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は　　じ　　め　　に

　　

    財団法人日本環境協会は、平成元年（１９８９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１６年目を迎え、平成１６年３月末現在、商品類型数５４、認定商品数

５，６４６商品、認定企業数１，９０３企業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における環境分野での社会的責任を負って行こうと

する動きは、時代の要請でもありますが、その一方で、最近の企業における「偽装表示」や

「虚偽申告内容」等の問題に対しては、「企業におけるモラルハザードの低下」をはじめ「企

業自らのずさんなコンプライアンスのありかたに対し、消費者は厳しいまなざしを持って事

業者をはじめ企業自体を注目しております。

　また、エコマーク制度自体の信頼確保およびエコマーク商品での信頼性を維持すること

の重要性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」だと称して

商品の製造、販売等を行う一部悪質性のある行為に対しては、平成１６年２月に導入した

「エコマーク不正使用対応マニュアル」に基づき、責任の追及を行っております。

　このことは、エコマーク制度自体の信頼確保およびエコマーク商品での信頼性を維持する

上で重要と考えます。

　以上のような状況を踏まえ、昨年平成１５年に引き続き、エコマーク事務局では第 1 部で
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、第２部では、「認知度や信

頼性」等を中心に一般消費者から調査を行いました。

　この調査結果を踏まえた上で、多様化する消費者環境ニーズを把握することによって、消

費者に対し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。

　なお、今回も昨年に引き続き本モニタリング調査等は、社団法人全国消費生活相談員会の

ご協力を得て実施いたしており、ご協力に感謝の意を表します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人　日本環境協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エコマーク事務局
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（　第　１　部　）

１　：エコマーク商品に関する消費者モニタリング調査
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（第１部）　第１章　調査の概要

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、制度における信頼向上、効率的な普及活

　　　動等に反映するために実施した。

２．調査の方法

（１）調査対象

　 地　　域 ：全　国
　 単　　位 ：個　人（２０歳以上以上の男女）

　　　 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１５年１２月８日（月）～平成１６年１月１５日（金）
（３） 回収状況

　　　　　発送数：６００人　　　回収数：５６７人　　　回収率：９４.５％
 ３．回答者の属性（Ｎ＝５６７）

（１）性別　　①男性　１８人（３.２％）　　　　②女性　５４９人（９６.８％）

（２）地域別　①北海道　　２０人（　３.５％）　②東　北　　５５人（　９.７％）
　　　　　　　③関　東　１２９人（２２.７％）　④北　陸　　１２人（　２.１％）
　　　　　　　⑤中　部　　５８人（１０.２％）　⑥関　西　１０７人（１８.９％）
　　　　　　　⑦中国・四国４０人（　７.１％）　⑧九州・沖縄６４人（１１.３％）
　　　　　　　⑨東京２３区および政令指定都市　８２人（１４.５％）
　　　　　*地域別回答数割合は、総務省統計局平成１２年国勢調査都道府県地域別回答数割合は、総務省統計局平成１２年国勢調査都道府県地域別回答数割合は、総務省統計局平成１２年国勢調査都道府県地域別回答数割合は、総務省統計局平成１２年国勢調査都道府県・政令・政令・政令・政令

　　　　　指定都市別確定値をもとに人口比例に基づく抽出を行った。　　　　　指定都市別確定値をもとに人口比例に基づく抽出を行った。　　　　　指定都市別確定値をもとに人口比例に基づく抽出を行った。　　　　　指定都市別確定値をもとに人口比例に基づく抽出を行った。

（３）年　代　①２０代以下　　４人　（０.７％）　　　②３０代　　７９人（１３.９％）
　　　　　　　③４０代　　２０８人（３６.７％）　　　④５０代　１９０人（３３.５％）
　　　　　　　⑤６０代　　　８３人（１４.６％）　　　⑥７０代　　　３人（   0.6 ％）

（４）職　業　①専業主婦３２４人（５７.１％）②パートアルバイト１１９人（２０.９％）
　　　　　　　③会社員・公務員　９６人（１６.９％）　　　　④自営業１４人（２.６％）
　　　　　　　⑤学生４人（０.７％）　　　　　　　　　　　　⑥無　職１０人（１.８％）
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第２章　調査の結果

調査項目：商品でのエコマーク表示部分における無断使用・誤使用調査について

（表１―１）

　

　昨年度に引き続き家庭内にある「エコマーク商品のマーク表示部分」を提出いただき、そ

れら表示部分の無断使用、誤使用の調査を行った。

　今回の報告数は、２,１９４商品を数え、そのうち２４件が無断使用、誤使用であることが
判明した。

　全商品における無断使用、誤使用率は、1.09％となり、昨年実施した同調査結果４１件、
1.64％と比較して減少する結果となった。また、無断使用、誤使用における具体的個別商品
においては、今回も衛生用紙：特にトイレットペーパで多く見られるものとなった。

　無断使用・誤使用における共通した原因の多くは、エコマーク自体が「商標登録」である

ことへの「認識不足」や「企業内での使用契約等を含めた基本的な管理体制不備等」が原因

と考えられる。このことからも改めて「商標登録」を含めた知的所有権の持つ意味を求めた

いところである。

　個別案件については、平成１６年２月に完成した「エコマーク不正使用対応マニュアル」

に準じて、厳格な対応を行っているところである。

（表１－１）　無断・不適正使用、誤使用の結果

無断・不適正使用 件数 商品報告数 無断使用率

108 衛生用紙 8 593 1.40%

120 紙製の印刷物 4 204 1.96%

118 再生材料を使用したプラスチック製品 3 524 0.57%

112 紙製の事務用品 2 252 0.79%

小計（Ａ） 17

誤使用 　　　　　 件数 商品報告数 誤使用率

108 衛生用紙 3 593 0.51%

112 紙製の事務用品 2 252 0.79%

113 包装用の用紙 2 150 1.33%

小計（Ｂ） 7

合計 （Ａ＋Ｂ） 24 2,194 1.09%

　また、今回の調査報告の中でエコマークでないマークをエコマークと誤認して送付されて

きたマークは、合計で５７商品となり全送付商品の 2.59％を占めるものになった。
（表１－２）

　これは、エコマークと他の環境マークとの違いが正しく理解されていないことを示す表れ

でもあり、更なる消費者への普及活動等の重要性を再確認するものとなった。。
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（表１－２）　エコマークと誤って送付されてきたマーク　５７商品のマーク内訳（表１－２）　エコマークと誤って送付されてきたマーク　５７商品のマーク内訳（表１－２）　エコマークと誤って送付されてきたマーク　５７商品のマーク内訳（表１－２）　エコマークと誤って送付されてきたマーク　５７商品のマーク内訳

　　

　　　　　　

　　　　　　　　再生紙マーク２０商品　　　　　　　　　　　　生協環境マーク１８商品

　　　　　

　　　　　牛乳パックリサイクルマーク　　　　　　　　ペットボトルリサイクル推奨マー

ク

　　　　　　１０商品　　　　　　　　　　　　　　　　５商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国際エネルギーマーク４件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

調査項目　問－１　エコマーク報告商品類型と製品名結果について　（表１－３、４）調査項目　問－１　エコマーク報告商品類型と製品名結果について　（表１－３、４）調査項目　問－１　エコマーク報告商品類型と製品名結果について　（表１－３、４）調査項目　問－１　エコマーク報告商品類型と製品名結果について　（表１－３、４）

　　今回、報告を受けた２，１９４商品を商品分類別製品名に集計した結果は、以下のとお

りとなった。

　商品類型別購入割合（内訳上位５類型）Ｎ＝２，１９４

① 商品類型 NO,１０８　衛生用紙                  　　　　　  ５９３商品 （27.0％）

                  　（トイレットペーパ等）           

② 商品類型 NO,１１８　再生材料を使用したプラスチック商品　　５２４商品 （23.9％）

　　　　　　　　　　（ボールペン、シャープペン等）

③ 商品類型 NO,１１２　紙製の事務用品　                      ２５２商品 （11.5％）

　　　　　　　　　　（紙製ファイル、ノート、便せん等）

④ 商品類型 NO,１２０　紙製の印刷物                          ２０４商品 （ 9.3％）

　　　　　　　　　　（カタログ、カレンダー、雑誌等）

⑤ 商品類型 NO,１１３　包装用の用紙　                        １５０商品 （ 6.8％）

                　  （デパート包装紙、紙袋等）         

　６位以下では、家庭用水切り用濾紙１０５商品、詰替使用品の容器（洗剤用）５１商品 が

　続いた。

上位①～⑤の合計は、１，７２３商品となり、これは今回の総報告数２，１９４商品の

７８．５％、約８割を占めるものになる結果となった。
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（表１－４）類型別個別集計結果表　（調査対象家庭内にあったエコマーク商品一覧）

商品類型 基準名 報告件数 108 衛生用紙 593

3 台所流し台水切りストレーナー 3 112 紙製の事務用品 252

4 台所流し台水切り用濾紙袋 105 113 包装用の用品 150

5 廃食用油吸収材 45 114 紙製の包装用材 14

20 セルローススポンジ 5 115 廃木材・間伐材・小径材を

使用した木製品

21

26 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ利用製品 4 118 再生材料を使用したﾌﾟﾗｽﾁｯ

ｸ製品

524

31 詰め替え使用品のための容器 51 119 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭﾀ 4

32 無漂白のコーヒーフィルター 37 120 紙製の印刷物 204

41 再生パルプを使用した電気

掃除機用ﾌｨﾙﾀｰ袋

　　　　　42 122 プリンタ 2

43 家庭用ゴミ手袋 18 エコマーク表示報告（Ａ） 2，137

103 衣服 16 エコマーク誤認識報告（Ｂ） 57

106 情報用紙 47 総報告数（Ａ）＋（Ｂ） 2，194

＜上記集計結果は、今回報告のあった２，１９４商品を商品類型別に分けたものである＞＜上記集計結果は、今回報告のあった２，１９４商品を商品類型別に分けたものである＞＜上記集計結果は、今回報告のあった２，１９４商品を商品類型別に分けたものである＞＜上記集計結果は、今回報告のあった２，１９４商品を商品類型別に分けたものである＞。。。。

表１－３　　類型別エコマーク商品報告数

21.5%

6.8%

11.5%

23.9%

9.3%

27.0%

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

その他合計

包装用の用紙

紙製の印刷物

紙製の事務用品

再生材料を使用したプラスチック商品

衛生用紙
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調査項目　問－２　エコマーク報告商品購入先について　（表１－５）

