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は じ め に

財団法人日本環境協会は、平成元年より環境にやさしい社会の実現に向けて、商品の選択

の側面から、第三者認証環境ラベルとしてエコマーク事業を実施して参りました。

本事業は事業開始以来、今年で 18 年目を迎え、平成 18 年 3 月末現在、商品類型数 46、認

定商品数 4,832、企業数 1,672 を数えるに至っております。

消費者の環境問題意識の高まりや企業が環境分野において社会的責任を負うとする動きは、

時代の流れであり、時代の要請でもあります。一方、消費者を裏切る「偽装表示」や「虚偽

申告内容」等の「企業のモラルハザード」や「ずさんなコンプライアンス」は後を絶たず、

消費者は厳しいまなざしを持って注目しております。それを受けて、企業の CSR（Corporate

Social Responsibility、企業の社会的責任）に取り組む動きも加速する傾向にあります。

こうした背景から、正式なエコマーク使用契約を結ぶことなく、「エコマーク認定商品」

と称して商品の製造、販売等を行う一部悪質な行為に対し、「エコマーク不正使用対応マニ

ュアル」に基づき、公正かつ厳格な対応を行っております。

このことは、エコマーク制度自体の信頼性確保およびエコマーク商品の信頼性維持の上で

重要と考えます。

以上のような状況を踏まえ、エコマーク事務局ではエコマーク商品に関する「消費者モニ

タリング調査」を行いました。この調査結果を踏まえた上で、多様化、複雑化する環境ニー

ズを把握することによって、消費者に対して、効率的かつ効果的な対応が可能であると考え

ております。

財団法人日本環境協会

エコマーク事務局
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1．調査の概要

1.1 調査の目的

エコマーク制度・商品に関する適正なマーク表示・使用や消費者の信頼性等の意識を全国規

模でモニタリング調査することにより、消費者のエコマーク制度や商品への意識変化を取りま

とめ、制度における信頼性向上、効率的な普及活動等に反映するために実施した。

1.2 調査の方法

（１）調査対象

地域：全国

単位：個人（２０歳以上の男女）

選定：社団法人全国消費生活相談員協会 ８支部 専門相談員有資格者

客対数：６００人

配布・回収：郵送によるモニタリング調査方式

（２）実施期間

平成１８年１月１３日（金）～平成１８年１月３１日（火）

（３）回収状況

発送数：６００人

回収数：５５３人

回収率：９２.２％

1.3 回答者の属性

（１）性別

①男性 ９人（ １.６％）

②女性 ５４４人（９８.４％）

（２）地域別

①北海道地区 ２７人（ ４.９％） ②東北地区 ４７人（ ８.５％）

③関東地区 ２１９人（３９.６％） ④中部地区 ５７人（１０.３％）

⑤関西・四国地区１３５人（２４.４％） ⑥九州地区 ６８人（１２.３％）

（３）年 代

①２０代以下 ３人（ ０.５％） ②３０代 ４１人（ ７.４％）

③４０代 １７９人（３２.４％） ④５０代 ２３５人（４２.５％）

⑤６０代 ７２人（１３.０％） ⑥７０代以上 ２３人（ ４.２％）

（４）職 業

①専業主婦 ５１人（ ９.２％） ②パート・アルバイト２９１人（５２.７％）

③会社員・公務員１８６人（３３.６％） ④自営業 ５人（０.９％）

⑤学生 １人（ ０.２％） ⑥無 職 １９人（３.４％）
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2.「エコマーク商品調査」の結果

2.1 家庭内で認められたエコマーク商品について（調査票：問 1）

エコマーク商品調査票にもとづく調査として、家庭内にあったエコマーク商品の表示部分を

最大５つ報告していただいた。今回、「エコマーク商品」として報告された商品の総数は 2,065

で、このうち 22 については、エコマーク商品以外のものをエコマーク商品とする誤った報告

であった。誤認されたものを除くと、15 商品類型 2,043 商品である。報告数を商品類型別に

整理すると、表１のとおりである。

表１ 商品類型別集計（調査対象商品全報告一覧）

表１から報告数の多い上位 5 商品類型を抽出したものが表２である。上位 5 商品類型の合計

で 84.8％をしめている（表２に示した比率は n=2,043 を分母として算出）。上位 5 商品類型の

商品類型別の構成％は、前回 2004 年度とほぼ同様の値を示す結果となった。

表２ エコマーク報告商品類型と商品名結果 n＝2,043

商品
類型

商品類型名 報告数 商品
類型

商品類型名 報告数

26 太陽電池モジュール利用製品 4 119 パーソナルコンピュータ 3

31 詰め替え使用品のための容器 52 120 紙製の印刷物 143

103 衣服version２ 18 122 プリンタ 2

106 情報用紙 51 127 消火器version１ 1

108 衛生用紙 414 128 日用品version１ 442

112 紙製の事務用品/文具・事務用品ver1 221 129 廃食用油再生せっけんversion１ 18

113 包装用の用紙/包装用紙ver2 127 2,043

115
廃木材・間伐材・小径材などを使用
した木製品/廃木材・間伐材・未利用
木材などを使用した製品ver2

35 22

118 再生材料を使用したプラスチック製
品/プラスチック製品ver2

512 総報告数（A）＋（B） 2,065

エコマーク表示報告　小計（A）

エコマーク誤認報告　小計（B）

商品類型番号 商品名等 報告数 構成％

118 ボールペン、シャープペン等 512 25.2

128 ゴム手袋等 442 21.6

108 トイレットペーパー等 414 20.3

112 紙製ファイル、ノート等 221 10.8

120 カタログ、カレンダー、雑誌等 143 7.0

84.9計　
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2.2 エコマーク表示の不正使用状況について

