
運営委 21-2-4 

【主なコメント】 

コメント件数は回答結果の｢良い｣｢悪い｣を合計し、図示。 

項目 件数 

認定審査について、手続きの煩雑さを考慮して

ほしいなど 

19 

費用負担について、考慮してほしいなど 7 

認定基準について、厳しくするなど 5 

現行のままで良い 1 

その他 (信頼性と信用性は違うなど) 6 

 

【主なコメント】 

コメント件数は回答結果の｢良い｣｢悪い｣を合計し、図示。 

項目 件数 

確認調査の実施について支持する 21 

費用や業務の煩雑さ 4 

現行のままで良い 1 

その他 (調査手段よりも結果がわかる根拠を

示すなど) 

6 

 

環境偽装再発防止策に関するアンケートについて 

財団法人日本環境協会 

エコマーク事務局 

１．調査概要 

○ 調査の目的⇒ 環境偽装における再発防止対策として、現在検討中であるエコマーク制度・運営 

         の強化策について、意見をうかがい、適確に反映する。 

○ 調査期間 ⇒ 2008 年 6 月 10 日～6 月 30 日 

○ 調査対象者⇒ 認定企業および消費者、ホームページ来訪者 

○ 回収件数 ⇒ 52 件 

○ 調査内容 ⇒ ホームページによるアンケート調査（別紙１） 

○ 募集(周知)方法 ⇒ メールマガジン、事務局ホームページにて呼びかけ 

 

２．調査結果 

（コメント内容についての詳細は、別紙２参照。） 

 

＜エコマーク商品の認定審査について＞ 

Q１. エコマーク商品認定審査は、現在、申込者から提出された各種証明書の書類を中心に基準適合を 

審査しています。今後は、これらの証明書について、必要に応じ記載内容の充実強化や第三者機 

関による証明書への見直しなどの証明方法の変更を行い、信頼性をより強固なものにすることを 

検討中ですが、どのように考えますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q２. 商品認定審査にあたり、上記の書面審査を補完するため、必要に応じて、商品サンプルの提出や 

追加情報の提出をお願いしたり現地確認を行うなどの基準の適合に関する確認調査を強化する 

ことも検討中ですが、どのように考えますか？ 
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【主なコメント】 

コメント件数は回答結果の｢良い｣｢悪い｣を合計し、図示。 

項目 件数 

認定後のサーベイランスの実施について支持

する 

26 

ペナルティの強化 1 

その他 (少しやりすぎなど) 5 

 

＜エコマーク認定後の対策について＞ 

Q3. エコマーク認定後のフォローアップとして、現在、違反のおそれのある場合に現地監査等を行っ 

ています。今後は、認定商品を市場で購入しての商品テストや定期的な現地確認調査など、基準 

維持に係る監視（サーベイランス）を検討中ですが、どのように考えますか？ 
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別紙１
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参考資料 【環境偽装再発防止策に関するアンケートのコメント一覧】

＜エコマーク商品の認定審査について＞

Q１. エコマーク商品認定審査は、現在、申込者から提出された各種証明書の書類を中心に基準適合を

審査しています。今後は、これらの証明書について、必要に応じ記載内容の充実強化や第三者機

関による証明書への見直しなどの証明方法の変更を行い、信頼性をより強固なものにすることを

検討中ですが、どのように考えますか？

項目 選択内容 詳細内容

特に大量消費材の紙類などは、影響が大きいので使用量の観点から進めて欲しい。

良いと思いますが審査が複雑になり提出側の手間が増えるのは避けて頂きたい。

信頼性をより高めるためにも有効と考えます。

ユーザーに信頼と安心を与えるために必要。

重要項目は第三者機関の判定結果を添付するべきだと考えます。

資源物の入手ルートから製品工場、販売店までの一連の流れが紹介されること。

査察などをすることも有効であると思う。

書類をしんじるだけでは検証にならない。足を使うことが大事では。

申請者の申告ベースの審査では、ほとんど信憑性がない。

対象商品や、証明ポイントを事前に明確にし実施。

良い

(11 件)