　報告を受けた２，１９４商品の購入先を調査した結果は、以下のとおりとなった。最も多

い購入先は、「①スーパー、生協」であった。次いで②「一般個人商店・専門店」③「デパー

ト」④「ディスカウントストア」⑤「コンビニエンス」の順となった。

　また、回答の中には、「生協カタログ」、「事務用品カタログ等」の、いわゆる通信販売用カ

タログからの購入が合わせて７１商品寄せられ、全体の 3.2％を占めた。
　今後、消費者の通信販売（インターネットから購入も含む）からの購入割合の推移に注目

して行きたい。

調査項目　問３調査項目　問３調査項目　問３調査項目　問３-1-1-1-1　エコマーク制度の信頼性について（表１－６）　Ｎ＝５６７　エコマーク制度の信頼性について（表１－６）　Ｎ＝５６７　エコマーク制度の信頼性について（表１－６）　Ｎ＝５６７　エコマーク制度の信頼性について（表１－６）　Ｎ＝５６７

  
　エコマーク認定制度に対する信頼感に関する予め選定した５項目について、選択してもら

った結果は以下の通りである。

  最も多く寄せられた回答は、「ある程度信頼出来る」が４５３人（79.9％）次いで「非常に
信頼出来る」７０人（12.3％）となり、エコマーク制度について「信頼出来る」とした総数
は、５２３人（92.2％）であった。
  また「どちらでもない」は、１９人（3.4％）となり、「あまり信頼出来ない」は、２５人
（4.4％）であった。
 　なお「全く信頼していない」とする回答はなかった。

表１－５　エコマーク商品購入先割合 2.7%コンビニエンス

3.2%カタログ

5.0%　ﾃﾞｨｽｶﾝﾄｽﾄｱ

8.3%　ﾃﾞﾊﾟｰﾄ

21.8%　一般、専門店

58.3%
ｽｰﾊﾟｰ、生協

0.6%その他

スーパー、生協

一般・専門

デパート

ディスカウントｽﾄｱ

生協・家電用宅配カタログ

コンビニ

その他
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調査項目　問３調査項目　問３調査項目　問３調査項目　問３----２エコマーク制度を「非常に信頼出来る」と「ある程度信頼出来る」とに回答を寄せ２エコマーク制度を「非常に信頼出来る」と「ある程度信頼出来る」とに回答を寄せ２エコマーク制度を「非常に信頼出来る」と「ある程度信頼出来る」とに回答を寄せ２エコマーク制度を「非常に信頼出来る」と「ある程度信頼出来る」とに回答を寄せ

た５２３人に「信頼する理由」について回答を求めた。（表１－７）　Ｎ＝５２３た５２３人に「信頼する理由」について回答を求めた。（表１－７）　Ｎ＝５２３た５２３人に「信頼する理由」について回答を求めた。（表１－７）　Ｎ＝５２３た５２３人に「信頼する理由」について回答を求めた。（表１－７）　Ｎ＝５２３

　最も回答が多かったのは、②「厳しい審査に合格した商品だけに、表示が出来るから」と

するものが１７５人（33.5％）であり、③「環境省の関係団体法人がマーク制度運用等を行
っているから」１６７人（31.9％）とほぼ同等の結果となった。また、④の「エコマーク認
定商品の取得企業が社会的に認知度が高い企業が多い」とする回答が１１５人（22％）に上
り、エコマーク取得企業の「社会信頼性」がエコマーク制度の信頼にも繋がっていることが

示されたことは、注目される。

表１－６　　エコマーク制度の信頼性について

4.4%

3.4%

79.9%

12.3%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

５：全く信頼できない

４：あまり信頼出来ない

３：どちらでもない

２：ある程度信頼出来る

１：非常に信頼出来る

選択項目

％

表１－７　　問３－２エコマーク制度を信頼出来る理由について

1％

11.7％

22％

31.9％

33.5％

0 5 10 15 20 25 30 35 40

その他

日常生活で見る機会が多くなった

取得企業の社会的認識度

環境省の関係法人がマーク制度運用等だから

厳しい審査に合格したものだけに表示が出来るから

信頼理由

％
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調査項目　問３－３エコマーク制度を「あまり信頼出来ない」と「全く信頼出来ない」とに回答を寄せ調査項目　問３－３エコマーク制度を「あまり信頼出来ない」と「全く信頼出来ない」とに回答を寄せ調査項目　問３－３エコマーク制度を「あまり信頼出来ない」と「全く信頼出来ない」とに回答を寄せ調査項目　問３－３エコマーク制度を「あまり信頼出来ない」と「全く信頼出来ない」とに回答を寄せ

た２５人に「信頼出来ない理由」について回答を求めた。Ｎ＝２５た２５人に「信頼出来ない理由」について回答を求めた。Ｎ＝２５た２５人に「信頼出来ない理由」について回答を求めた。Ｎ＝２５た２５人に「信頼出来ない理由」について回答を求めた。Ｎ＝２５

　「全く信頼出来ない」と回答を寄せた人は０人であったが、「あまり信頼出来ない」と回答

した２５人についてその理由を聞いた結果は、以下の通りである。

　④「エコマークがついている理由がわからない」が８人で（32％）最も多く、②「エコマ
ーク制度の仕組みが分かりにくい」が４人（16％）であった。

調査項目　問３－４エコマーク制度の信頼性について「どちらとも言えない」とした回答を寄せた１９調査項目　問３－４エコマーク制度の信頼性について「どちらとも言えない」とした回答を寄せた１９調査項目　問３－４エコマーク制度の信頼性について「どちらとも言えない」とした回答を寄せた１９調査項目　問３－４エコマーク制度の信頼性について「どちらとも言えない」とした回答を寄せた１９

人に判断理由を聞いた。（Ｎ＝１９）人に判断理由を聞いた。（Ｎ＝１９）人に判断理由を聞いた。（Ｎ＝１９）人に判断理由を聞いた。（Ｎ＝１９）

＜主要な理由＞

●　認定基準自体が甘いのか、厳しいのか判断がつかない　　　　　　　　　５人

●　取得企業が何か不正なことをしているような気がする　　　　　　　　　３人

● 現在の書類審査では、信頼が出来ない　　　　　　　　　　　　　　　　３人

調査項目　問４　エコマーク商品を購入した時の判断理由は、どのようなことですか（表１－８）調査項目　問４　エコマーク商品を購入した時の判断理由は、どのようなことですか（表１－８）調査項目　問４　エコマーク商品を購入した時の判断理由は、どのようなことですか（表１－８）調査項目　問４　エコマーク商品を購入した時の判断理由は、どのようなことですか（表１－８）

Ｎ＝５６７Ｎ＝５６７Ｎ＝５６７Ｎ＝５６７

　回答として最も多かった理由は、⑤「エコマークの表示を見るがそれよりも価格を判断の

材料」としたとするが１４１人（24.9％）であった。次いで、④エコマーク商品を販売して
いる店舗（スーパー、百貨店等）の信頼度を挙げた人が、１０４人（18.3％）、③「エコマー
クを取得している企業の社会的な知名度・信頼性」とした人が、９６人（16.9％）であった。
エコマーク制度におけるエコマーク表示の有無等によっての判断よりも「価格」、「企業の信

頼性」、「販売店舗の信頼性」とする外部要因を重視する傾向が見られる。

　エコマークが発信する情報等が購入判断であったとする回答は１４０人（24.7％）あった。
（表１－８）

表１－８　問４エコマーク商品を購入した時の判断材料について

11.6%

13.1%

16.9%

18.3%

24.9%

15.2%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

１：エコマークの有無のみ

２：エコマークの有無だけではなく下段表示も読んだ

３：企業の社会的知名度・信頼度

４：販売店舗の信頼度

５：マークよりも価格による判断

６：知らずに購入

７：その他

％

判断要因
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調査項目　問５調査項目　問５調査項目　問５調査項目　問５-1-1-1-1　エコマーク商品には、下段に環境上の配慮についての記載があり　エコマーク商品には、下段に環境上の配慮についての記載があり　エコマーク商品には、下段に環境上の配慮についての記載があり　エコマーク商品には、下段に環境上の配慮についての記載があり

ますがこの情報発信をしていることを知っていましたかますがこの情報発信をしていることを知っていましたかますがこの情報発信をしていることを知っていましたかますがこの情報発信をしていることを知っていましたか　　Ｎ＝５６７Ｎ＝５６７Ｎ＝５６７Ｎ＝５６７

                                                                                                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　①知っていた　     ３８８人（68.4％）

　　　　　　　　　　　　

　　　　　②知らなかった     １７９人（31.6％）

　　  

←下段表示部分

  

調査項目　問５－２　引き続き「知っていた方にお聞きします」下段に環境上の配慮についての記載調査項目　問５－２　引き続き「知っていた方にお聞きします」下段に環境上の配慮についての記載調査項目　問５－２　引き続き「知っていた方にお聞きします」下段に環境上の配慮についての記載調査項目　問５－２　引き続き「知っていた方にお聞きします」下段に環境上の配慮についての記載

がありますがどう思いますかがありますがどう思いますかがありますがどう思いますかがありますがどう思いますか（表１－９）（表１－９）（表１－９）（表１－９）　Ｎ＝３８８Ｎ＝３８８Ｎ＝３８８Ｎ＝３８８ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   
 最も多く寄せられた回答は、③「現状程度の表示内容が適当である」２０１人（51.8％）で
あり、「①もっと多くの内容表示を示して欲しい」とする意見の２９人（7.5％）を合わせる
と、59.3％と約６割が知っていたとする結果であった。
 　一方、②「エコマークだけで良く、下段表示は不要と思う」とする回答も１５６人
（40.2％）であった。
  「不要であるとする理由」については、「マーク表示が小さく何が記載されているのか細か
くて理解出来ない」、下段表示よりも「マーク自体の大きさ」や「マーク表示箇所の統一」を

求める回答が多かった。

表１－９　問５－２　エコマーク下段表示について

0.5%

40.2%

51.8%

7.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

その他

下段表示は、不要

現状維持程度の情報

もっと多くの内容表示

％
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調査項目　問６エコマーク商品を優先的、積極的に購入するようになるようにはどのようなことが必調査項目　問６エコマーク商品を優先的、積極的に購入するようになるようにはどのようなことが必調査項目　問６エコマーク商品を優先的、積極的に購入するようになるようにはどのようなことが必調査項目　問６エコマーク商品を優先的、積極的に購入するようになるようにはどのようなことが必

要と考えますか要と考えますか要と考えますか要と考えますか　　＜自由記入意見＞＜自由記入意見＞＜自由記入意見＞＜自由記入意見＞　Ｎ＝４１２（回答が寄せられた）Ｎ＝４１２（回答が寄せられた）Ｎ＝４１２（回答が寄せられた）Ｎ＝４１２（回答が寄せられた）

主要なものを分野ごとに取りまとめた。主要なものを分野ごとに取りまとめた。主要なものを分野ごとに取りまとめた。主要なものを分野ごとに取りまとめた。（分野別回答項目の多い順番に表示）（分野別回答項目の多い順番に表示）（分野別回答項目の多い順番に表示）（分野別回答項目の多い順番に表示）

