発行日の有効期限は、製品のエコマークへの申込より３ヶ月程度とします。

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

本証明書の発行日

証明書
発行者名

記入例 2‐131
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　　 記 入 例 3-131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日
　　財団法人日本環境協会
　　エコマーク事務局長　御中

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、原材料供給事業者

証明書　＊１

（プラスチック（再生材・バージン材）毎に、自社製造段階で使用する物質について以下を
ご証明下さい。）

対象　（再生材／バージン材）、材質：　　　　　　　、担当製造工程 　

4-1. (3) 有害化学物質など 記入欄 必要添付書類等

　プラスチック添加物

添加剤

使用がある場合、
重金属の試験結果、または添加
剤のポジティブリストの登録番
号記載の証明書　＊２

下記以外の添加剤の使用
使用あり／なし

（PL 番号　　　　　）

難燃剤の使用（下は使用がある場合記入） 使用あり／なし

難燃剤 PBB,PBDE,塩素化パラフィンの含有 含有する／しない

使用ある場合、
(財)日本防炎協会の認定証の
写し

安定剤、滑剤の使用（下は使用がある場合記入） 使用あり／なし
安定剤
滑剤

鉛系、カドミウム系、有機スズ化合物系の
含有　＊３

含有する／しない

色材（顔料・染料）の使用
使用あり／なし

（PL 番号　　　　　）
色材

使用がある場合、
重金属の試験結果、または添加
剤のポジティブリストの登録番
号記載の証明書　＊２

＊ １　証明書は、各製造工程担当者における各製造工程での使用有無の証明が必要です。各製造工程に添加物を
　　　供給している事業者自身の本証明書の発行は不要です。また、バージン樹脂供給者の証明は、本証明の替わ
　　　りに、樹脂自体のポジティブリストもしくは重金属の試験結果の写しでも可とします。

＊ ２　添加物・色材（顔料・染料）の重金属試験については、それらを含んだ製品での試験でも可とします。
＊３　トリブチルスズ,トリフェノルスズ,ジブチルスズ,ジフェニルスズ,モノフェニルスズの化合物

証明書
発行者名

本証明書の発行日
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　　 記 入 例 4－131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

製品に使用する繊維部分材料について、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５－131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

繊維材料（繊維材料品番名　　　　　　　）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
　　（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 Benzidine 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)
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)

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 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),

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

Oeko-Tex
3761-53-3 C.I. ACID RED 26 CI 16150 2B(NTP,IARC), Oeko-Tex
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), Oeko-Tex
1937-37-7 C.I. DIRECT BLACK 38 CI 30235 C2,R3(EU),

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

C.I. DISPERSE BLUE 106 ETAD, Oeko-Tex
C.I. DISPERSE BLUE 124 ETAD, Oeko-Tex

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

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

C.I. DISPERSE BLUE 102 Oeko-Tex
C.I. DISPERSE ORANGE 1 CI 11080 Oeko-Tex
C.I. DISPERSE ORANGE 76 Oeko-Tex

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

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

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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製品重量証明書

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社名）
　型式名　（　　　　　　　）

　型式毎に提示してください。複数の型式について、使用材料の重量割合が同じ場合は、その旨
　提示してください。

部品名 原料名
（例.間伐材、廃木材など）

原料事業者名
製品全体での
重量割合 (%)

木質部

木質部

木質部

木質部計

その他材料

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

＊原料事業者が１０社以上になる場合は、記入表Ｂの原料事業者一覧表を提出してください。
＊各部品合計の製品全体での重量割合（％）は、１００になるように記載してください。

社印

記入表Ａ1‐131
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　 記入表Ａ2–131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　財団法人日本環境協会
　エコマーク事務局長　御中
　

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、申込者

原料供給証明書一覧

製品に使用する再・未利用木材の一覧を以下に示します。

No. 再・未利用材料名 原料供給者名
例 間伐材 ○○県○○森林組合

以上

証明書
発行者名

本証明書の発行日
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記 入 例 6(間伐材) –131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　財団法人日本環境協会
　エコマーク事務局長　御中
　

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、原料事業者

原料供給証明書

再・未利用木材として、以下に記載した内容の間伐材を（エコマーク商
品製造者名）に供給することを証明致します。また、対象となる林分の写
真を添付します。

産 地 例：国、県、市町村

樹　　種

数　　量

植 栽 年

間 伐 率 例：20％
300 本/1500 本　（1ha あたり）

何回目の間伐
かなどの情報

例：１回目の間伐：1980 年
間伐率は 30％　500 本/2000 本（1ha あたり）

　　2回目の間伐：2004年

 末 口 径＊ 平均的な分布 　　　　cm～         cm

　　＊印　参考情報として記載すること。
    間伐率（％）：(1ha あたりの間伐した本数／1ha あたりの植栽本数)×100

産地：木材が収穫されたところ
　以上

証明書
発行者名

本証明書の発行日
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　 記 入 例 6(廃木材) –131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　財団法人日本環境協会
　エコマーク事務局長　御中
　