信頼性を強化する点では良いが、企業負担の増大は抑えたい。

手続きが煩雑になったり提出書類が増えたりするのは勘弁して欲しい。悪い

(2 件) 証明内容が複雑になるだけで、偽装防止に対する効果は期待出来ない。

書類中心では十分な確認は出来ない為、認定監査に重点を置くべき。

三者機関によりどこまで検証可能か疑問である。認定に時間がかかるのでは。

技術が確立されていない古紙 100％を暗に強要した側が知識不足である。

主旨は理解できるが、複雑化・手間を考慮してほしい。

今回の古紙偽装の例では、証明書から偽装を見つけることは困難と判断します。

認定審査

(19 件)

その他

(6 件)

ナショナルブランド認定商品をそのまま OEM にて PB 化して申請する商品の手続き

簡素化希望

分析費用は高額になりますので、事務局に負担していただきたい。

ただし、審査・証明により製品価格に影響がでる可能性がある。

良い

(3 件)

第三者証明は最小限とする。コスト負荷が大きくなり、エコマーク取得のブレーキと

なる。

第三者機関による証明書の企業側の費用負担を考えてほしい。

申請のために、経費が増加することは賛成できない。

悪い

(3 件)

煩雑、費用発生。

費用

(7 件)

その他

(1 件)

証明書の数や定期的な証明が必要になると、新たにコストがかかります。商品の内容

を見て検討してほしい。

s-miyagawa
テキストボックス
別紙２
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項目 選択内容 詳細内容

認定時の審査としては良いかとは思いますが、認定基準を厳しくする必要があると考

えます。

認定審査基準を厳しくすべきと考える。

認定申請の基準を公的機関での証明書添付を必須項目に記載する。

良い

(4 件)

これ以外の方法がない。しかし見直しは定期的に実施したほうがよい。

認定基準

(5 件)

悪い

(1 件)

再生樹脂などの使用の有無・比率は検証が現在は不可能。再生品の使用を基準にする

ことが無理。

現行のままで良い その他 現行のままで良いのではないか。現在も仕入先などの書類は提出しているから。

信頼性と信用性は意味が違う。言語をとりちがうな。

エコマークの権威付け。

エコマークによるメリットを向上させてください。

103、バージンと PET 繊維との混合率の算出は可能か。

良い

(5 件)

不正だけはないようにお願い致します。

その他

(6 件)

悪い

(1 件)

検討されても、それを実施できるだけの体力が事務局にあるとは思われない。

Q２. 商品認定審査にあたり、上記の書面審査を補完するため、必要に応じて、商品サンプルの提出や

追加情報の提出をお願いしたり現地確認を行うなどの基準の適合に関する確認調査を強化する

ことも検討中ですが、どのように考えますか？

項目 選択内容 詳細内容

実際に製造作業を事務局が行って確認すれば良いと思います。

現地確認は絶対必要です。

必要と考える。

もっと書面による提出審査を強化しても良いと考える。

財団法人として当たり前、現地確認しないことが、財団の認識の欠如。

当然必要だと思う。

認可、証明の為の利権、天下り先の設定がなければ良い。

信用性を高める上でも良いと思う。

商品サンプル提出、及び、抜打ち検査が必要と思います。

当然と思います。

問題ないと考えます。

サンプリングで立会い審査を行うことは信頼性向上に有効でしょう。

その時だけ「正常」にならないようにお願いします。

現地確認はメーカーとしても信頼が得られる。

資源物の入手ルートから製品工場、販売店までの一連の流れを製造量で把握

する。

確認調査の支持

(21 件)

次ページに続く

良い

(19 件)

次ページ

に続く

現物確認は、必須である。 サンプルにもなる。
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項目 選択内容 詳細内容

書類審査に止まらず、必要に応じて現品確認は信頼性の観点から必要。

強化というより、今までしていないほうがおかしい。するのだと考えるのが当たり前

だと思う。

良い

(19 件)

