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環境ラベルの概要
製品の評価（一選択）指標

環境ラベル

タイプⅠ（ISO14024） タイプⅡ（ISO14021） タイプⅢ（ISO14025）

基準合格の証明 企業の環境自己主張 製品環境情報の定量的開示

性能 + 価格 + ++機能 デザイン 環境情報 + ・・・・・

利用者側（一般消費者、企業の購買担当者）

第３者認証機関
（基準合否の判定）

第３者検証機関
（データの検証）

提供側（企業）

どの製品が 良いか?
製品の

どこが 良いか?

環境負荷は どの程度か?

エコマーク
（日本）

ブルーエンジェル
（ドイツ）

日立
（日本）

キヤノン
（日本）

ＥＰＤプログラム
（スウェーデン）

エコリーフ
（日本）



Comparison between In-house LCA and type III 

In-house LCA Scheme By a company

LCI & 
LCIA

Interpretation

LCA report

Goal, scope and 
other definition

Critical review

Type III scheme
By a WG including 
several companies By each company By user

PCR review

Goal, scope 
and other 
definition

LCI & LCIA Interpret-
ationDeclaration

Data 

LCI & LCIA

DeclarationLCI & LCIA

PCR
verificationData 

verification

Declaration

Data & Label 
verification



Phase of Parameters-determination in EcoLeaf 

Determination of LCA parameters
Parameters in ISO14040: 2006, 5.2.1.2 

“The scope”
Eco-Leaf

Type of critical review, Type and format of the 
report

in program 
rule

Product system, Functional unit, System boundary, 
Impact categories, Data requirements, 
Assumptions, Initial data quality requirements

in a PCR

Allocation procedures, Limitations in a label

Interpretation Not fixed



タイプⅢ環境ラベルの動向

GEDnetの近況
・GEDnet：Global Type III Product Declarations Network,参加ﾒﾝﾊﾞｰは
日本、ｶﾅﾀﾞ、ﾄﾞｲﾂ、ﾉﾙｳｪｰ、ﾃﾞﾝﾏｰｸ、韓国、中国、USA、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

• 台湾:EDF(Environmental and Development Foundation),  
電化製品（モデム，液晶テレビ等）

• 中国：第11次五ヵ年計画の一部にタイプⅢ計画が組み込ま
れた，塗装製品が最初のPCR（中国環境認証センター）

• 韓国：38製品に減少
• スウェーデン：国際プログラムとして展開，EPD process 

certificationの導入，100製品前後, PCRモデレータ制度の
導入，

• ノルウェー：97製品，建築資材が主な製品群
• ドイツ:建築部門のタイプⅢが主，PCRの類型化が課題



3-1．制定公開されている製品分類別基準(1)

Structural Aggregate Material recycled resin (PO & PS)

Foamed polystyrene sheet Beef

Insulation Material (polystyrene 
foam type) 

Water Meter Box 

Cushioning material
Plastic structure for  rain draining 
tank

Drain Ditch Cover Porcelain products

Raised floor (free access to the PC) Touch and Close Fastener

Tile carpet Water meter unit

Office Desk Communication Cable 

Beverage can Power & communication Cable

Paper container Plastic sheet paper

Material + 
Fabrication + 
Assembling

Material + 
Fabrication

Material

Non 
Energy 
Using 
Product

Product categories shown in blue characters are currently under process of drafting by PSC-WG.



3-1．制定公開されている製品分類別基準(2)

Electrophotographic Dry Process 
Photocopier 

Large format printer

Digital Printer-Duplicator Small format photo printer

Data Projector Electronic board

Photo Print Scanner Network Camera

Flatbed / Sheet-fed scanner Analog Camera (with silver film) 

EP and IJ printer Digital Camera 

Thermal Transfer Card Printer Single-Use Camera 

Instant Photo Printer binocular & telescope

Notebook Computer Save Electricity Equipment for Fax

Desk top personal computer& 
monitor

Interphone

Optical Disc Drive Telephone

Facsimile 
Power Line Communication modem 
&module

Computer & 
Communicati
on Equipment

Imaging 
Equipment

Energy 
Using 
Product

Product categories shown in blue characters are currently under process of drafting by PSC-WG.



3-1．制定公開されている製品分類別基準(3)

Bidet Toilet Seat Washing stand

Toilets and urinals prefabricated bath

Faucets

Low voltage motor control center POS terminal

Switchgear （high voltage board） Beverage or cigarette vending machines

Low boltage inverter board Industrial chain 

PBX system
Small sized DC motors with brush 
motors

Electronic voting system Grid Electricity 

Internet data server system Wholesale electricity

Foodstuff delivery systems

System & 
Infrastruct
ure

Industrial 
Equipment

Bathroom 
Equipment

Energy 
Using 
Product

Product categories shown in blue characters are currently under process of drafting by PSC-WG.