家庭内にあったとして報告された「エコマーク商品」のマーク表示部分を分析し、それらエ

コマーク表示に関する『エコマークの不正使用』調査を行った。

報告数 2,043 に対して、「衛生用紙」（トイレットペーパー）と「紙製の印刷物」で無断使

用 2 件、「紙製の印刷物」「衛生用紙」「包装用紙」で不適正使用 4 件、あわせて 6 件の「エ

コマーク不正使用」が確認された。昨年度の調査では無断使用 14 件、不適正使用 4 件であり、

無断使用が大幅に減少する結果となった。

無断使用と不適正使用を加えた「不正使用率」は、前回 0.81％に対し今回 0.29％であり、2

年連続 1％を切る結果となった。同調査開始以来 4 年連続して減少している。

本調査で確認された「不正使用」の原因は、「認定基準変更に伴う、表示対応の不備」や「使

用契約更新対応不備」が主なものである。

個々の案件に対しては、今後とも「エコマーク不正使用対応マニュアル」にもとづき、厳格

な対応を行っていくこととする。

表３ 無断使用、不適正使用状況 n=2,043

2.3 エコマークと誤認報告された環境マークの内訳

今回の全報告数 2,065 において「エコマークではないマークをエコマークと誤認」してきた

報告件数は 22 であった。これは全報告数の 1.1％であり、前回調査の 2.2％と比較して減少し

た。

また、エコマークとして誤って理解されたものの中で、多く報告されたものは「省エネルギ

ーマーク」と「生協環境マーク」でそれぞれ 6 件であった。

無断使用（A） 件数 商品報告数 無断使用率%

衛生用紙（トイレットペーパー） 1 414 0.24

紙製の印刷物 1 143 0.69

小計 2 557 0.36

不適正使用（B） 件数 商品報告数 不適正使用率%

紙製の印刷物 2 143 1.39

衛生用紙 1 414 0.24

包装用の用紙 1 127 0.78

小計 4 684 0.58

不正使用（C） 件数 商品報告数 不正使用率%

不正使用=無断使用＋不適正使用 6 2,043 0.29
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2.4 報告された商品の購入先について（調査票：問 2）

報告があった 2,065 商品の購入先を整理すると以下のとおりとなった。最も多い購入先は、

前回に引き続き

①スーパー、生協 ６２.４％（前回６０.２％）

となり、昨年に引き続き６割を超える結果となった。続いて、

②一般個人商店・専門店 ２１.２％（前回２０.４％）

③デパート ８.４％（前回 ９.２％）

④ディスカウントストア ２.８％（前回 ４.１％）

⑤コンビニエンスストア ３.１％（前回 ３.０％）

の順となった。

図１ 「エコマーク」商品の報告があった商品購入先

スーパー�
生協�
�62.4%

一般個人商店�
専門店�
�21.2%

デパート�
��8.4%

ディスカウントストア�
�2.8%

コンビニエンスストア
�3.1%

その他�
�2.1%

n=2065
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3.「エコマーク信頼度・認知度調査」の結果

3.1 エコマーク制度の信頼性に対する評価

3.1.1 エコマーク制度に対する信頼性（調査票：問（3）-1）

エコマーク制度に対し、「ある程度信頼できる」と回答した人は 416 人（75.3％）、「信頼

できる」は 76 人（13.7%）で、合計すると 492 人（89.0％）となり、約 9 割の人が「エコマー

ク」を「信頼できるマーク」として評価している。

図２ エコマーク制度に対する信頼性

3.1.2 エコマーク制度を信頼する理由（調査票：問（3）-2）

問（3）-1 で「信頼できる」「ある程度信頼できる」と答えた 492 人に対して質問をした。

「厳しい審査に合格した商品だから」と回答した人が 194 人(39.4％) と一番多く、次いで

「環境省の関係財団法人がマーク制度運用等をしているから」が 167 人（33.9％）で、7 割強

の人がエコマーク制度そのものへの強い信頼性を理由に挙げている。

図３ エコマーク制度を信頼する理由
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エコマーク認定商品の取得企業が
社会的な認知度が高い企業が多いから

その他

10.6
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3.5
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n=492

比率（％）
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3.1.3 エコマーク制度を信頼できないとする理由（調査票：問（3）-3）

問（3）-1 で「信頼できない」「あまり信頼できない」と答えた 15 人に対して質問した。

「エコマーク制度の仕組みがわかりにくいから」「エコマーク自体、目にすることが少なく

広まっていないから」「エコマークがついている理由が分からない」「その他」がそれぞれ 3

人（20.0％）、次いで「エコマークがついている商品の種類が限られているから」が 2 人（13.3％）

であった。

3.1.4 エコマーク商品が普及していないとすることに対する理由(調査票：問（3）-4)

問（3）-3 で「エコマーク自体、目にすることが少なく広まっていないから」を選択した人

に、自由記述でその理由を聞いた。

具体的な記載としては、「もっと日常使う製品に普及してほしい。」「生協などの製品に普

及していない。」という回答があった。
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3.2 購入時の参考情報としてのエコマークについて