＜エコマークの表示方法＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６件　　＜エコマークの表示方法＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６件　　＜エコマークの表示方法＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６件　　＜エコマークの表示方法＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６件　　23.3%23.3%23.3%23.3%
・ 文字が小さすぎるので表示を大きく、かつ見やすくして欲しい

　（特に高齢者に対しては）、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ７４件
・環境負荷を具体的に数値化して欲しい（例えばエコ指数）　　　　　　　　　　　１４件

・ 商品のよってエコマークの表示箇所が統一されていないことで　　　　　　　　　　５件

　見つけることが面倒である

・もし、スーパーにエコマーク常設コーナーが出来れば、文字情報は

　入らないのでは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件

＜普及＜普及＜普及＜普及・広報＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８１件　　・広報＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８１件　　・広報＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８１件　　・広報＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８１件　　19.7%19.7%19.7%19.7%
・マスコミを大いに活用すべきである（テレビ、新聞等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３件

・ 消費者へのＰＲが不足している(思い切った宣伝活動が重要)　　　　　　　　　　 ２８件
・ エコマーク商品の認知度を高めることが、信頼性向上に繋がるので普及啓発を

　行うべき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０件

・ 大型スーパー等での定期的なイベント開催が効果的では　　　　　　　　　　　　　８件

・エコマーク商品を販売している店舗紹介雑誌があれば情報を得やすい　　　　　　　２件

＜小売業との関係＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９件　＜小売業との関係＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９件　＜小売業との関係＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９件　＜小売業との関係＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９件　11.9%11.9%11.9%11.9%
・ 個々のエコマーク商品でのマーク表示が小さいため、スーパー等において

エコマーク専用のコーナーの設置を求める　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８件

・販売店舗でのディスプレイの工夫をして欲しい　　　　　　　　　　　　　　　　１１件

・エコマーク商品購入時にポイントによるマイレージ制度を導入して欲しい。　　　　７件

・生協を含めた小売業プライベートブランドとエコマーク制度の関係強化　　　　　　３件

＜エコマーク制度への信頼性＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８件　＜エコマーク制度への信頼性＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８件　＜エコマーク制度への信頼性＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８件　＜エコマーク制度への信頼性＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４８件　11.7%11.7%11.7%11.7%
・ 最近の企業でのモラル低下があまりにもひどすぎるのでエコマーク制度　　　　　１７件

　ぐらいは信じたい

・ エコマーク商品の信頼は、制度の信頼性維持に係っている　　　　　　　　　　　１５件

・エコマークブランド構築においては、信頼性が大切　　　　　　　　　　　　　　　９件

・認定後の商品が正しく製造、販売されているかを管理すべき　　　　　　　　　　　５件

・小売業等と連携して、不正表示商品の一掃を計画的に行うべき　　　　　　　　　　２件
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＜エコマーク商品製造企業および販売企業について＞　　　　　　　　　４１件　＜エコマーク商品製造企業および販売企業について＞　　　　　　　　　４１件　＜エコマーク商品製造企業および販売企業について＞　　　　　　　　　４１件　＜エコマーク商品製造企業および販売企業について＞　　　　　　　　　４１件　  9.9%  9.9%  9.9%  9.9%
・環境分野で社会的責任を果たしているので評価したい　　　　　　　　　　　　　２９件

・消費者へ配慮していることからも、認定企業を評価したい　　　　　　　　　　　　６件

・年に一度最優秀エコマーク取得企業として表彰すべきである　　　　　　　　　　　３件

・企業に対して、一定の社会的責任を負わせるべきである　　　　　　　　　　　　　３件

＜エコマーク商品のデザイン性等＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５件　＜エコマーク商品のデザイン性等＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５件　＜エコマーク商品のデザイン性等＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５件　＜エコマーク商品のデザイン性等＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５件　8.58.58.58.5％％％％
 ･エコマーク商品にセンスのある、おしゃれなものがあれば購入したい。　　　  　２２件
・ どうも安価なイメージがあり、品質面で何か問題がありそうなイメージ

  を払拭してほしい　　                                                        ５件
・デザイン性重視での商品開発をメーカに希望する　　　　　　　　　　　　　　  　５件
・エコマーク商品について品質性向上を求める　　　　　　　　　　　　　　　　  　３件

＜エコマーク商品の価格について＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７件　＜エコマーク商品の価格について＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７件　＜エコマーク商品の価格について＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７件　＜エコマーク商品の価格について＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７件　6.6%6.6%6.6%6.6%
・一般的に商品が高いので、低価格化を一層進めるべき　　　　　　　　　　　　　１７件

・例え値段が高くても、消費者へ訴求すべきである　　　　　　　　　　　　　　　　５件

・メーカと小売業とのＰＢ製品開発で低価格化が図れるのではないか　　　　　　　　３件

・一般品との価格差は、上限で５０円である。それ以上では購入しない　　　　　　　２件

＜教　育＞＜教　育＞＜教　育＞＜教　育＞        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６件　3.9%3.9%3.9%3.9%
・ 幼児教育（環境教育を含めた）が重要である　　　　　　　　　　　　　　　　　１４件

・学校の先生を集めて、講習会を実施すべきである　　　　　　　　　　　　　　　　２件

＜エコマークと他の環境マークについて＞　　　　　　　　　＜エコマークと他の環境マークについて＞　　　　　　　　　＜エコマークと他の環境マークについて＞　　　　　　　　　＜エコマークと他の環境マークについて＞　　　　　　　　　    　　　　　　１１件　　　　　　　１１件　　　　　　　１１件　　　　　　　１１件　2.7%2.7%2.7%2.7%
・ なぜ、エコマーク商品を購入することが環境にどうやさしいのかの　　　　　　　　５件

　理由が分からない

・エコマークと他の環境マークの決定的違いが理解出来ない　　　　　　　　　　　　４件

・・・・エコマークの認知度は高いが、内容までは深く理解している人は少ないのでは　　　２件

＜その他＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８件　＜その他＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８件　＜その他＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８件　＜その他＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８件　1.9%1.9%1.9%1.9%
・環境税の早期導入を望む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４件

・主婦の商品選択決定要因は、１に価格、２に品質最後にエコマークである。　　　　２件

・ 自分が社会に対して、どれだけ貢献しているかを具体的数字で実感出来れば        ２件
　購入者は必ず増加すると信じている。
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調査項目問７エコマーク事務局が発信している情報をご覧になったことがあります調査項目問７エコマーク事務局が発信している情報をご覧になったことがあります調査項目問７エコマーク事務局が発信している情報をご覧になったことがあります調査項目問７エコマーク事務局が発信している情報をご覧になったことがあります

（表１－１０）（表１－１０）（表１－１０）（表１－１０）Ｎ＝５６７Ｎ＝５６７Ｎ＝５６７Ｎ＝５６７

　

　　この調査項目においては、残念ながら「全く見たことがない」と回答した人が最も多く

　２８５人（50.3％）と回答であった、一方で「ホームページを見たことが
　ある」とする回答を寄せた人も１５６人（27.5％）にのぼり、エコマーク事務局から発信
　されている「何らかの情報」を２８２人（49.7％）の消費者が接していることも判明した。
　　このことは日々の普及活動の成果が徐々に表れてきていることかも知れない。

　しかし事務局としては、更なる消費者等へ対する普及、啓発活動を今後も継続的かつ効率

　的に行っていきたいと考えている。

　

　　①エコマーク事務局ホームページ　　　　１５６人（27.5％）
　　②エコマークニュース　　　　　　　　　　４２人（ 7.4％）
　　③エコマークパンフレット　　　　　　　　７２人（12.7％）　 ２８２人（49.7%）
　　④エコマーク商品カタログ　　　　　　　　１２人（ 2.1％）
　　⑤その他　　　　　　　　　　　　　　　　　０人（　 0％）
　　＊全く見たことがない　　　　　　　　　２８５人（50.3％）

　

表１－１０　問７　エコマーク事務局が発信している情報で見たものがありますか

２.１%エコマークカタログ

12.7%エコマークパンフレット

7.4%エコマークニュース

27.5%公式ＨＰ

50.3%全く見たことが無い
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２：エコマーク商品認知度・信頼性調査

（第２部）
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第２部　第１章　調査の概要

１．　調査の目的

第１部とは異なり、エコマーク商品における認知度、信頼性を中心に消費者専門相談員

有資格者ではない「一般消費者」に対して調査を行い、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、信頼向上、効率的な普及活動等に反映するために実

施した。

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： 一般消費者
　　　 客　対　数：１，８００人
　　　 配布・回収：郵送によるアンケート記入調査方式
 （２）実施期間
　　　 平成１５年１２月８日（月）～平成１６年１月１５日（金）
 （３）回収状況
 　　　発送数：１，８００人　　回収数：１，６８０人　　回収率：９３.３％

３．回答者の属性（Ｎ＝１，６８０）

（１）性　別　①男性　４７３人（２８.２％）　 ②女性　１，２０７人（７１.８％）

（２）地域別　①北海道　　５１人（　３.０％）　②東　北　　１４９人（　８.９％）
　　　　　　　③関　東　３６０人（２１.４％）　④北　陸　　　３７人（　２.２％）
　　　　　　　⑤中　部　１６１人（　９.６％）　⑥関　西　　３４０人（２０.２％）
　　　　　　　⑦中国・四国１０５人（６.３％）　⑧九州・沖縄１７３人（１０.３％）
　　　　　　　⑨東京２３区および政令指定都市　３０４人（１８.１％）
    　　　　　*地域別回答数割合は、総務省統計局平成１２年国勢調査都道府県地域別回答数割合は、総務省統計局平成１２年国勢調査都道府県地域別回答数割合は、総務省統計局平成１２年国勢調査都道府県地域別回答数割合は、総務省統計局平成１２年国勢調査都道府県・政令・政令・政令・政令

　　　　    　　　　　　指定都市別確定値をもとに人口比例に基づく抽出を行った。　　　　　　指定都市別確定値をもとに人口比例に基づく抽出を行った。　　　　　　指定都市別確定値をもとに人口比例に基づく抽出を行った。　　　　　　指定都市別確定値をもとに人口比例に基づく抽出を行った。

（３）年　代　①２０代　　３６１人（２１.５％）　　②３０代　３１５人（１８.８％）
　　　　　　　③４０代　　３９８人（２３.７％）　　④５０代　３２１人（１９.１％）
　　　　　　　⑤６０代　　１９４人（１１.５％）　　⑥７０代　　９１人（  ５.４％）

（４）職　業　①専業主婦　　　３６１人（21.5％  ②パートアルバイト３４１人（20.3％）
　　　　　　　③会社員・公務員５８２人（34.6％） ④自営業　　　　　  ６０人（　3.6％）
　　　　　　　⑤学　生　　　　２２０人（13.1％）⑥無　職　　　　 １１６人（　6.9％）
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第２章　調査の結果第２章　調査の結果第２章　調査の結果第２章　調査の結果