エコリーフ取得までの流れ
（2008年5月より施行）

運営委員会

審議委員会

↑↓ ↑↓

評価レビューパネル ・システム審査結果の評価・承認

↑ ↑

（事務局） PCR-WG システム審査

↑ ↑

（事務局） ↑ ↑

（登録申請後）

（事務局） （ＰＣＲ－WG公募） ↑ データ検証 ↑

↑ ↑

（事務局） ＰＣＲ制定提案判定 （審査員チーム選任） （検証員選任）

↑ ↑ ↑

（企　業） ＰＣＲ制定提案 システム審査申請 データ検証申請 登録申請

・ＰＣＲの評価・承認

・全体計画審議、運営管理 ・ガイドライン・主要規程類の制定・改訂の承認

・実務に関る規程類の制定・改訂の承認 ・ＰＣＲに関るマニュアル類の制定・改訂の承認

ラベル登録・公開

データ検証結果の評価・判定（ＬＣＡ専門家）



エコリーフ環境ラベルの内容

製品環境情報
（PEAD)

製品環境情報開示シート
（PEIDS)

製品データシート
（PDS)

消費電力：１０ｋWhCO2排出量：４．２ｋｇわかり易い表現



Extraction from the natural environment (Iron ore, Copper ore, Crude oil, etc.,)

Discharge to the natural environment (CO2, NOx, etc.,     BOD, COD, etc., ) 

Product data sheet (PDS)

Detailed LCI data for Upstream stages are included in the EcoLeaf- BGD

(Metal rolling, Petroleum refining , Power generation) 

Injection moldingSteel plate Polypropylene

Transportation

Usage

Disposal / Recycling

Manufacturing site 
(Molding, Assembly, etc.)

Component a = kg Component b=   kg

Pre-manufacturing 
site

On-site emissionDiesel oil Electricity

Diesel oil Electricity

Diesel oil Electricity

4t-Truck diesel

Site data

Bill of 
Materials

Life-cycle 
scenario 
based on 
current 
status

Product Environmental Information Data Sheet (PEIDS)

Background 
data (BGD)

= kg = kg

= kg

= kg・km

= kg

= kg

= kwh

= kwh

Foreground 
data (FGD)

エコリーフのデータ構造



組
み
立
て

組
み
立
て
（
現
場
）

焼
結
等

調
整

採
掘

粘土

長石

珪石

カットオフ

製品製造ステージ
（直接データ収集領域）

物 流 ス
テージ

･･･

電力等 電力等

本体

事例 ｢便器｣PCRにおける FGD収集領域の設定

部品等A

素材物流

素材製造ステージ

ｴｺﾘｰﾌ原単位
がないので、
PSC原単位を
作成

最 終
製品

灯油 kg/kg 軽油 kg/kg 重油 kg/kg 電力 kWh/kg

821 耐火粘土鉱業 1.065E-04 1.468E-03 2.418E-04 9.169E-03

823 ドロマイト鉱業 9.688E-06 5.386E-04 2.704E-05 3.055E-03

824 長石鉱業 6.240E-04 9.397E-04 6.531E-04 1.650E-02

825 陶石鉱業 2.326E-05 3.185E-03 3.147E-04 7.389E-03

826 けい石鉱業 7.240E-05 6.795E-04 1.458E-04 3.906E-03

828 石灰石鉱業 6.784E-06 4.147E-04 3.707E-05 2.453E-03

表1 ｢住宅用浴室ﾕﾆｯﾄ｣PSCで定める一般ﾃﾞｰﾀ(陶器原料採掘工程のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量)

この表をもと
にPSC原単
位を作成し
レビューを
受ける



エコリーフの公開

http://www.jemai.or.jp/ecoleaf

登録ラベルの詳細データを閲覧 出来る

No. XX-05-001

登録番号



エコリーフ活用の１０選

主眼：商品イメージアップ主眼：企業のイメージアップ

① 環境経営報告書

② 新聞・雑誌広告

③ 名刺へマーク掲載

④ 通知伝票にマーク掲載

⑤ 店内にマーク掲示

⑥ カタログ

⑦ リーフレット

⑧ 包装箱にマーク記載

⑨ 商品本体にマーク記載

⑩ 商品本体にマーク記載



エコリーフ活用事例 (企業イメージアップ)

① 環境経営報告書
（パナソニック様）



エコリーフ活用事例 (企業イメージアップ)

③ 名刺への掲載
（三国プラスチックス様）

④ 電気使用量お知らせ
（関西電力様）

⑤ 店内で掲示
（モスフードサービス様）

モスバーガー

新橋二丁目店

（2007,12撮影）



２０ エコリーフ活用事例 （商品イメージアップ ）

⑥ カタログ
（キヤノン様）



２０ エコリーフ活用事例 （商品イメージアップ ）

⑧ 「牛乳紙パック」に記載
（日本テトラパック様）

⑨ 「金属缶」に記載
（東洋製罐様）

⑩ 飲料の「自動販売機」に表示

（株）ポッカコーポレーション

（ﾒｰｶｰ:富士電機ﾘﾃｲﾙｼｽﾃﾑｽﾞ)

（2008,1,18 撮影）



ＬＣＡを活用した「カーボンフットプリント」とは？

食品等の商品に、ライフサイクル（製造・使用・廃棄）でのＣＯ２排出量（数値）を

価格や成分表のように表示するものです。

英国 ウォーカーズ（Ｗａｌｋｅｒｓ）社のポテトチップの例

裏に説明文章が記載されています。
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