3.2.1 エコマークの有無と商品の購入（調査票：問（4）-1）

商品購入時に「エコマークの有無」を気にして購入するかどうか質問した。「気にしている」

と答えた人が 299 人（54.1％）、「気にしていない」は 254 人（45.9％）で「気にしている」

が 8.2％上回った。

図４ 商品購入のエコマークの有無

「気にしている」「気にしていない」それぞれの主な理由は下記の通りである。「気にして

いない」理由として、「エコマークがついている商品が少ない」との記載があり、今後の課題

と思われる。

商品購入時にエコマークを「気にしている」と回答した人の主な理由

〈環境への配慮から〉（67 件）

・ マークが付いていれば環境に配慮した商品だと思えるから。（他 41 件）

（認定商品数が少なく、認定商品を見つけるのが難しい。売り場でエコマークつき商品コーナーが

あれば購入しやすくなると思う）

・ 自分の買おうと決めた品物にエコマークが付いていれば、少し環境保全に協力できると思う。

・ 環境を身近に意識し、小さな取り組みが集まることで大きな力となることが実感できる。（他 16

件）

・ 環境問題を解決していくためには、グリーンコンシューマーは大事なので。（他６件）

・ 限りある資源を有効活用したいし、使用者（利用者）にも地球環境からも長い目でみてとてもよい

ことだと思う。また地球温暖化防止推進委員もしているのでエコ商品の購入を心がけている。

〈循環型社会構築のため〉（34 件）

・ 循環型社会構築の一助になればと思うため。（他 15 件）

・ ペットボトル、ダンボールをリサイクルに出しているので、その製品化されたものを購入すること

に意味があると思うから。（他 9 件）

・ リサイクルには、再利用品が売れることが大切だから。

・ 資源は有限であるので、近い将来、資源が無くて困ることがあってはいけないので、リサイクルは

積極的に行いたい。（他 7 件）

気にしている�
54.1%

気にしていない�
45.9%

n=553
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〈その他〉（35 件）

・ エコマーク以外にも環境などに問題がないか総合的に判断している。（他 10 件）

・ 地球環境を今後、皆がそして企業が考えていかなければならないことと考える。（他 9 件）

・ 次世代への義務だと思うから。（他 4 件）

・ 大切な情報であり、商品選択の判断の基準にしたいため。（他 4 件）

・ 品質の安全性、信頼感がある。（他 3 件）

商品購入時にエコマークを「気にしていない」と回答した人の主な理由

〈エコマークの商品が少ない〉（40 件）

・ 店頭で見る機会が少ない（他 32 件）

・ 購入先の品揃えが不足しており、選択するほど商品が充実していない。エコマーク商品を探し、他

店へ行くことはしない。（他 6 件）

〈品質・機能・価格を優先〉（35 件）

・ 購入しようと思う商品についていないことが多く、気にならなくなった。また買い物の時間にゆと

りが無く、値段だけで判断することも多いため。（他 30 件）

・ エコマーク商品はもっぱら容器・包装であり、自分の商品の選択のための第一優先にするのは商品

そのものの品質であるため、あまり気にせず購入。トイレットペーパーなどは多少気にしている。

購入したものにマークが付いていることは購入後に気が付く。（他 1 件）

・ 商品選択の際に目安の第一位にはなく、価格や用途に適しているかなどで購入する。これらが同じ

の場合には、エコマークの有無が一つの目安になる。（他 1 件）

〈エコマークが付いていない商品でも環境に配慮した商品がある・生協で購入〉（20 件）

・ エコマークがついていなくても環境配慮型商品は多くある。（他 14 件）

・ 環境問題に関心があるため、環境問題に配慮した生協に加入している。そのためマークを見て購入

する機会が少ないという矛盾は覚える。（他 4 件）

〈エコマークは気にしない〉（11 件）

・ エコマークがついていなくても、（再生）リサイクルしている品物が多い。（他 4 件）

・ 買う商品は大体決まっているので、エコマークの有無はあまり注意しない。（他 5 件）

〈マークが小さく見にくい〉（5 件）

・ マークの表示が小さくあまり見えない、目立たない。（他 3 件）

・ トイレットペーパーなどの大きい商品はマークが見やすいが、小さくて見えにくい商品もあり、売

り場でチェックしにくい。

〈その他〉（8 件）

・ マークではなく、原材料の表示を見て判断しているため。（他 4 件）

・ エコマーク制度に対する疑問。（他 1 件）

・ 古紙 100％のトイレットペーパーの場合、エコマークが付いている商品とグリーンマークが付いて

いる商品の違いなどが分からない。

3.2.2 エコマーク環境情報表示（下段表示）の活用状況について（調査票：問（4）-2）

エコマーク環境情報表示（下段表示。例：プラスチックの再利用率○○％）を、商品購入時

に参考とし活用されているか質問した。
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「参考にしていない」と答えた人が 188 人（34.0％）、「参考にしている」は 181 人（32.7％）

で、「参考にしていない」がわずかに上回る結果となった。「エコマークの有無だけ」とする

回答も 156 人（28.2％）であった。「参考にしていない」と「エコマークの有無だけ」の合計、

すなわち、下段表示情報を購入時の参考にしていないとする値が 62.2％となっている。

「その他」の具体的記述としては「エコマーク自体あまり見かけない」、「本体自体が小さ

く、気づかない、見えにくい」などがあった。

図５ エコマーク環境情報表示（下段表示）の活用状況

3.2.3 環境情報表示（下段表示）の廃止について（調査票：問（4）-3）

問（4）-2 を一歩進め、下段表示を『廃止したとき』商品購入に影響が生じるかを尋ねた。

「影響はない」とする回答が 270 人（48.8％）で最も多く、次いで「影響がある」があると

する回答が 146 人（26.4％）、「分からない」の 137 人（24.8％）の順番となった。約 5 割の

人がエコマーク下段表示を廃止したときに「影響はない」と考えている。

図６ 環境情報表示（下段表示）の廃止の商品購入への影響
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「影響がない」「影響がある」「分からない」それぞれの主な理由は下記の通りである。