前ページ

より続く 良いが、分析しないと分からない製品などは、審査期間が長くなる可能性があります。

書類審査だけでは不十分で、エコマーク使用に関する規程等を含めた、現地での認定

監査が必要。

確認調査の支持

(21 件)

前ページより続く

その他

(2 件)

サンプル提出は可なるも、現地確認調査行動出来るのか疑問。

もっと早くからやるべきだった。ただ現地確認は人員の増加に直結するのでコストア

ップにつながる。

追加提出は納期遅延の要因、申請書類に盛り込む。

良い

(3 件)

申請時点で、補完事項として何が要求されるかを明確にしておく。

費用および煩雑さ

(4 件)

悪い

(1 件)
煩雑、手間が増える、客先の了承困難。

現行のままでよい その他 現行のままで良いのではないか。必要に応じて過大評価されるのが心配である。

審査にあたっては、ISO/IEC17025 で認定された試験所のデータを要求するべきであ

る。

追加の場合も商品については初回認定と変わらない審査をしていただきたいと考え

ます。

上記の証明内容の充実強化よりも、商品サンプル調査の方が信頼性は格段に高い。

サンプル検査にしろ現地調査にしろ、それによって結果がわかる根拠を示すことが必

要。

良い

(5 件)

申請内容のエビデンスをとる仕組みがないとエコマークの権威がない。

商品提供はよいが、現地確認はやりすぎと感じる。

その他

(7 件)

悪い

(2 件) サンプルを見て何が分るんでしょうか？

＜エコマーク認定後の対策について＞

Q3. エコマーク認定後のフォローアップとして、現在、違反のおそれのある場合に現地監査等を行っ

ています。今後は、認定商品を市場で購入しての商品テストや定期的な現地確認調査など、基準

維持に係る監視（サーベイランス）を検討中ですが、どのように考えますか？

項目 選択内容 詳細内容

実際に製造作業を事務局が行って確認すれば良いと思います。

認定後の継続的、定期的な監視は必要です。

認定後の定期監査／調査を継続使用の条件とすべき。

必要と考える。

サーベイランスを

支持する

(26 件)

次ページに続く

良い

(24 件)

次ページ

に続く

定期的な証明書の報告・届出は必要であると考える。
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項目 選択内容 詳細内容

市場で抜き取り検査をするのは常識だと思う。

100％網羅する方法を立てられるでしょうか。

例えば原材料高騰などを理由に品質に影響及ぼさない為にも良いと思いま

す。

同上。内部告発を活用してはどうか。

当然です。

抜き取り検査。抜き打ち検査は賛成です。

他の認証制度でも実施されていること。ただし経費負担が増加しないようお

願いします。

材料仕入れの注文書や納品書など経理的な監査が必要。

市場のサーベイランスを行っていないのは怠慢である。

出来る範囲でより多くサンプリングしていただき、確認されることを期待い

たします。

監視活動は信頼を確保するのに良い。

販売店が認定品の証明書（製造過程を含め）を保管すべきです。

当然のことだと思います

不正行為防止のためには、何らかのフォローアップの充実は必要と考えられ

る。

定期的に、しかも無作為で行うことが大事。

費用は事務局側で負担する。

違反のおそれのある品に対して公開あるいは調査中の表示を。

定期的なサンプリング調査は必須と思う。

良い

(24 件)

前ページ

より続く

API もｴﾝｼﾞﾝ油の認証登録品の市場商品抜打ち試験を実施しています。

悪い

(1 件)
監査の時だけ再生品を使って，その後は使わないのもありえます。

サーベイランスを

支持する

(26 件)

前ページより続く

その他

(1 件)