調査項目（１）：あなたはエコマークを知っていますか。（表２－１）調査項目（１）：あなたはエコマークを知っていますか。（表２－１）調査項目（１）：あなたはエコマークを知っていますか。（表２－１）調査項目（１）：あなたはエコマークを知っていますか。（表２－１）

　 今回の、回答総数１，６８０人中、「ある程度知っている」と回答した人は、８５２人
（50.7％）、「名前を聞いたことがある」４５６人（27.1％）、「マークを見たことがある」２
５５人（15.2％）でこれらを合わせると「くわしくは知らないが、エコマークの存在は知っ
ている」人は，93％であった。
  これに「内容まで詳しく知っている」７７人（4.6％）を合わせると「エコマークを知って
いる」人は、97.6％に上った。
 また、「マークの認知度」は高率になっているが、あまりくわしくは知られていない状況が
うかがえる結果となった。

　なお、「全く知らない」との回答者は３７人（2.2％）にとどまった。性別・年代別分析に
よると４０～５０代の男性に知らない割合が高く、関心の低さ、周知の低さを呈している一

方で、環境教育を受ける機会が比較的多い主婦や若い世代はよく知っているとの状況になっ

ている。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表２－１　問１　あなたはエコマークを知っていますか

0.2%

2.2%

15.2%

27.1%

50.7%

4.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答

全く知らない

マークを見たことがある

名前を聞いたことがある

ある程度知っている

内容まで詳しく知っている

％
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設問（２）－１：あなたはエコマーク制度を信頼できますか。（設問（１）でエコマークを「内容設問（２）－１：あなたはエコマーク制度を信頼できますか。（設問（１）でエコマークを「内容設問（２）－１：あなたはエコマーク制度を信頼できますか。（設問（１）でエコマークを「内容設問（２）－１：あなたはエコマーク制度を信頼できますか。（設問（１）でエコマークを「内容

まで詳しく知っている」「ある程度知っている」と答えた９２９人に対して質問した。）まで詳しく知っている」「ある程度知っている」と答えた９２９人に対して質問した。）まで詳しく知っている」「ある程度知っている」と答えた９２９人に対して質問した。）まで詳しく知っている」「ある程度知っている」と答えた９２９人に対して質問した。）

（表２―２）（表２―２）（表２―２）（表２―２）

「ある程度信頼できる」８１１人（87.3％）、「非常に信頼できる」４１人（4.4％）、合わせ
て 91.7％となり、消費者のエコマーク制度の信頼性に対する期待が厚いことがわかった。ま
た、５７人（6.1％）が「どちらともいえない」との回答を寄せており、この数は「ある程度
信頼できる」との回答数に続いている。

一方、「あまり信頼できない」１７人、「全く信頼できない」２人で信頼度への不安も見え

隠れしている。「エコマーク」が「信頼できるマーク」として社会的に認知されるためにはど

うすればいいか、何をすればいいか等について、今後に向けて考えなければならない課題で

あろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表２－２　設問２－１あなたエコマークを信頼出来ますか

0.1%

0.2%

1.9%

4.4%

6.1%

87.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

全く信頼出来ない

あまり信頼出来ない

どちらともいえない

ある程度信頼出来る

非常に信頼出来る

％
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問２－２なぜエコマークを信頼出来ると考えますか

2.0%

2.3%

20.3%

22.1%

23.8%

29.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

無回答

その他

エコマーク認定商品の取得企業が社会的に認知度が高い企業が多い

環境省の関係財団法人がマーク制度運用等をしている

厳しい審査に合格した商品だけに、表示が可能である

日常生活で見る機会が多くなった

％

問（２）－２：なぜあなたはエコマーク制度を信頼できると考えますか。（表２－３）問（２）－２：なぜあなたはエコマーク制度を信頼できると考えますか。（表２－３）問（２）－２：なぜあなたはエコマーク制度を信頼できると考えますか。（表２－３）問（２）－２：なぜあなたはエコマーク制度を信頼できると考えますか。（表２－３）

（説問（２）－１で「非常に信頼できる」「ある程度信頼できる」を選択した８５２人に対して質（説問（２）－１で「非常に信頼できる」「ある程度信頼できる」を選択した８５２人に対して質（説問（２）－１で「非常に信頼できる」「ある程度信頼できる」を選択した８５２人に対して質（説問（２）－１で「非常に信頼できる」「ある程度信頼できる」を選択した８５２人に対して質

問した。）問した。）問した。）問した。）

「日常生活で見る機会が多くなったから」と回答した人は、２５１人（29.5％）で最も多
く「厳しい審査に合格した商品だけに表示ができるものだから」２０３人（23.8％）と続く。
しかし、他方で、「たくさん出回ることが信頼できるというのは、本来のマークが意図する

ものと違っているのではないか」との意見もあった。また、注目すべきことは、「環境省の関

係財団法人がマーク制度を運用しているから」が１８８人（22.1％）、「エコマーク認定商品
の取得企業が社会的に認知度が高い企業が多いから」との回答を寄せたのは１７３人

（20.3％）で、消費者は運用団体やエコマーク認定商品の取得企業に対して信頼を寄せてい
ることがわかった。

　　各企業が「社会的責任を果たす」ためにエコマーク取得に努力していると思うからとい

う意見もあった。今後、企業によるエコマーク商品を通じての社会的環境分野での責任を

　果たす方法の手段なる可能性を示唆している。（表２－３）「その他」では、信頼度を高め

るための厳しい審査制度の信頼維持に期待するとの回答が多くあった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（表２－３）（表２－３）（表２－３）（表２－３）
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問（２）－３：なぜあなたは、エコマーク制度を信頼できないと考えますか。（設問（２）－１で問（２）－３：なぜあなたは、エコマーク制度を信頼できないと考えますか。（設問（２）－１で問（２）－３：なぜあなたは、エコマーク制度を信頼できないと考えますか。（設問（２）－１で問（２）－３：なぜあなたは、エコマーク制度を信頼できないと考えますか。（設問（２）－１で

「あまり信頼できない」「まったく信頼できない」と答えた１９人に質問した。）　（表２－４）「あまり信頼できない」「まったく信頼できない」と答えた１９人に質問した。）　（表２－４）「あまり信頼できない」「まったく信頼できない」と答えた１９人に質問した。）　（表２－４）「あまり信頼できない」「まったく信頼できない」と答えた１９人に質問した。）　（表２－４）

((((表２－４表２－４表２－４表２－４))))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　N=19

1
エコマークの認定基準が妥当でな

いから

2 10.5%

2
エコマーク制度の仕組みが分かりに

くいから

6 31.6%

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

2 10.5%

4
エコマークがついている理由がわか

らないから

1 5.3%

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

0 0.0%

6 その他 1 5.3%
7 無回答 7 36.8%

合計 19 100.0%
　「エコマーク制度の仕組みがわかりにくいから」が６人となっている。これは制度そのも

のに信頼感がないというものではないが、「わかりにくく理解できない」は「信頼」につなが

らないと考えられる。

　また、「無回答」が７人にのぼっているが、これは「知らない」、「無関心」とも推測され、

「わかりにくい」と同様に「信頼」にはつながらないのではないか。社会的に信頼を得るた

めにも、消費者への周知を図る必要があると考える。

　他に「エコマークの認定基準が妥当でない」、「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わからないから」僅かながらあった。

なお、東北では、「信頼できない」と回答した人はいなかった。

設問（２）－４：設問（２）－１「エコマークを信頼できますか」で「どちらともいえな　い」と答え設問（２）－４：設問（２）－１「エコマークを信頼できますか」で「どちらともいえな　い」と答え設問（２）－４：設問（２）－１「エコマークを信頼できますか」で「どちらともいえな　い」と答え設問（２）－４：設問（２）－１「エコマークを信頼できますか」で「どちらともいえな　い」と答え

た人に対してその具体的理由は何ですか。た人に対してその具体的理由は何ですか。た人に対してその具体的理由は何ですか。た人に対してその具体的理由は何ですか。

最近は、表示に関する不正など不祥事や事故が多く、消費者の企業への信頼性が土台から

揺らいでいる。これを受けて、この項目に関する回答も消費者の不安感、不信感を反映した

ものになっている。５７人から寄せられた主要な回答は次のとおりである。

　　　　　　　　　　
　　　不　信　感　　・　分からない　・　その他

・制度・審査基準が複雑で曖昧だから

・マークの不正使用があるから

・本当に環境に良いとは思えないから

・再利用・資源再使用の割合表示が無い・割合が高くな

　いから

・企業に対しいろいろな面で不信感があるから
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設問（３）－１：エコマークの下段に記載されている「その商品の環境上の配慮」において情報設問（３）－１：エコマークの下段に記載されている「その商品の環境上の配慮」において情報設問（３）－１：エコマークの下段に記載されている「その商品の環境上の配慮」において情報設問（３）－１：エコマークの下段に記載されている「その商品の環境上の配慮」において情報

　　発信をしていることを知っていますか。　Ｎ＝１，６８０　　発信をしていることを知っていますか。　Ｎ＝１，６８０　　発信をしていることを知っていますか。　Ｎ＝１，６８０　　発信をしていることを知っていますか。　Ｎ＝１，６８０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ ：　知っていた　　６１７人　　（36.7％） 　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２ ：　知らなかった　９８０人　　（58.4％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３ ：　無　回　答　　　８３人　　　　　　　　（ 4.9％）

　　　　　　　　　　　←下段表示部
　「知らなかった」と回答した人が９８０人（58.4％）で、「無回答」８３人（4.9％）をあ
  わせると大半を占めており、「知っていた」とする６１７人（36.7％）を上回った。
  「マークの認知度」は、高いものの下段表示まで注意を向けていないことがわかった。
　

設問（３）－２：「エコマーク下段表示」についてどう思いますか。 も近いと思われるものを設問（３）－２：「エコマーク下段表示」についてどう思いますか。 も近いと思われるものを設問（３）－２：「エコマーク下段表示」についてどう思いますか。 も近いと思われるものを設問（３）－２：「エコマーク下段表示」についてどう思いますか。 も近いと思われるものを

一つだけ選んでください。（設問（３）－１で「知っていた」と答えた６１７人に対して質問し一つだけ選んでください。（設問（３）－１で「知っていた」と答えた６１７人に対して質問し一つだけ選んでください。（設問（３）－１で「知っていた」と答えた６１７人に対して質問し一つだけ選んでください。（設問（３）－１で「知っていた」と答えた６１７人に対して質問し