環境情報表示（下段表示）の廃止が、商品購入に「影響がない」と回答した人の主な理由

〈下段表示の情報を気にして購入していないから〉（37 件）

・ 下段表示情報の再利用率を詳細に見て商品を選んでいないから。（他 24 件）

・ 地球環境に配慮した商品であることに違いはないから。（他 4 件）

・ 「ちきゅうにやさしい」で意図は十分に伝わる。（他 2 件）

・ マーク有りの商品が少ないので比較購入できないのが現状。（他 1 件）

・ マークは単純であるべきだと思う。マークと一緒の表示までは気にしない。

・ 同種の商品で割合の違うのを見たことがない。（例：古紙 100）

〈エコマーク自体を気にせず商品を購入しているから〉（22 件）

・ 今までも購入時にエコマーク自体を気にしていなかったから。（他 11 件）

・ 商品自体に魅力を感じて購入するのであり、エコマークは確認していない。（他 9 件）

〈マーク自体を信頼しているから〉（20 件）

・ 下段表示情報がなくても、一定基準を満たしたエコマークを表示した商品自体、環境に配慮したも

のだと考えるから。（他 13 件）

・ エコマークがあれば、一応環境に配慮している商品とわかるが、下段表示情報は明示されている方

がよい。（他 3 件）

・ マークが付いている以上信頼しているので、購入には影響しないが、企業努力の成果としてのイメ

ージアップに影響する。

〈下段表示情報が小さく見えにくいため〉（16 件）

・ 下段表示情報が小さくて見えにくく、参考にすることができないから。（他 15 件）

〈その他〉（7 件）

・ マークを付与する基準が明確であれば問題ないと思う。（他 1 件）

・ 多くの人々が商品を購入する際の判断基準として、下段表示部分の数値まで関心を向けさせるには

無理がある。

・ 商品が使い慣れているので同じ物を選ぶ。ただ総商品が、エコ商品化しての廃止であることが望ま

しい。

・ エコマークについて詳しい説明がない現在、多くの情報を入れても効果はないと考える。もっと多

くの人に知れ渡り、関心度が高まれば必要と思うが。

・ %表示は最大限努力しての数字なのか、まだ努力の余地のある数字なのか不明。また字が小さく読

みづらい。

・ 下段表示は、なぜエコマークの認定を受けたのか分かって面白いが、その有無によって買う・買わ

ないが決まるわけではない。

環境情報表示（下段表示）の廃止が、商品購入に「影響がある」と回答した人の主な理由

〈下段表示情報は購入時の判断材料になるから〉（55 件）

・ 下段表示情報の再利用率により認定基準がわかるので、商品購入時の判断材料になる。（他 3７件）

・ エコマーク認定制度に対する信頼の１つが下段表示情報だから。（他４件）

・ 下段表示情報を明記することにより、環境に配慮した商品をより判断できるし、エコマークへの認
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知度が高まる気がする。（他４件）