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、原料事業者

原料供給証明書

再・未利用木材、植物繊維として以下に記載の廃木材を（エコマーク商
品製造者名）に供給することを証明致します。

廃木材の原料詳細 配合割合

□使用済み木材
　再生原料内容：（　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　例　梱包材

％

□木材加工工場などから発生する残材
　□合板・製材工場などから発生する端材
　□製紙未利用低質チップ
　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

％

□剪定枝 ％

□樹皮 ％
□その他（　　　　　　　　　　　　　　） ％

廃木材

合計 １００％

「剪定枝」、「樹皮」、「その他」の場合、発生過程や樹種などの詳しい説明
（別紙による説明可）

以上
＊該当する項目にチェックをし、必要事項を記載してください。

証明書
発行者名

本証明書の発行日
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　 記 入 例 6(建設発生木材) –131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　財団法人日本環境協会
　エコマーク事務局長　御中
　

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、原料事業者

原料供給証明書

再・未利用木材として以下に記載の建築発生木材を（エコマーク商品製
造者名）に供給することを証明致します。

建築発生木材の原料詳細

□建築解体木材（建築物解体工事に伴って廃棄物となった木材および木質材料）

□新築・増築工事に発生した木材および木質材料

□修繕模様替え時に発生した木材および木質材料

建築
発生
木材

□その他工作物に関する工事などの建設工事に伴って廃棄物と
　なった木材および木質材料

発生過程や樹種などの詳しい説明（別紙による説明可）

建築解体木材の場合には、防腐・防蟻・防虫処理が施された材を分別・排除して
使用していることについての別紙で説明を提示してください（分別・排除の方法
を記した作業マニュアル、工程フローなど）。

以上
＊該当する項目にチェックをし、必要事項を記載してください。

証明書
発行者名

本証明書の発行日
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　 記 入 例 6(低位利用木材-1/3) –131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　財団法人日本環境協会
　エコマーク事務局長　御中
　

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、原料事業者

原料供給証明書

再・未利用木材、植物繊維として以下に記載の低位利用木材を（エコマ
ーク商品製造者名）に供給することを証明致します。｢環境保全上の適切
な維持管理のために伐採する竹｣を使用の場合は、竹林の周辺の写真また
は地図を添付します。

低利利用木材の原料種類 配合割合

□林地残材 ％

□かん木 ％

□木の根 ％

□病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材 ％

□曲がり材 ％

□小径材 ％

□環境保全上の適切な維持管理のために伐採する竹 ％

□その他 ％

低位
利用
木材

合計 １００％

証明書
発行者名

本証明書の発行日
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 記 入 例 6(低位利用木材-2/3) –131

【原料の詳細】(竹以外)

森林の種類 □天然生林　□人工林

持続可能な管理が
されている森林*1)

第三者認証の取得（認証の写しを添付のこと）
□あり（名称　　　　　　　　　　）　□なし

原 産 地

樹　　種

数　　量

 植 栽 年*2)

 末 口 径*3) 　　　　       cm

　*1) 小径材を原料とし、該当場合のみ記載のこと　*2) 人工林の場合のみ記載のこ
と
　*3) 小径材の場合のみ記載のこと

発生過程などの詳しい説明（別紙による説明可）

小径材の場合　施業方法の説明（皆伐、群状択伐、帯状択伐など）

※ 

以上
＊該当する項目にチェックをし、必要事項を記載してください。
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記 入 例 6(低位利用木材-3/3) –131

【原料の詳細】（竹）

竹の種類

産地および
周辺の状況

(産地/例)
・ 国、県、市町村

(周辺の状況/例)
・ 森林や農地に囲まれ、竹林がそれらに侵入し適切な生育

を圧迫している。（具体的に詳細に記述してください）

環境保全上の適切な
維持管理のための伐
採であることの説明

上記の問題に対し、どのような対応を行っているか説明し
てください。

管理計画

伐採回数／年、竹林の所有者・管理者なども記載してくだ
さい。

数　　量

産地：竹が収穫されたところ
以上



 102

　　記 入 例 7‐131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　財団法人日本環境協会
　エコマーク事務局長　御中

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、塗料製造事業者

化学物質に関する証明書

（申込商品名）に供給する塗料は、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.(8)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

証明書
発行者名

本証明書の発行日



 103

　記 入 例 8‐131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　財団法人日本環境協会
　エコマーク事務局長　御中

○ ○株式会社
○ ○　○　○
　　　社印

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、原料供給事業者

原料供給証明書

（　　　　＊１）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。

　＊１には、具体的な原料名を記載してください。
　

証明書
発行者名

本証明書の発行日
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　製品重量証明書

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社名）
　型式名　（　　　　　　　）

　型式毎に提示してください。製品１トンの製造に使用する重量を以下に記載してください。

部品名 原料名
（例.高炉スラグなど）

原料事業者名
重量 (トン・

質量％)

再生材料

再生材料

再生材料

再生材料計

その他材料

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　）

社印

記入表Ｃ‐131