サーベイランスでの偽装防止効果は期待出来ないが、市場商品テストは効果

有り。

ペナルティの強化 良い 違反したら、再度認定はしないこと。再認定する事自身、財団の良識がうか

がえる。

調査対象を我々２次加工メーカーよりも材料メーカーに焦点合わせては？良い

(2 件) 103・104、現地での分析の実施は無理がある。

少しやりすぎと感じてしまいます。悪い

(2 件) 違反の恐れのあるものだけに目を光らすのではなくすべての認定商品に対し

目を光らすことが必要。

その他

(5 件)

その他

(1 件)
そこまで必要？（性善説信頼）
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Q4. 以上の他、再発防止策として重要と考える事柄や、その他、エコマーク全般についてご意見が

ありましたらご自由にお書き下さい

審査時の製品分析費用（有害物質等）がかなり負担となっています。1機関に集約して安価に分析を行えるよう検討

していただきたい。立ち入り検査時は、実際に作業をしていただきながら確認すれば負担が減り、正確な情報が得ら

れると思います。

ＩＳＯの認証取得もそうですが、認証取得したら終わりではなく、認証取得時の取組が継続・維持されているか、も

し、不備があった場合の処置方法が決められており、その通りに処置することの勇気が、その企業にあるかが重要と

考えます。更には、継続維持のみに留まらず、改善されているかも重要と考えます。

商品に表示されているエコマークが正式なものかの確認も定期的に行う必要があるのでは。

今回の現実とかけ離れた偽造は大問題であるが、それほど大きな制裁が下されなかった。罰則を強化すべきではない

か。

大企業の虚偽事項が多すぎる。サンプルテストや抜き打ち調査も必要な事自体が憂慮される。大企業の姿勢が問われ

るので、出荷量や金額に見合うテストが必要と思う。中小企業は量的にも影響が少ないと思われるので、今後行うこ

とで不利益を被らないように、決めて欲しい。

環境偽装問題にはもっと厳しい罰則を与えるべきであると考える、今回の問題により国民に不信感あるいは他の認定

業者にも影響があると思われ今後再発を防止するためにも審査の強化・認定後も監査等は必要であると考える。

公益法人として財団の認識をもつ。是々非々で対処。エコマーク商品認定審査や第三者検査はあくまで信用。信頼で

はないことの自覚がない。

古紙の配合率についてですが、配合率を高めれば品質は落ち、それを上質紙に近づける為、過度な漂白を余儀なくさ

れると耳にします。漂白を徹底する為に薬品を多量に使わなければならない、工場の稼動時間が増えるというのは、

本当にエコに繋がるのでしょうか？他に業種においても再生の配合率はその業種と話し合い慎重に決められているの

でしょうか？再生を入れる事には賛成なのですが、品質に影響する程の配合率を求めることにならないように配慮し、

エコマーク製品がどんどん増えていく事を切に願います。

根底の見直しが必要であるのは、どなたも認識しておられることと思いますが、なぜそうなるのかを、もう一度考え

直すとすると、企業もしくは個人の生活の存続に影響しますので、幅広い解釈が必要かと考えます。

今頃の対応では遅すぎると思う。また、認定基準でテント等再生比率が極端に低いものがあるのでおかしいと思う。

自治体に話をするが、最終的に予算がないと採用されない場合が多い。もう少し強制力を付けられないか。

今回の偽装においても基準が古紙○○％というだけでなく、そのためにかかる環境負荷コストとのバランスの崩れを

メーカーにかぶせていたのが問題ではないでしょうか。

今回の偽装問題を糧にエコマ－クの価値を上げないといけないと思います。

法的な問題ではなくあくまでも企業のモラルの問題だと思うので、偽装や不正が発覚した場合はその企業が扱う製品

にはエコマークを認定しないなどの措置を取るべきだと思う。

今回の古紙偽装から貴協会が対策を講じるのは当たり前且つ正論ではあるが、偽装するは一握りの社であり、まじめ

にやっている社の負担をこれ以上増やして欲しくないのが本音です。不正する社には、何年間認定不可能など制裁措

置などを講じるなどで、まじめな社に影響を出さないでほしい。

誓約書をとってみてはどうでしょうか。
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ｴｺﾏｰｸ規定の決定（改訂）の場合には、各業界と良く話し合いを行い、規定内容に無理がないか？また、現実に沿った