・ 下段表示情報があると認定基準がわかり、環境にやさしい商品を購入し、温暖化防止にも協力して

いるという気持ちがもてる。（他４件）

・ 認定されている理由が明確に伝わり、ユーザーは多少価格が高くても納得しやすい。協力しやすい。

（他 1 件）

〈企業の姿勢がわかる〉（7 件）

・ 企業の姿勢の判断材料にはなる。（他３件）

・ メーカーが適当に表示する場合があるかもしれないので、環境情報表示が必要。

・ 消費者は商品の選択に、このマークがどのような理由で取得されたのかを知りたいものであるし、

企業側の努力も、この文章に反映されると思うから。

・ 環境やリサイクルについて、多くの企業に取り組んでもらえると考える。

〈その他〉（10 件）

・ 資源の回収に対する意欲に影響するのでないかと思う。（他２件）

・ 関心のある人は表示をしっかり確認し購入するので、もし廃止すれば疑問を感じ、買うのをやめよ

うと思うのではないかと考える。（他１件）

・ やはり情報は正しく伝える責任があると思う。

・ エコマークがなくても、エコとついた商品が多いので問題はない。

・ 表示があったものがなくなると基準に疑問を感じることになる。

・ 環境問題を考えている消費者にとっては判断材料がなくなり不都合。

・ プラスチックの再利用率はあまり見かけたことがない。ただリサイクルの普及度の目安となると考

えるので、表示することは社会的意義を高めることになると思う。

環境情報表示（下段表示）の廃止の商品購入への影響は「分からない」と回答した人の主な理由

〈下段表示情報を購入時気にしていない・認知していない〉（17 件）

・ 購入する時に下段表示をあまり気にしていない。「廃止」しても、差異が分からなくても気にしな

い。（他８件）

・ もっとエコマーク自体が普及すれば、マーク付きの商品のなかでの選択になると思うが、現状はそ

れ以前で、マーク付き商品をほとんど見かけない。（他６件）

・ 表示自体文字が小さく、購入時にそこまで消費者が見て選択しているとは思わない。

〈その他〉（7 件）

・ マークだけよりも再利用率％があるほうが良い。廃止されたら参考にならないため、不安を感じる

と思われるが、商品購入に影響があるとは思えない。

・ エコマークだけでも一応の目安にはなるが、なぜ環境に良いのかを知りたい。

・ 下段表示情報を明示したほうが、環境やリサイクルについてもっと多くの企業に取り組んでもらえ

ると考える。

・ 自分の場合、「この商品は何のリサイクルかな」という興味で見ているので、「何からリサイクル

されている」ことが分からなくなると、判断基準が不明となり選ぶ人が迷うと思う。



12

3.2.4 ランク分け、多段階表示をエコマークに導入することの評価（調査票：問（4）-4）

エコマークの認定基準に幅を持たせて、エコマークにランク分け、多段階表示を導入するこ

とをどう感じるか質問した。

「良いと思う」と答えた人は 370 人（66.9％）、「好ましくない」は 98 人（17.7％）、「分

からない」は 68 人（12.3％）となり、約 7 割の人がランク分け表示を支持するとの結果とな

った。

図７ ランク分け、多段階表示をエコマークに導入することの評価
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3.3 消費者のライフスタイルに対する意識と消費行動

3.3.1 ライフスタイルに関する質問（調査票：問（5）-1）

最近テレビ、雑誌などのメディア等で「ロハス」が取り上げられている。問（5）-1 は、直

接エコマーク制度とは関連ないが、そのような生活スタイルに関心があるかどうか聞いた。

「関心がある」341 人（61.8％）、「非常に関心がある」61 人（11.0％）で、合計 72.8％の

人がロハスに対し関心を持っている結果となった。逆に「全く関心はない」3 人（0.5％）、「あ

まり関心はない」24 人（4.3％）は合わせて 4.8％と低い。

この結果からも現在、社会的な関心が高まりつつあるロハスあるいはロハス的な生活スタイ

ルが消費者に浸透しつつある傾向を示す結果となった。

図８ ロハスのような生活スタイルに対する関心について

＊ロハス：Lifestyle of Health and Sustainability の頭文字 LOHAS から生まれた語で、『健康

を重視し、持続可能な社会生活を心がける生活スタイル』を意味します。

3.3.2 日常の生活スタイルと消費行動の結びつき（調査票：問（5）-2）

ロハスに「関心がある」「非常に関心がある」と答えた 402 人に、日常の生活スタイルの中

で、既にこのような消費行動は実践しているか聞いた。

「すでに実践している」196 人（48.8％）、「これからは実践してくつもり」179 人（44.5％）

であり、合計 375 人（93.3％）と 9 割の回答者がロハスという新しい生活スタイルを実践して

いくことに前向きであり、今後の消費者の行動を判断する上で参考となりそうである。
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図９ 日常の生活スタイルと消費行動の結びつき

3.3.3 ロハスを評価する人の商品購入に対する考え方（調査票：問（5）-3）

問（5）-2 で「すでに実践している」「これからは実践していくつもり」と答えたロハスを

評価する 375 人に、商品購入に対する考え方を質問した。

「商品が地球環境に優しく自分の健康にも役立つ」と答えた人が 236 人（62.9％）で 6 割を

超えた。次いで、「商品に対して信頼感や安心感を持ち、安全性を感じることができる」は 75

人（20.0％）であった。「商品価値よりもこのような考え方が重要である」25 人（6.6％）、

「商品を提供する企業の考え方に共感できる」23 人（6.1％）と続いた。

図 10 ロハスを評価する人の商品購入に対する考え方
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3.3.4 ロハスを評価しない人に対する質問（調査票：問（5）-4）

問（5）-2 でロハスあるいはロハス的な消費を「実践する予定はない」と答えた 2 人に質問

した。「そのような商品を身近に見つけることができないから」と「そのようなライフスタイ

ルには魅力を感じない」とするものが各 1 人であった。

3.4 エコマーク商品購入へのインセンティブについて

3.4.1 ポイント制度導入とエコマーク商品への関心の向上に関して（調査票：問（6）-1）

エコマーク商品購入へのインセンティブ付与として、エコマーク事業にポイント制度を導入

して、社会や個人に還元したら、一般の人々のエコマークへの関心は向上すると思うかを聞い

た。

一番回答が多かったのは、「多少向上する」の 337 人（60.9％）、次いで「向上する」の 146

人（26.4％）となり合計すると 87.3％、9 割近くの人が「エコマークへの関心は向上する」と

回答しており、「ポイント制度の導入」によりエコマーク商品への関心が向上する可能性を示

すものとなった。また、「変わらない」とする回答 43 人（7.8％）、「分からない」とする回

答 27 人（4.9％）であった。

図 11 ポイント制度導入とエコマーク商品への関心の向上に関して

3.4.2 ポイント制度導入とエコマーク商品の購入について（調査票：問（6）-2）

前問をさらに進めて、ポイント制度導入によって購入行動が変わるかどうか聞いた。

回答の多い順から、「還元の方法しだい」236 人（42.7％）、「消費行動は変わらない」175

人（31.6％）、「消費行動は変わる」124 人（22.4％）、「ポイントよりも価格重視」15 人（2.7％）

の順となった。「還元の方法しだい」と「消費行動は変わる」と答えた人の合計は 360 人

（65.1％）で、多くの人がポイント制度・マイレージ制度の導入を肯定している。
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図 12 ポイント制度導入と環境配慮型商品の購入について