た。）　（表２－５）た。）　（表２－５）た。）　（表２－５）た。）　（表２－５）

　「現状程度の表示内容が適当である」が２６９人（43.6％）で最多となっているが、その
一方で「エコマークだけでよく、下段の表示は不要」の回答も２４２人（39.2％）と多いこ
とがわかった。さらに「もっと多くの内容を表示してほしい」７８人（12.6％）がこれに続
く。この結果、「現状程度の表示」と「更なる内容表示」を希望する合わせた割合は、全体の

56.2％となり、約６割が現状の下段表示方法を支持していることが分かった。
また、「その他」意見として１６人から回答が寄せられている。

　これらの意見として多く見られたものでは、「エコマークの表示が小さく読みにくいとす

る点」や「表示箇所の統一がなく見つけるのに時間を要する」とのことが、その原因になっ

ていると推察される。

　

表２－５　設問（３）－２エコマーク下段表示についてどう思うか

1.9%

2.7%

12.6%

39.2%

43.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

無回答

その他

もっと多くの内容を表示して欲しい

エコマークだけでよく、下段の表示は不要と思う

現状程度の表示内容が適当である

％
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＜その他意見＞

　・下段表示があってもあまり読まない。

　・下段表示をもっと大きくして欲しい。

　・このマークだけで、やさしいという曖昧な表現では、消費者にわかい

　・商品のどの部分に再利用されたものが使用されているか具体例の記載してほしい（ボールペン本体など）。

　・簡単な表示で十分、複雑になると消費者に受けいれてもらえない。

設問（４）：次のマークの中であなたが知っているものはどれですか。（表２－６）設問（４）：次のマークの中であなたが知っているものはどれですか。（表２－６）設問（４）：次のマークの中であなたが知っているものはどれですか。（表２－６）設問（４）：次のマークの中であなたが知っているものはどれですか。（表２－６）
　Ｎ＝１，６８０（複数回答）　Ｎ＝１，６８０（複数回答）　Ｎ＝１，６８０（複数回答）　Ｎ＝１，６８０（複数回答） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

回答者の 94.3％（１，５８５人）が「エコマークを知っている」と答えており、他の環境マークと比
較して、その認知度は群を抜いて高いことがうかがえる。
再生紙マークが 62.9％でこれに続く。

　

表２－６　設問４　環境マークであなたが知っているマークは、（認知度）

21.5%

62.9%

94.3%

25.2%

36.2%

27.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

牛乳パックリサイクルマーク

省エネマーク

国際エネルギースター

ＰＥＴボトルリサイクル推奨マーク

再生紙マーク

エコマーク



23

設問（５）－１：現在、エコマーク認定商品は、約設問（５）－１：現在、エコマーク認定商品は、約設問（５）－１：現在、エコマーク認定商品は、約設問（５）－１：現在、エコマーク認定商品は、約 5,6005,6005,6005,600 あり（平成１５年９月末現在）、あり（平成１５年９月末現在）、あり（平成１５年９月末現在）、あり（平成１５年９月末現在）、59595959 類型類型類型類型

の認定基準があります。この中で今までに購入したことがあるものを現状認定品７項目かの認定基準があります。この中で今までに購入したことがあるものを現状認定品７項目かの認定基準があります。この中で今までに購入したことがあるものを現状認定品７項目かの認定基準があります。この中で今までに購入したことがあるものを現状認定品７項目か

ら 大３つまで記載してください。（表２－７）ら 大３つまで記載してください。（表２－７）ら 大３つまで記載してください。（表２－７）ら 大３つまで記載してください。（表２－７）

「文房具・ノート類」（１，７９７人）、「日用雑貨」（１，５４５人）を挙げた人が併せて

全体の 66.4％となり、そして「容器・包装」「OA機器」「衣料品・寝具類」「建材・壁材」「椅
子・机などの事務品」の順で続く。

　

（表２－７）　　　　　Ｎ＝５，０４０（１６８０×３）＊ 大３商品回答可能

現在類型基準有り 回答数 ％

1 日用雑貨 1545 30.7

2 文房具・ノート類 1797 35.7

3 ＯＡ機器 209 4.1

4 衣料品・寝具類 336 6.6

5 建材・壁材 18 0.4

6 椅子・机などの事務用品 15 0.3

7 容器・包装 679 13.5

8 無回答 441 8.7

　　具体的個別商品については下記のとおりである。

＜日用雑貨＞＜日用雑貨＞＜日用雑貨＞＜日用雑貨＞

　「トイレットペーパー」が群を抜いて多く、台所用水切りごみ袋、ティッシュペーパーが

これに続いた。他に、コーヒーフィルター、牛乳パック、買物バッグ、スポンジ、たわし、

廃油処理剤、アルミホイル、箸置き、ゴミ箱、ラップ、洗剤、紙ひも、くし、フィルム、

レンズ付きカメラ、石けん入れ、ダストフィルター、ゴム手袋、ほうき、ちりとり、など。

＜文房具・ノート類＞＜文房具・ノート類＞＜文房具・ノート類＞＜文房具・ノート類＞

　「ノート」が最も多く、ボールペン、シャーペン、ファイルホルダー、コピー用紙、封筒、

鉛筆、のり、が続いた。他に、名刺、レポート用紙、定規、便箋、ルーズリーフ、カット

フォルダー、消しゴム、スタンプインキ、修正液、伝票類、履歴書、半紙、画用紙、カレ

ンダー、下敷き、アルバム、カタログ本、筆箱、クラフトテープ、など。

＜ＯＡ機器＞＜ＯＡ機器＞＜ＯＡ機器＞＜ＯＡ機器＞

　「パソコン」が最多で、プリンター、プリンター用インク、プリンター用インクケース、

ＰＣボード、ファックス機器、フロッピーディスク、など。

＜衣料品・寝具類＞＜衣料品・寝具類＞＜衣料品・寝具類＞＜衣料品・寝具類＞

　「フリースの衣類」が多くを占め、他に、トレーナー、セーター、作業着、Ｔシャツ、下

着、靴下、エプロン、制服、ズボン、パジャマ、レインコート、ネクタイ、マフラー、毛

布、枕、布団カバー、シーツ、など。
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＜建材・壁材＞＜建材・壁材＞＜建材・壁材＞＜建材・壁材＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜椅子・机などの事務品＞＜椅子・机などの事務品＞＜椅子・机などの事務品＞＜椅子・机などの事務品＞

　壁紙、角材、など　　　　　　　　　　椅子、パソコン用机、机、など。

＜容器・包装＞＜容器・包装＞＜容器・包装＞＜容器・包装＞

　ペットボトル、プラスチック容器、プラスティックトレイ、卵パック、包装紙、紙袋、洗

剤の箱、化粧品の箱、箱、新聞回収袋、紙皿、ポリ袋、ダンボール、ラッピングペーパー、

ゴミ箱、ゴミ袋、など。

　設問（５）－２：エコマーク商品を購入したときの判断材料は何ですか。（表２－８）　設問（５）－２：エコマーク商品を購入したときの判断材料は何ですか。（表２－８）　設問（５）－２：エコマーク商品を購入したときの判断材料は何ですか。（表２－８）　設問（５）－２：エコマーク商品を購入したときの判断材料は何ですか。（表２－８）

「エコマークの表示も見るがそれよりも価格」30.2％、「エコマーク商品であることを知らず
に購入」が 21.4％であり、いずれもエコマーク表示が購入意思を決定付けたと言えない結果
であった。しかし、エコマーク商品を販売している企業の社会的な知名度・信頼性が購入時

の判断基準になっていることやエコマーク商品を販売している店舗の信頼性が上位にあるこ

とは、非常に注目される点である。最近、企業による偽装表示問題等が連日報道される状況

下で、消費者は『信頼性』を重要視する消費行動を示してい

ることがうかがえた。

                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N=1,680

表２－８　設問（５）－２エコマーク商品購入の判断材料

0.5%

7.9%

10.4%

11.0%

18.6%

21.4%

30.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

７：その他

エコマークの有無だけではなく下段表示も読んだ

企業の社会的知名度・信頼度

販売店舗の信頼度

エコマークの有無のみ

エコマーク商品であることを知らずに購入

エコマークよりも価格による判断

％
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　「その他」意見に寄せられた意見の主なものを次に記す

　・エコマークは、判断材料の補足で、ブランド、デザイン、価格、品質、商品の性能などを総合的

　　に判断して購入している。

・ 品質と価格を照らし合わせて判断し、購入したところ、エコマークであることが後でわかった。

・ 環境や体に良いと思って購入したら、エコマークがついていた。

・ 信頼している店舗で日常的に購入したものがエコマーク商品であった。

・ 好んで買う商品がエコマーク認定商品であった。

・ 同価格で同品質であればエコマーク商品を購入する。

・ トイレットペーパーについては、エコマーク商品を購入する。

・ エコマーク表示も見るが、機能性も同様に重視する。

・ エコマークだけではなく、商品の質と価格、環境への配慮のバランスを考える。

・ 

設問（５）－３：現在、エコマーク認定基準および商品がない下記項目の中で、もし認定基準設問（５）－３：現在、エコマーク認定基準および商品がない下記項目の中で、もし認定基準設問（５）－３：現在、エコマーク認定基準および商品がない下記項目の中で、もし認定基準設問（５）－３：現在、エコマーク認定基準および商品がない下記項目の中で、もし認定基準

ができて、エコマークの表示がなされたら、購入するときの参考にしたいと思うものを 大３ができて、エコマークの表示がなされたら、購入するときの参考にしたいと思うものを 大３ができて、エコマークの表示がなされたら、購入するときの参考にしたいと思うものを 大３ができて、エコマークの表示がなされたら、購入するときの参考にしたいと思うものを 大３

つあげてください。（表２つあげてください。（表２つあげてください。（表２つあげてください。（表２----９）９）９）９）
（表２－９）（表２－９）（表２－９）（表２－９）

　　

　

Ｎ＝５，０４０（１６８０×３）

　　現在類型基準無し 回答数 ％

1 自動車 770 15.3

2 家電製品 2017 40

3 ｻｰﾋﾞｽ分野（ﾎﾃﾙ・公共交通等） 552 10.9

4 住宅 263 5.2

5 食料品 443 8.8

6 自転車 225 4.5

7 スポーツレジャー用品 251 5

8 無回答 519 10.3

回答のあった中で最も多く寄せられたものでは、「家電製品」の２，０１７件となり、これは、

全体の 40％を占めた。以下、自動車、食料品、サービス分野（ホテル・公共交通手段等）で
あった。

　中部地区では、「家電、自動車等」が特に多かったのが注目される。また、評価が困難と予

想されるが、サービス分野にもエコマーク認定を求める声が多く寄せられた。関西地区でも、

「家電製品と自動車」の２つが大半を占めた。九州地区では、「家電製品、自動車、食料品」

の順になった。北陸地区でもほぼ同様の傾向を呈した。
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＜具体的な個別商品は下記のとおりである。＞