内容か？をよく吟味する必要があると思います。

マークの使用料の請求時に問題点等の事情徴集のアンケート用紙を同封し現状把握が協会として必要ではありません

か？

違反している企業名・製品名はもっと明確にし、何らかの罰則も視野に入れてよいと思います。

特にありません。

再生材の混入率と商品の性能品質は、相反する部分が多大にあると思います。現在の日本市場では、品質の低下が消

費者に受け入れてもらえない事情がある以上、再生材の混入率はある程度常識の範囲内に押えるべきだと思います。

再生品を使うことが中心の現在の基準はおかしいと思います。再生品は反対に「高負荷」でしょう。エコ協会はそん

なこと分っている確信犯ではないですか？本当にエネルギー消費を少なくすることを基準にしてください（ロングラ

イフとか）。消費抑制で経済にマイナスになることになっても「本当・真実」を啓蒙する制度になって欲しいです。

基本的に自己認証制度でいいと思う。そのかわり、サーベイランスや違反したときの罰則制度を強化することは賛成。

今回の偽装は故意による悪質な事象であり、どんな再発防止策を行っても網の目を潜って再発します。しかしながら

エコマークの権威を向上させなければ企業としても魅力に欠けます。グリーン購入法とリンクさせるなどでエコマー

クの必要性をアップできないかと思います。

エコマークブランド価値アップばかり考えてゆくより、一定条件の基準とし、より広く周知策を考えるべきである。

発売元として、より広い環境対応協力としてグリーン購入法適合品へ特化せざるを得なくなる。

エコマーク取得の要件となる項目の試験結果は、ISO/IEC17025 に基づき認定された試験所のデータを要求すべきであ

る。

JIS 認定商品は製品評価技術基盤機構による市場での抜取り検査、またその周知という方法も違反や規定外商品の調

査の一部としていると思いますので、それに近い方法を実行できれば再発防止につながるのではないかと考えられま

す。

地球温暖化問題が緊急課題になって来ました。でも、どうしていいか分からないというのが、一般の人達の状況です。

ケースに応じた行動指針を明確に PR すべきだと思います。（エコマークとは関係がないかもしれませんが）

監視活動を充実していただき、摘発例が多ければ再生材料メーカーもしっかりと管理し、最終製品メーカーもより充

実して社内体制を作り管理できるようになると考えます。少し消極的な進め方かも知れませんがＲｏＨＳ規制でＳ社

さんのカドミ事件があって各メーカーもしっかりと行動をとるようになった例があります。

リサイクル食器にあっては資源物が１．どこの市場から、誰が、どのようにして、どれだけの量を回収したか？（年

度資料で回収量を把握）２．その回収量を誰が粉砕資源化し、保管しているか？３．資源物を誰が年間どれだけの量

を活用し、商品化しているか？４．商品化されたものをどこに納品（量）し、販売してきたか？一般市民にも情報公

開ができるようにすることが大事です。

できれば現状で。

認定基準値は明確ではあるが、文書から読み取りにくい。基準のまとめ方(記載様式)に問題があると思われる。また、

1商品類型の中で製造方法や使用目的が違う商品を一緒にしているため、解釈によっては基準が変わってしまう。JIS

規格書では、まずは規格を項目ごとに明確に示しその後に証明するための方法等を記している。また、商品分類も詳

細である。まずは、基準書と証明書類の様式を見直し(明確化)した方が良いと思われる。審査においても是非の判定

がしやすいと思われる。
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上記３つについて、実施されれば、改善されると思います。