3.4.3 ポイント、マイレージの望ましい還元方法（調査票：問（6）-3）

ポイント、マイレージの望ましい還元方法として、「（植林事業等を含む）社会的還元が望

ましい」と答えた人が 267 人（48.3％）で一番多く、次いで「（商品交換やエコ旅行等を含む）

個人的還元が望ましい」196 人（35.4％）、「学校や環境教育関係への還元が望ましい」は 90

人（16.3％）であった。

図 13 環境配慮型商品の購入で貯められたポイント、マイレージの還元方法について
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3.5 企業の社会的責任について

3.5.1 製造・販売企業の社会的責任（調査票：問（7）-1）

製造・販売企業の社会的責任に関して、回答者が「日常購入している」企業を対象として、

その製造・販売企業が社会的責任を果たしているかどうか評価しているかの質問である。

「どちらともいえない」と答えた人は 246 人（44.5％）で一番多かった。次いで「ある程度

果たしている」は 181 人（32.7％）、「あまり果たしていない」116 人（21.0％）、「十分果た

している」6 人（1.1％）、「全く果たしていない」4 人（0.7％）であった。企業に対する消費

者の目がまだまだ厳しいことが伺える。

図 14 企業が社会的責任をはたしているかどうかの評価

3.5.2 購買意思に及ぼす『企業の社会的責任』と『環境』の影響の比較（調査票：問（7）-2）

日頃、商品を購入する際の購買意思に及ぼす影響に関して、『企業の社会的責任』と『環境』

のどちらを重視するか聞いた。

「『企業の社会的な責任』項目と『環境』項目は同じくらいの影響力がある」と答えた人が

303 人（54.8％）と過半数を超えた。次いで「『企業の社会的責任』項目の方が『環境』項目

より大きく影響している」が 133 人（24.1％）、「『環境』項目の方が『企業の社会的な責任』

項目より大きく影響している」が 83 人（15.0％）となった。「『企業の社会的な責任』項目、

『環境』項目ともほとんど影響を与えていない」と答えた人は 28 人（5.1％）であった。
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図 15 購買意思に及ぼす『企業の社会的責任』と『環境』の影響の比較

3.5.3 企業がより一層『社会的責任』を果たすために必要なこと（調査票：問（7）-3）

企業の社会的責任について、企業がより一層『社会的責任』を果たすために必要と思われる

ことについて聞いた。

「国際的な規格を整備し、それを遵守する企業を明確にすべきだ」は 171 人（30.8％）、「消

費者が積極的に、購買行動に『企業の社会的責任』の要素を反映すべきだ」は 169 人（30.6％）

でほぼ並んだ。続いて、「企業が自発的に管理を強化したり、取り組みを強化すべきだ」101

人（18.3％）、「NGO・NPO などの市民団体が企業を監視し、問題があれば公表すべきだ」70 人

（12.7％）、「法律や取締りを厳しくすべき」42 人（7.6％）であった。

図 16 企業がより一層『社会的責任』を果たすために必要と思われること
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◆（２００５年度第４回）エコマーク（商品／消費者）モニタリング調査◆

２００４年度に引き続きまして、財団法人日本環境協会エコマーク事務局は、社団法人全国消費生

活相談員協会のご協力を得て、家庭内におけるエコマーク商品について、エコマーク表示の適正な使

用や認知度・信頼性等の実態調査を行うことになりました。

最近、消費者の環境問題に関連して、商品の環境上の品質面や、エコマークを含めた商標マーク等

への関心が、日々高まっております。また、同様に企業の環境問題への取り組み姿勢についても、消

費者からの『厳しいまなざし』も注がれております。これを受けて、企業自体も様々なアプローチを

試み、商品等での『環境面』への配慮、また他商品との差別化を積極的に進めております。

しかし、その一方では一部の商品に正式な『エコマーク使用契約等の手続き』を踏むこと無く、エ

コマーク認定商品として表示を行い、製造・販売を行なっていた企業も確認され、是正が行われた実

績もあります。このような調査は、消費者に対するエコマーク制度の信頼性を維持、向上させる意味

からも必要と考えております。また、同様に日々変化する消費者のエコマーク制度への信頼度・認知

度等の意識推移を調査することも重要と考えております。

さらに終わることなく繰り返される企業のモラルハザードによる『認定制度』への不信感も問われ

ている状況にもあります。つきましては、調査の主旨を御理解のうえ、下記による別添の調査票につ

いて御回答を御願い致します。

記

●１：調 査 項 目 別添『調査票』のとおり

●２：同 封 書 類 （１）エコマーク商品調査票

最大５商品でのエコマーク商品報告が可能です。

（２）エコマーク信頼度・認知度調査票

●３：提 出 期 限 平成１８年１月３１日 提出先必着で御願いします。

●４：提 出 先 調査票（１）エコマーク商品調査については

〒106-0041 東京都港区麻布台１丁目１１－９プライム神谷町ビル２Ｆ

財）日本環境協会エコマーク事務局 普及課 曽根

調査票（２）エコマーク信頼度・認知度調査については、

社）全国消費生活員相談員協会（全国各支部担当者）

＊前回は、提出先を間違えて送付されたケースが数件ありましたので十分ご注意ください。

●５：問い合わせ先 日環協側 エコマーク事務局担当（曽根）電話 03－5114－1255

全相協側 担当（山上） 電話 03－3448－9736

●６：調査表の記入にあたっての注意事項

（１） 商品調査表においては、裏面にそのブランド名及びエコマーク表示部分（パッケージ全

体まわり、シール部分）を添付し（テープ等を利用）、郵送でお送りください。

＊また切り取りが出来ないものについては、商品名、企業名、エコマーク認定番号等を記載くだ

さい。

(２)今回の調査を行うにあたり、商品を新たに購入する必要はありません。
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【エコマーク商品調査票】報告者番号＜ ＞