＜自動車＞＜自動車＞＜自動車＞＜自動車＞

　乗用車、軽トラック、電気自動車、トラック、ＲＶ車、四駆車、ハイブリッドカー、省エ

ネ車、環境にやさしい車、車体、タイヤ、エンジン、ガソリン、シート、チャイルドシート、

カーペット、部品類、バイク、内装用品、など。

＜家電製品＞＜家電製品＞＜家電製品＞＜家電製品＞

　冷蔵庫が最も多く、僅差で、テレビ、エアコン、パソコン、洗濯機、と続く。次いで、掃

除機、電球、乾電池、ヘアドライヤー、冷暖房器具、電子レンジ、炊飯器、ビデオデッキ。

他に、照明用器具、食器洗い器、コーヒーメーカー、電気ポット、ラジオ、携帯電話、デ

ジタルカメラ、空気清浄機、アイロン、ミキサー、生ごみ処理器、トースター、ＭＤディ

スク、など。

＜サービス分野（ホテル・公共交通手段等）＞＜サービス分野（ホテル・公共交通手段等）＞＜サービス分野（ホテル・公共交通手段等）＞＜サービス分野（ホテル・公共交通手段等）＞

　ホテル、旅館、バス、鉄道輸送、タクシー、切符・定期券、乗車用カード、デパート、レ

ストラン、病院、クリーニング、美容院、ゴルフ場、居酒屋、民宿、キャンプ場、

ファーストフード店、など。

＜住＜住＜住＜住        宅＞宅＞宅＞宅＞

　壁材、建材、床材、塗料、内装材料、畳、家具類、柱、カーテン、クロス、じゅうたん、

ガラス、サッシ、外壁材、園芸用部材、リフォーム用材料、タイル、暖房設備、太陽光発

電、ソーラーシステム、エコ住宅、ノンホルマリン住宅、など。

＜食料品＞＜食料品＞＜食料品＞＜食料品＞

　食品包装容器、菓子、野菜、加工食品、輸入食品、油、米、清涼飲料、ハム・ベーコン、

乳製品、ビール、肉、冷凍食品、レトルト食品、カレー、シチュー、果物、海産物、調味

料、茶、など。

＜自転車＞＜自転車＞＜自転車＞＜自転車＞

　大人用自転車、タイヤ、本体、部品、電動式自転車、子供用自転車、マウンテンバイク、

廃品再生車など。

＜スポーツ・レジャー用品＞＜スポーツ・レジャー用品＞＜スポーツ・レジャー用品＞＜スポーツ・レジャー用品＞

　スポーツ用ウエア、子供用スポーツウエア、シューズ、ゴルフ道具、ボール、野球用品、

ラケット、キャンプ用品、スキー用品、アウトドア用品、レジャーシート、など。
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設問（６）：あなたがエコマーク商品を優先的、かつ積極的に購入するようになるにはどのよ設問（６）：あなたがエコマーク商品を優先的、かつ積極的に購入するようになるにはどのよ設問（６）：あなたがエコマーク商品を優先的、かつ積極的に購入するようになるにはどのよ設問（６）：あなたがエコマーク商品を優先的、かつ積極的に購入するようになるにはどのよ

うなことが必要と考えますか。または希望しますか。うなことが必要と考えますか。または希望しますか。うなことが必要と考えますか。または希望しますか。うなことが必要と考えますか。または希望しますか。((((回答数は、１４５０回答数は、１４５０回答数は、１４５０回答数は、１４５０))))

＜（財）日本環境協会への要望＞＜（財）日本環境協会への要望＞＜（財）日本環境協会への要望＞＜（財）日本環境協会への要望＞

・ エコマーク商品普及のためにはエコマークがどういうものかを情報提供することにつ

きる。

　・もっとＰＲする必要がある。

・テレビＣＭや新聞広告での認知度アップを図り、エコマークの意義、効果、認定基準の

　明確化を広く消費者に知らせるよう望む。

・ エコマークは環境にやさしい商品につけられるマークであることはわかっているが、具

体的に「地球にやさしいとはどういうことか」「この商品を購入するとどれだけ環境に

いい影響を与えるのか」「エコマークのついていない商品と何がちがうのか」などをわ

かりやすく説明する必要がある。

　・エコマーク商品を選びやすいようにマークの表示を大きく、見やすくわかりやすく

　・具体的にどのような商品についているのか情報提供してほしい。

・環境についての啓蒙や教育を通じ、消費者の環境問題への意識改革を迫る。

　＜エコマーク商品に対する要望＞＜エコマーク商品に対する要望＞＜エコマーク商品に対する要望＞＜エコマーク商品に対する要望＞

・エコマーク商品の数をふやしてほしい。購入したくても、扱う店が少なく、探すのが困難。

・価格を安くしてほしい。価格が同じならマークのついているものを買うが高いと買わない

・品質のいいもの、安全な商品、健康にもいい商品、デザインのいいものがほしい。

・エコマーク商品にセンスのよさ、格好よさを求める。

　＜制度に対する要望＞　＜制度に対する要望＞　＜制度に対する要望＞　＜制度に対する要望＞

・審査を厳しくしてマークの信頼性を向上させる。マークを取得することが企業にとって

　ステータスになるよう基準を厳しくするとともに、認定基準を公開すること。これを各

　戸に配布し、周知を図る。

・エコマーク認定制度、商品の信頼性の維持が大切。

・エコマークの存在意義、認定基準について疑問視せざるをえない。不正使用や偽造され

　にくいシステム構築を希望する。具体的には認定番号制。携帯、パソコン、一般電話か

　ら誰でも気軽に認定番号が照会できるなど、国民全体が「みはり番」となるようなシス

　テム作りはどうか。

・ポイント獲得やベルマークのような消費者への優遇策をとる。

　・エコマーク商品購入時、税制面で優遇（消費税減税）したり補助金を出す、廃棄の際優　遇

　する、などの対処を望む。

・エコマーク付与を法規制する・義務化する。

・消費者の声をもとに基準の作成ができないか。
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＜行政に対する要望＞＜行政に対する要望＞＜行政に対する要望＞＜行政に対する要望＞

・エコマーク商品の普及を促進すること。市町村・自治体が広報を通じて住民に知らせる。

・ エコマーク商品を低価格にするための政策（税制面での配慮、補助金を出すなど）を実

施する。

　・資源の窮状をＰＲし、消費者に対する環境教育を実施する。

＜企業に対する要望＞＜企業に対する要望＞＜企業に対する要望＞＜企業に対する要望＞

・企業のモラル・企業倫理の確立。安心・安全な商品の提供を望む。

・エコマーク商品の通信販売があれば購入しやすい。

・販売店の店頭でアピール（キャンペーン等）したり、エコ商品専用売り場を設置する。

　・人目につくような陳列の仕方を工夫する。

・ポスターによる啓発やチラシの配布も必要ではないか。

設問（７）：あなたは、エコマーク商品を消費者に提供・供給している企業に対してどのようなイメージ設問（７）：あなたは、エコマーク商品を消費者に提供・供給している企業に対してどのようなイメージ設問（７）：あなたは、エコマーク商品を消費者に提供・供給している企業に対してどのようなイメージ設問（７）：あなたは、エコマーク商品を消費者に提供・供給している企業に対してどのようなイメージ

を持っていますか。（表２－１０）（複数回答）を持っていますか。（表２－１０）（複数回答）を持っていますか。（表２－１０）（複数回答）を持っていますか。（表２－１０）（複数回答）

エコマーク商品提供企業に対する消費者イメージとして「企業イメージが良い」と答えた

人が全回答者数の 60％を超えた。さらに「環境面での社会的責任を負っている」や「信頼が
持てる」、「消費者に配慮している」も 60％近くであった。消費者がエコマーク制度への信頼
性に加え、取得企業へも良い企業イメージをもっていることを示す結果となった。また、「良

いイメージを持たない」は、僅か６人で、殆どないと考えられる結果となった。

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

表２－１０　設問（７）エコマーク商品を供給している企業へのイメージについて

0.4%

1.9%

10.2%

56.2%

58.6%

58.9%

60.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

良いイメージは持たない

その他

普通

消費者等に配慮している

信頼が持てる

環境面での社会的責任を負っている

企業イメージがよい

％
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また、その他意見としては以下のものがあげられている。
　
　・今や環境を配慮した商品（製品）を供給するのは企業として当然の義務である。
  ・情報公開をしている企業は、信頼出来るが情報の見えない企業には、疑問がある。
　・エコマークを付けているからと言って信頼は出来ない。
　・エコマーク商品を特別に環境保全紹介として考えられない。
・企業は、地球にやさしいというロゴマークを免罪符にしている。
　・まだまだ会社側のアピール（イメージアップ）にしか見えないところがある。
・商品を販売していくには有利だと考えているのではないか。
　・エコマーク付加を「売り」にするのは困る。
・とりあえず横並びでこの程度やっておけばという感じをうけインパクトに今ひとつ欠ける場合が
　多いように思える。

設問（８）－１： 近、食品等での企業における偽装問題が取りざたされておりますが、エコ設問（８）－１： 近、食品等での企業における偽装問題が取りざたされておりますが、エコ設問（８）－１： 近、食品等での企業における偽装問題が取りざたされておりますが、エコ設問（８）－１： 近、食品等での企業における偽装問題が取りざたされておりますが、エコ

マーク商品についてもマーク不正使用・表示等について「どの程度」監視、摘発を行うべきマーク商品についてもマーク不正使用・表示等について「どの程度」監視、摘発を行うべきマーク商品についてもマーク不正使用・表示等について「どの程度」監視、摘発を行うべきマーク商品についてもマーク不正使用・表示等について「どの程度」監視、摘発を行うべき

と考えるか。（表２－１１）Ｎ＝１，６８０と考えるか。（表２－１１）Ｎ＝１，６８０と考えるか。（表２－１１）Ｎ＝１，６８０と考えるか。（表２－１１）Ｎ＝１，６８０

「積極的に行うべきである」を支持するとの回答を寄せた人が１，３９１人と 82.8％を占め、
　殆どの回答者が「不正使用・表示」に対して厳しい対応を求めていることがわかった。

「その他」は、「認可後、抜き取り検査を定期的に実施」などの具体的な要望が数多くみられ

たことは、最近の企業における「モラルハザードの低下」を如実に表わすものとなった。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