ユーザーの意見や問い合わせを吸い上げるに十分なシステムを期待します。

一般ユーザーに対する認知度が低いのでは？一般ユーザーは、エコなものより安価なものを普通に購入しています。

我々２次加工メーカーとしても、エコマークよりも、原材料の高騰で、価格維持すらままならず、値上げを聞き入れ

ていただくことで精一杯です。

エコマーク協会で商品の現物を抜き打ちに購入抽出し、チェック確認してエコマークに合致してたら協会でマークの

許可をし、使用･添付・掲載を認可すべきである。その会社の申告商品の現物審査をすべきで、書類だけでは机上とな

ってどうでしょうか。

NO の結論が得られるならばよいと思う。エコマークの認定基準の内容は第三者のサンプリングテストや現地調査では

チェックできないものが多い。典型的な例では“古紙パルプ配合率”のチェックは貴事務局の方法(農工大の岡山先生

の紙パ技協会誌に発表された佩用であれば）は不完全で、かえって誤解を与えてしまうと思う。また基準も一般消費

者の目線で作成する必要があると思う。例えば紙全重量１００に対し古紙パルプ４０、新パルプ⑩、損紙３０、填料

２０、の場合、古紙パルプ８０％配合と表示される。規格作成者、審議委員の方(製紙会社出身者は除く）もこのよう

な認識があるのか疑問におもうことがある。

基準に関することがらでの定期的な報告など検討されてはどうか？

信頼は一度なくすと厳しいと思うが、日本で唯一のタイプⅠのマークであることを真摯に受け止めて、再度信頼を得

るためにからだを張って頑張ってほしい。これでは、国際的に日本の環境ラベルを軽視されてしまう。

バージンと再生樹脂繊維の混合割合率は、紡績への立ち入り調査で確認すべきかと思います。メーカーは紡績を信頼

して生地購入をしています。川上でのチェックが重要だと思います。

当社は大手原糸ﾒｰｶｰからの製品仕入れの為 製造工程は把握できないのでデータは信用するしか有りません ただ

今時 上場大手が偽装するか？という思いです 繊維業界は健在だと思います。

エコマーク取得時の申請内容に変更がないかを定期的にチェックする（書類提出）。グリーン購入法による個別商品

に対する要求事項とほぼ同じ内容のものが多いが、エコマークのメリットが分かり難い。

定期的な市場での抜取り検査の実施加工業者は証明書などに関して、製紙会社などの書類を信用するしかないため、

あまり意味がないと思われる。また、古紙以外にも環境に配慮された商品ということで植林等の基金に協力している

事なども基準にして頂きたい。

再発防止うんぬんを議論するより、国内唯一のタイプⅠラベルとしての在り方を議論する時期に来ているのではない

でしょうか。再発防止策に関しても、この問題が 1月に判明していながら、いまだはっきりとした方針も定められな

いのであれば、消費者・生産者ともにエコマークに対する信頼を失うことになるのではないでしょうか。真摯に受け

止めていただきたい。

今回の事件で、当社の客先からエコマークの信頼性に疑問を感じるようなコメントを多数頂き、古紙とは関係のない

当社としては大変迷惑を被っている。社内からは客先のコメントからエコマークの費用対効果について疑問の声があ

がっている。偽装などしたら罰金を課すなどの罰則を設けたらいかがでしょうか。また早急にエコマークの信頼性の

向上を図って頂くのと共に、関係のない製品までの波及を喰い止める努力・広報をもっとして頂きたい！高価な使用

料を払っているのですから…。

エコマークを確認して商品の購入をしています。信頼を裏切らないで頂きたい。

サーベイランスにより、年度途中で認定解除になると市場が混乱する。そのため解除の際に猶予期間を設けて欲しい。
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基準を守るためには厳しさが必要だと思います。

エコマークは消費者はそれほど気にしてみていない。それが無くても購入されているので、権威を高める必要と、そ

れを買うことによる消費者のメリットが伴ってくればよいと思う。

一般消費者は確認の術を持っていないので、一般消費者向け商品については、フォロ－アップ、監視体制を十分に拡

充する必要があると、考えます。

その製品のエコマーク基準のポイントになる物の使用実績または購入実績の報告も有効ではないかと考えます。

見直して進めていけば信頼は回復すると思います。

以上