【エコマーク商品調査票１－１つ目の商品】（報告商品）

●問（１）報告商品の分類と商品名をご記入ください

（ ）

（記入例）トイレットペーパー／／ネピア

●問（２）その報告商品はどこで購入しましたか

①スーパーマーケット ②生協(生活共同組合)

③デパート（名前： ） ④一般個人商店・専門店の店頭

⑤ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ（名前： ） ⑥ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ（名前： ）

⑦事務用品の宅配等カタログ ⑧家電製品等の商品カタログ

⑨その他（ ）

＊商品から切り取れないエコマークについては、商品名、メーカ名、認定番号等を記入

【エコマーク商品調査票１－2 つ目の商品】（報告商品）

●問（１）報告商品の分類と商品名をご記入ください

（ ）

（記入例）トイレットペーパー／／ネピア）

●問（２）その報告商品はどこで購入しましたか

①スーパーマーケット ②生協(生活共同組合)

③デパート（名前： ） ④一般個人商店・専門店の店頭

⑤ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ（名前： ） ⑥ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ（名前： ）

⑦事務用品の宅配等カタログ ⑧家電製品等の商品カタログ

⑨その他（ ）

＊商品から切り取れないエコマークについては、商品名、メーカ名、認定番号等を記入

＜マーク貼付部＞

＜マーク貼付部＞
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【エコマーク商品調査票１－3 つ目の商品】（報告商品）

●問（１）報告商品の分類と製品名をご記入ください

（ ）

（記入例）トイレットペーパー／／ネピア）

●問（２）その報告商品はどこで購入しましたか

①スーパーマーケット ②生協(生活共同組合)

③デパート（名前： ） ④一般個人商店・専門店の店頭

⑤ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ（名前： ） ⑥ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ（名前： ）

⑦事務用品の宅配等カタログ ⑧家電製品等の商品カタログ

⑨その他（ ）

＊商品から切り取れないエコマークについては、商品名、メーカ名、認定番号等を記入

【エコマーク商品調査票１－4 つ目の商品】（報告商品）

●問（１）報告商品の分類と製品名をご記入ください

（ ）

（記入例）トイレットペーパー／／ネピア）

●問（２）その報告商品はどこで購入しましたか

①スーパーマーケット ②生協(生活共同組合)

③デパート（名前： ） ④一般個人商店・専門店の店頭

⑤ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ（名前： ） ⑥ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ（名前： ）

⑦事務用品の宅配等カタログ ⑧家電製品等の商品カタログ

⑨その他（ ）

＊商品から切り取れないエコマークについては、商品名、メーカ名、認定番号等を記入

【エコマーク商品調査票１－5 つ目の商品】（報告商品）

●問（１）報告商品の分類と製品名をご記入ください

（ ）

（記入例）トイレットペーパー／／ネピア）

●問（２）その報告商品はどこで購入しましたか

①スーパーマーケット ②生協(生活共同組合)

③デパート（名前： ） ④一般個人商店・専門店の店頭

⑤ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ（名前： ） ⑥ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ（名前： ）

⑦事務用品の宅配等カタログ ⑧家電製品等の商品カタログ

⑨その他（ ）

＊商品から切り取れないエコマークについては、商品名、メーカ名、認定番号等を記入

＜マーク貼付部＞

＜マーク貼付部＞

＜マーク貼付部＞
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報告者番号＜ ＞

報告者データ記入

回答欄へは、○および一部ご記入をお願いいたします。

●問（１）性 別（①男性 ②女性）

●問（２）年 代（①２０代以下②３０代③４０代④５０代⑤６０代⑥７０代以上）

●問（３）職 業（①専業主婦 ②ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ③会社員・公務員④自営業⑤学生⑥無職）

＊個人情報保護法により、アンケート以外には提供データを活用いたしません。

＝全般的な事についてお尋ねします＝

●問(３)－１ エコマークは、『環境保全を考えて認定された認定基準を満たしたもの』に

ついて、第三者（中立者）による委員会での審査を得て､認定された商品に付いていますが

こうした制度を信頼出来ますか。１つに○をつけてください。

５ ４ ３ ２ １

信頼出来る ある程度信頼 普通 あまり信頼出来ない 信頼出来ない

●問(３)－２ 上記問３-１で５および４を選択した方のみにお聞きします。

なぜあなたは、『エコマーク制度を信頼出来る』とお考えですか。＜一つ選んでください。＞

①日常生活で見る機会が多くなったから

②厳しい審査に合格した商品だけに、表示が出来るものだから

③環境省の関係財団法人がマーク制度運用等をしているから

④エコマーク認定商品の取得企業が社会的な認知度が高い企業が多いから

⑤その他

●問(３)―３ 上記問３-1で２および１を選択した方のみにお聞きします。

なぜあなたは、『エコマーク制度を、信頼出来ない』とお考えですか。

当てはまるものを一つ選んでください。

①エコマークの認定基準が妥当でないから

②エコマーク制度の仕組みが分かりにくいから

③エコマーク自体、目にすることが少なく広まっていないから

④エコマークがついている理由がわからないから

⑤エコマークが付いている商品の種類が限られているから

⑥その他（ ）

●問(３)―４ 上記問３－３で３を選択した方は具体的にその理由を答えてください。
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●問(４)－１ あなたが商品を購入するときに、『エコマークの有無』を気にして購入していますか？