表２－１１設問（８）－１　エコマーク不正使用・表示についてどの程度「監査・摘発」を行うべきか

0.7%

2.0%

11.7%

2.8%

82.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

無回答

その他

分からない

あまり厳しくすべきではない

積極的に行うべきである

％
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　　その他意見としたは以下のものがあった。

　・企業自身の倫理観を求める

　・企業の自己責任

　・エコマークは、表示に誤りや不正があっても食品のように直接的に被害は被らないが

　消費者も志を高めているのだから企業も正しく責任を負うべき。
　企業だけでなく、消費者が自分の基準を持ち、判断していけばよい。それが前提で、偽善的,
・また商行為的に悪用した業者は制裁されるべき。
・不正に使ってくれるほどエコ商品への意識が高まり良い。また、その商品の業界団体で責任を
持ってもらえば良い。
・エコマーク商品認可後、抜き取り検査を定期的に実施すべき。
・即、実刑にすべし。
・不正使用、表示が発注しないよう入り口で確実なチェックをした上で不正には厳しく対応すべき。
・明確な基準で第３者の団体がきちんと判断・監視をすべきである。
・監視は必要と考えるが、制度の普及度を考慮して摘発していくことが大切。
・積極的にして欲しいが、費用がかかって結局商品価格に影響しては困る。コスト面できっちり
と議論すべき。　消費者に負担がかかるのならあまり必要とは思わない

設問（８）－２：企業がエコマークの不正使用等を行った場合、エコマーク事務局のホームペ設問（８）－２：企業がエコマークの不正使用等を行った場合、エコマーク事務局のホームペ設問（８）－２：企業がエコマークの不正使用等を行った場合、エコマーク事務局のホームペ設問（８）－２：企業がエコマークの不正使用等を行った場合、エコマーク事務局のホームペ

ージで公表すべきと考えますか　　（表１ージで公表すべきと考えますか　　（表１ージで公表すべきと考えますか　　（表１ージで公表すべきと考えますか　　（表１2222））））

「積極的に公表すべきである」８７１人（51.9％），［悪質なものについては公表すべきであ
る］７０３人（41.8％）で、「公表」を求める人が 93.7％に上り実に９割以上の消費者が公表
を求めていることが分かった。

「その他」は、エコマークの信頼性を確立・保持することが必要との意見に集約されるよう

だ。

表２－１１　設問（８）－２企業がエコマーク不正使用等を行った場合、ＨＰ上で公表すべきか

0.6%

0.9%

0.6%

4.2%

41.8%

51.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答

その他

あまり公表すべきではない

わからない

悪質なものについては公表すべきである

積極的に公表すべきである

％
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設問（９）－１：エコマーク事務局が発信する以下の情報の中で見た事があるのはどれですか設問（９）－１：エコマーク事務局が発信する以下の情報の中で見た事があるのはどれですか設問（９）－１：エコマーク事務局が発信する以下の情報の中で見た事があるのはどれですか設問（９）－１：エコマーク事務局が発信する以下の情報の中で見た事があるのはどれですか

（表２－１３）（表２－１３）（表２－１３）（表２－１３）

　結果的には、エコマークに関する情報は目にする機会が少なく、あまり知られていないよ

うだ。中でも比較的多くの人が目にしているのは、パンフレット類、商品カタログである。

これは昨年会員を通じてその周辺の消費者に対して配布したことがあり、その効果の現れと

も言える。あらゆる機会を通じて消費者に情報発信することの必要性を感じる。

　また、ホームページが以外に少ない結果になっているが、多くの人に見てもらうために有

効な手段となるので、今後はそのための工夫が必要と考えられる。

　

●エコマーク事務局が発信している情報を　　　見たことがある。　　　 56.5％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見たことがない。　　　 43.5％
　

表２－１３　設問（９）－１：エコマーク事務局が発信する情報を見たことがあるか

2.6%

18.5%

22.2%

6.1%

7.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

その他

エコマーク商品カタログ

エコマークパンフレット等

エコマークニュース

ホームページ

％
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設問（９）－２：消費者がエコマーク商品を購入するにあたってどのような情報発信が有効と考えま設問（９）－２：消費者がエコマーク商品を購入するにあたってどのような情報発信が有効と考えま設問（９）－２：消費者がエコマーク商品を購入するにあたってどのような情報発信が有効と考えま設問（９）－２：消費者がエコマーク商品を購入するにあたってどのような情報発信が有効と考えま

すかすかすかすか((((表１３表１３表１３表１３))))

（表１３）
具体的方法について 件数 発信もとについて 件数

・マスコミ（新聞、ニュース、雑誌）報道、記事利用 189 ・地域行政からの発信（広報誌） 24

・マスコミ（テレビ、新聞、ラジオ）広告 408 ・地域行政からの発信（講習会） 4

・街頭でアピール 155 ・国、環境省からの発信 7

・マーク表示を大きく、分かり易く 74 ・企業からの発信 27

・認証基準・環境への影響を明示 145 ・市民団体（含生協、ＰＴＡ） 3

・店頭、他の方法でカタログ・パンフを配布 72 ・学校教育 51

・団体、自治体でパンフレット配布 6 その他 件数

・新聞折込み（チラシ）によるカタログ・パンフ配布 23 ・法制化、義務化 3

・ポスター 41 ・その他 201

・インターネット、ホームページ 28

・口込み 8

・キャンペーン 18

・販路拡大 6

・エコ製品数の増加 8

・ポイント制、クーポン制、消費者メリット 11
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３：今　回　の　調　査　票



34

◆（平成１５年度第２回）エコマーク（商品／消費者）モニタリング調査◆
  

 昨年１４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も

積極的に進めております。しかし、昨年度実施調査の結果からも、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が確認され、是正が行われた実績があります。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ます。

また、それと同様に、日々多様化する消費者のエコマークへの信頼度・認知度等の意識調査

を行うことも重要と考えております。

　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

● １１１１：調　査　項　目調　査　項　目調　査　項　目調　査　項　目

● 　別添『調査票』のとおり

●２２２２：同　封　書　類同　封　書　類同　封　書　類同　封　書　類 　　　　

 　　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　（３）都道府県、政令都市および地域コード表

●３３３３：提　出　期　限提　出　期　限提　出　期　限提　出　期　限　　平成１６年１月１５日平成１６年１月１５日平成１６年１月１５日平成１６年１月１５日（金）　（金）　（金）　（金）　提出先必着で御願いします。

●４４４４：提　出　先提　出　先提　出　先提　出　先　　　　調査票調査票調査票調査票（１）エコマーク商品調査（１）エコマーク商品調査（１）エコマーク商品調査（１）エコマーク商品調査については

　　　　　　　　　　　　〒105-0003　東京都港区西新橋１丁目７－２虎ノ門高木ビル７Ｆ

　　　　　　　　　　　　財）日本環境協会エコマーク事務局　普及課

　　　　　　　　　　　　調査票調査票調査票調査票（２）エコマーク信頼度（２）エコマーク信頼度（２）エコマーク信頼度（２）エコマーク信頼度・認知度調査・認知度調査・認知度調査・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）

　＊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。　＊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。　＊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。　＊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。

５５５５：問い合わせ先：問い合わせ先：問い合わせ先：問い合わせ先　　日環協側　エコマーク事務局普及課担当（曽根）電話 03－3508－2662

　　　　　　　　　　全相協側　担当（鴨木・濱本）　電話 03－3448－9736

６６６６：調査表の記入にあたっての注意事項：調査表の記入にあたっての注意事項：調査表の記入にあたっての注意事項：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。

　 (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。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。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。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。 　　　　　

（１）エコマーク商品調査票

　最大５商品の報告が可能です。最大５商品の報告が可能です。最大５商品の報告が可能です。最大５商品の報告が可能です。

（２）エコマーク信頼度・認知度調査票
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【エコマーク商品調査表】　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。
　●（１）回答者名（　　　　　　　　　　　　）
　●（２）性　別（①男性　　②女性）
●（３）年　代（①２０代以下②３０代③４０代④５０代⑤６０代⑥７０代以上）
●（４）職業別（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）
●（５）住　　所
　
●（６）地域コード番号
（　　　　）
　　　注）上　記（５）・（６）の記入に際しては、添付コード表を参照方
　　　

【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ｽｰﾊﾟｰ・生協の店頭（名前：　　　　　）　　②生協のカタログ
　③一般個人商店・専門店の店頭　　　　　　　 ④ﾃﾞﾊﾟｰﾄ（名前：　　　　　）
　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（　　　　　　　　　　　　　　）。

【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ｽｰﾊﾟｰ・生協の店頭（名前：　　　　　）　　②生協のカタログ
　③一般個人商店・専門店の店頭　　　　　　　 ④ﾃﾞﾊﾟｰﾄ（名前：　　　　　）
　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（　　　　　　　　　　　　）

① 北海道　②東北　③関東　④北陸　⑤中部　⑥関西
⑦中国・四国　⑧九州・沖縄
⑨東京２３区をおよび政令指定都市
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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ｽｰﾊﾟｰ・生協の店頭（名前：　　　　　）　　②生協のカタログ
　③一般個人商店・専門店の店頭　　　　　　　 ④ﾃﾞﾊﾟｰﾄ（名前：　　　　　）
　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（　　　　　　　　　　　　　　）。

【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ｽｰﾊﾟｰ・生協の店頭（名前：　　　　　）　　②生協のカタログ
　③一般個人商店・専門店の店頭　　　　　　　 ④ﾃﾞﾊﾟｰﾄ（名前：　　　　　）
　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（　　　　　　　　　　　　　　）。

【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ｽｰﾊﾟｰ・生協の店頭（名前：　　　　　）　　②生協のカタログ
　③一般個人商店・専門店の店頭　　　　　　　 ④ﾃﾞﾊﾟｰﾄ（名前：　　　　　）
　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（　　　　　　　　　　　　　　）
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＝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 非常に信頼出来る出来る出来る出来る　　　　　　　問（３）―２へ
② ある程度信頼出来る出来る出来る出来る
③ どちらとも言えない　　　　　　問（３）―４へ
④ あまり信頼出来ない出来ない出来ない出来ない 　　　　
⑤ 全く信頼出来ない出来ない出来ない出来ない　  　　　　　問（３）―３へ

● 問(３)－２　上記問３問３問３問３----１で①および②を選択した方のみ１で①および②を選択した方のみ１で①および②を選択した方のみ１で①および②を選択した方のみにお聞きします。
　なぜあなたは、エコマーク制度をををを信頼出来るとお考えですか。出来るとお考えですか。出来るとお考えですか。出来るとお考えですか。
　当てはまるものを一つ選んでください。　当てはまるものを一つ選んでください。　当てはまるものを一つ選んでください。　当てはまるものを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に認知度が高い企業が多いから   　
　⑤その他
●問(３)―３上記問３問３問３問３-1-1-1-1 で④および⑤を選択した方のみで④および⑤を選択した方のみで④および⑤を選択した方のみで④および⑤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、を、を、を、信頼出来ないとお考えですか。出来ないとお考えですか。出来ないとお考えですか。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。　当てはまるものを一つ選んでください。　当てはまるものを一つ選んでください。　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３－１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）あなたがエコマーク商品を購入した時の判断材料は何ですか
　①エコマークの有無のみを判断の材料とした。
　②エコマークの有無だけでなくエコマーク下段の表示を読んで判断の材料とした。
　③エコマークを取得している企業の社会的な知名度・信頼度を判断の材料とした。
　④エコマーク商品を販売している店舗（スーパー、デパート等）の信頼度を判断
　　の材料とした。                                          
　⑤エコマークの表示も見るがそれよりも価格を判断の材料とした。
　⑥エコマーク商品であることを知らずに購入した。
　⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●問（５）－1 エコマークには、右の図のように下段に、『その商品の環境上の配慮』
についての記載があります。この（下段表示）において情報発信をしていることを
知っていましたか
　　　　　　　　　　　
　　　①知っていた　　②知らなかった