または参考にしていますか？それはどのような理由からですか

①気にしている。 ②気にしていない。

＜理 由＞

●問(４)－２ 現在、エコマークはマークに加えて<例１>にあるような下段表示（プラスチックの再

利用○○％）を提供していますがあなたが商品を購入するときにこの下段表示情報を参考としてい

ますか

＜例１＞

①参考にしている

②参考にしていない

③エコマークの有無だけ

④ その他（ ）

【下段表示部分】

●問(４)－３ もし今後仮に上記のような下段表示を『廃止したとき』に商品を購入する際に影響が

生じますか？ またその理由はどのようなことですか

①影響がある ②影響はない ③分からない

＜理由＞

●問(４)－４ 今後、市場に対して多く環境配慮型商品の提供のために従来の一定基準に拘ることな

く、例えば＜例２＞のように認定基準に幅を持たせてエコマークに☆１つから☆３つのようにラン

ク

分け表示をした場合、あなたはどのように感じますか

＜例２＞

①良いと思う ②好ましくない ③分からない ④その他

☆☆☆ この場合は☆が３つなので最高の環境配慮製品を示す
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●問(５)－1 最近テレビ、雑誌などのメディア等で＊『ＬＯＨＡＳ（ロハス）』という言葉を良く

耳にしますが、そのような生活スタイルに関心がありますか？

＊ロハス とは Lifestyle Of Health And Sustainability の頭文字 LOHAS から生まれた単語で

あり、『健康を重視し、持続可能な社会生活を心がける生活スタイル』であり、これは自分自身

の健康と人や地球に配慮した生活をすることを意味しています ロハスはアメリカの社会学者 Dr.

ポール･レイの研究により誕生した概念を表現した言葉で、アメリカの人口の約 30 ％がこのロ

ハス層に属しているといわれています。

５ ４ ３ ２ １

非常に関心がある 関心がある 普通 あまり関心がない 全く関心はない

●問(５)－２ 上記質問で⑤と④の『関心がある』と回答した人にお聞きします。

日常の生活スタイルの中で既にこのような消費行動は、実践していますか。

①すでに実践している。②これからは実践していくつもり。③実践する予定はない。

④分からない ⑤その他（ ）

●問(５)－３ 上記質問で『①実践している』『②これからは実践していくつもり』とご回答

頂いた方に質問します。具体的にはどのような商品購入の考え方でそれを実践していますか（してい

きたいですか）？

①商品が地球環境に優しく自分の健康にも役立つ。

②商品を提供する企業の考え方に共感ができる。

③商品を使うことが自分にとって気持ちがよい。

④商品に対して信頼感や安心感を持ち、安全性を感じることができる。

⑤商品価格よりもこのような考えかたが重要である。

⑥その他（ ）

●問(５)－４ 上記質問で『③実践する予定はない』とご回答いただいたかたに質問します。

なぜ実践する予定がないのですか？

①考え方よりも価格優先

②一時的な社会的な流行だから

③そのような商品を身近に見つけることがないから

④そのようなライフスタイルには魅力を感じない

⑤その他（ ）
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●問(６)－１ 現在、各企業がこぞって商品購入時にその商品の値段等に応じて、ポイントやマイレ

ージ等をカード等に貯めて別の商品と交換するなどの多様なサービスを行っていますが、今後エコ

マーク商品もマークを収集したり、ポイント化し、そのポイントに応じて社会および個人へ還元す

るとなれば一般の人々のエコマーク商品への関心は向上すると考えますか？

４ ３ ２ １

向上する 多少向上する 変わらない 分からない

●問(６)－２ またポイント、マイレージ制となったら､現在のあなたの環境配慮型商品への消費行

動は変わりますか

①消費行動は変わる ②消費行動は変わらない ③還元の方法しだい

④ポイントよりも価格重視 ⑤その他

●問(６)－３ 貯めたポイント、マイレージは、どのような還元方法が望ましいですか？

①（植林事業等を含む）社会的還元が望ましい｡

② (商品交換やエコ旅行等を含む)個人的還元が望ましい。

③ 学校や環境教育関係への還元が望ましい。

●問(７)－１ 企業の社会的責任（ＣＳＲ）がますますクローズアップされていますが日常購入

している製造・販売企業が社会的責任を果たしていると考えますか？

①十分果たしている ②ある程度果たしている ③どちらともいえない

④あまり果たしていない ⑤全く果たしていない

●問(７)－２ 『企業の社会的責任』項目は、『環境』項目と比較し、日頃商品を購入する際に

どの程度、購買意志に影響していますか？

①『企業の社会的な責任』項目の方が『環境』項目より大きく影響している。

②『環境』項目の方が『企業の社会的な責任』項目より大きく影響している。

③『企業の社会的な責任』項目と『環境』項目は同じくらいの影響がある。

④『企業の社会的な責任』項目、『環境』項目ともほとんど影響を与えていない。

⑤ その他（購買意志に影響をもたらす項目は、＜ ＞である。）

●問(７)－３ 今後企業がより一層『社会的責任』を果たしていくためには、どのようなことが

必要と考えますか（１つ選択）

① 法律や取締りを厳しくすべき

② 国際的な規格を整備し、それを遵守する企業を明確にすべきだ。

③ 企業が自発的に管理を強化したり、取り組みを強化すべきだ。

④ ＮＧＯ，ＮＰＯなどの市民団体が企業を監視し問題があれば公表すべきだ。

⑤ 消費者が積極的に、購買行動に『企業の社会的責任』の要素を反映すべきだ。

＝最後まで御回答いただきまして有り難うございました＝