●問（５）－２　『知っていた』方にお聞きします。
あなたは、「このエコマーク下段表示」についてどう思われますか。
最も近いと思われるものを一つだけ選んでください。
　　①もっと多くの内容を表示して欲しい。
　　②エコマークだけで良く、下段の表示は不要と思う。
　　③現状程度の表示内容が適当である。
　　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●問（６）あなたがエコマーク商品を優先的、かつ積極的に購入するようになるに
　　　はどのようなことが必要と考えますか、または希望しますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 問（７）あなたは、エコマーク事務局が発信する以下の情報をご覧になったことが
ありますか、○×で御回答ください。
　　　　　　　　①ホームページ　http://www.jeas.or.jp/ecomark/　（　　　）
　　②エコマークニュース　　　　　　　　　　　（　　　）
　　③エコマークパンフレット等      　　　　　（　　　）
　　④エコマーク商品カタログ        　　　　　（　　　）
⑤その他＝＝＝＝
最後まで御回答いただきまして有り難うございました＝最後まで御回答いただきまして有り難うございました＝最後まで御回答いただきまして有り難うございました＝最後まで御回答いただきまして有り難うございました＝



39

【エコマーク信頼度・認知度調査票】　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。政令指定都市
●（１）回答者名（　　　　　　　　　　　　）
●（２）性　　別（①男性　　②女性）
●（３）年　　代（①２０代以下②３０代③４０代④５０代⑤６０代⑥７０代以上）
●（４）職 業 別    （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）
●（５）住　　所
●（６）地域コード番号
　　　　（　　　　）
　注）上　記（５）・（６）の記入に際しては、添付コード表を参照方
　以下の設問に順次御回答ください。
（信頼度（信頼度（信頼度（信頼度・認知度）・認知度）・認知度）・認知度）
● 問（１）あなたは、エコマークをご存じですか。最も当てはまるものを一つだけ
　①内容まで詳しく知っている。
　②ある程度知っている。
　　③名前を聞いたことがある。
　　④マークを見たことがある。
　　⑤全く知らない
　　●問（２）―１　問１で①および②を選択した方のみ①および②を選択した方のみ①および②を選択した方のみ①および②を選択した方のみにお聞きします。
　　あなたは、エコマーク制度を信頼出来ますか出来ますか出来ますか出来ますか

    ①非常に信頼出来る出来る出来る出来る                                                            問（２）―２へ
②ある程度信頼出来る出来る出来る出来る
② どちらとも言えない　　　　　　問（２）―４へ
③ あまり信頼出来ない出来ない出来ない出来ない 　　　　
④ 全く信頼出来ない出来ない出来ない出来ない　  　　　　　問（２）―３へ

　　
● 問(２)－２　上記問２問２問２問２-1-1-1-1 で①および②を選択した方のみで①および②を選択した方のみで①および②を選択した方のみで①および②を選択した方のみにお聞きします。
　なぜあなたは、エコマーク制度をををを信頼出来るとお考えですか。出来るとお考えですか。出来るとお考えですか。出来るとお考えですか。
　当てはまるものを一つ選んでください。　当てはまるものを一つ選んでください。　当てはまるものを一つ選んでください。　当てはまるものを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に認知度が高い企業が多いから   　
⑤その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続　く
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●問(２)―３上記問２問２問２問２-1-1-1-1 で④および⑤を選択した方のみで④および⑤を選択した方のみで④および⑤を選択した方のみで④および⑤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、を、を、を、信頼出来ないとお考えですか。出来ないとお考えですか。出来ないとお考えですか。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。　当てはまるものを一つ選んでください。　当てはまるものを一つ選んでください。　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(２)―４上記問２－１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。

●問（３）－1 エコマークには、右の図のように下段に『その商品の環境上の配慮』
についての記載があります。この（下段表示）において情報発信をしていることを知
っていましたか　　①知っていた　　②知らなかった

●問（３）－２　『知っていた』方にお聞きします。
あなたは、「このエコマーク下段表示」についてどう思われますか。
　最も近いと思われるものを一つだけ選んでください。
　　①もっと多くの内容を表示して欲しい。
　　②エコマークだけで良く、下段の表示は不要と思う。
　　③現状程度の表示内容が適当である。
　　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問（４）次のマークの中であなたがご存じのものを全てお聞かせください。
　　　　（　）に○または×を入れてください。 　　　　　　　　　　　　　　　
<1>全国牛乳パックの再利用を考える連絡会　<2>日本環境協会　　＜３＞省エネルギーセンター

　　牛乳パックリサイクルマーク　　　   　エコマーク　　          省エネマーク 　　  

　　　　(　　)　　　　　　　　　　　（　　 ）　　　　　　　　（　　　）

<4>日本容器包装リサイクル協会　<5>ごみゼロパートナーｼｯﾌﾟ会議　<６>省エネルギーセンター
ＰＥＴボトルリサイクル推奨マーク　　　　　再生紙マーク　　　　　　国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰ

　　（　　　）　　　　　　　　　　　（　　　）　　　　　　（　　　）　続く
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上記マークの説明
１：牛乳パックリサイクルマーク：牛乳パックの再利用により、トイレットペーパー等を製

   造したものに表示

２：ｴｺﾏｰｸ：環境への負荷が少なく環境保全に役立つと認められる商品に表示
３：省エネマーク：家電製品が国の省エネルギー基準をどの程度達成しているかの達成率(%)
をラベルに表示するもの。

４：PET ﾎﾞﾄﾙﾘｻｲｸﾙﾏｰｸ：（財）日本容器包装ﾘｻｲｸﾙ協会ルートの再生フレーク、ペットを利用
して製　造した商品に表示。

５：Ｒマーク：ごみゼロパートナーシップ会議の自主基準に基づく古紙配合率を示すマーク
６：国際ｴﾈﾙｷﾞｰｽﾀｰﾏｰｸ：日米両国政府が相互に承認する省エネ型 OA 機器を対象とした任意
制度

　　　　　　　　

●問（５）－１現在、エコマーク認定商品は、約５，６００（平成１５年９月末現
　　在）あり、５９類型の認定基準があります。今までに購入したことがあるもの
　　を①～⑦の中の項目から最大３つまで記載してください。
　　　　　
　現状認定品　①日用雑貨　②文房具・ノート類　③ＯＡ機器　④衣料品・寝具類
　　　　　　 ⑤建材・壁材　⑥椅子・机などの事務用　⑦容器・包装

　　　　　　　　番号①～⑦　　　　　　　　　具体的な個別商品名  
　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　＜　　　　　　　　　　　　＞
　　　　　　　 （　　　　　　）　　　　　　　＜　　　　　　　　　　　　＞

　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　＜　　　　　　　　　　　　＞

●問（５）－２あなたがエコマーク商品を購入した時の判断材料は何ですか
　①エコマークの有無のみを判断の材料とした。
　②エコマークの有無だけでなくエコマーク下段の表示を読んで判断の材料とした。
　③エコマークを取得している企業の社会的な知名度・信頼度を判断の材料とした。
　④エコマーク商品を販売している店舗（スーパー、デパート等）の信頼度を判断
    の材料とした。                                          
　⑤エコマークの表示も見るがそれよりも価格を判断の材料とした。
　⑥エコマーク商品であることを知らずに購入した。
　⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

                                                                   続　く
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● 問（５）－３現在、下記のものでのエコマーク認定基準および商品はありま
せ ん がもし認定基準が出来、エコマークの表示がなされたら、ぜひ購入すると
きの参考にしたいと思われるものを最大３つまでお聞かせください。

① 自動車　②家電製品　③サービス分野（ホテル・公共交通手段等）
④住宅　　⑤食料品　⑥自転車　⑦スポーツレジャー用品

　　　　　　　番号　①～⑦　　　　具体的な個別商品  
　　　　　　　（　　　　　　）　　　＜　　　　　　　　　　　＞
　　　　　　　（　　　　　　）　　　＜　　　　　　　　　　　＞
　　　　　　　（　　　　　　）　　　＜　　　　　　　　　　　＞

●問（６）あなたがエコマーク商品を優先的、かつ積極的に購入するようになるに
          はどのようなことが必要と考えますかまたは希望しますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●●●●問（７）あなたは、エコマーク商品を消費者に提供・供給している企業に対して
          どのようなイメージをお持ちですか。
　①企業イメージが良い　②信頼が持てる　③環境面での社会的責任をおっている。
　　　　④消費者等に配慮している　　⑤普通　　⑥良いイメージは持たない。
　⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●問（８）－１　最近、食品等での企業における偽装問題が取りざたされております
がエコマーク商品においてもマーク不正使用・表示等について『どの程度』監視、摘
発を行うべきと考えますか。
① 積極的に行うべきである　②あまり厳しくすべきではない　③分からない
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

●問（８）－２　企業がエコマークで不正使用等を行った場合、エコマーク事務局
     のホームページで公表すべきと考えますか。
① 積極的に公表すべきである。
② 悪質なものについては公表すべきである
③ あまり公表すべきではない
④分からない
⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                           
                                                                 ＜続く＞
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● 問（９）－１あなたは、エコマーク事務局が発信する以下の情報をご覧になっ
たことがありますか、○×で御回答ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　①ホームページ　http://www.jeas.or.jp/ecomark/　（　　　）
　　②エコマークニュース　　　　　　　　　　　（　　　）
　　③エコマークパンフレット等      　　　　　（　　　）
　　④エコマーク商品カタログ        　　　　　（　　　）
　　⑤その他                        　　　　　（　　　）

● 問（９）－２消費者がエコマーク商品を購入するにあたってどのような情報発信が
有効と考えますか

＝最後まで御回答いただきまして有り難うございました＝＝最後まで御回答いただきまして有り難うございました＝＝最後まで御回答いただきまして有り難うございました＝＝最後まで御回答いただきまして有り難うございました＝
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 16年 6月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人　日本環境協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エコマーク事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒106-0041
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都港区麻布台１丁目１１番９号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プライム神谷町ビル２階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普及課　TEL　03-5114-1255
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　03-5114-1257


