
【日時】2018年3月12日（月）14：30-17：00 
【場所】産業環境管理協会AB会議室 



 

第 5回 JEMAI環境ラベルコミュニティ 

プログラム 

 

 

日程：2018年 3月 12日（月） 

 

 

■第 1部 コミュニティ会合 14:30－17:00  （受付開始 14:00） 

産業環境管理協会 6階ＡＢ会議室 

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町２丁目２番１号 三井住友銀行神田駅前ビル ６階 

 

1 14：30～14：35 ご挨拶 神崎 

2 14：35～14：50 従来プログラムと統合版プログラムの状況 神崎 

3 14：50～16：40 JEMAI 環境ラベルプログラム（統合版プログラム）

への移行 

 

・概要の再説明、Q&A 神崎 

休憩  

・算定・宣言に関する変更点、 

算定ツールのデモンストレーション、Q&A 

加治・ 

伊藤 

4 16：40～17：00 意見交換  

 

配布資料 

 プレゼン資料 

 JR-07-01_算定・宣言規程 

 宣言シート 例 

 PCR清涼飲料（案） 

 

■第 2部 参加者交流会 17:30－19:30 
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従来プログラムと統合版プログラムの状況 
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エコリーフ登録公開状況 

Copyright(C)  2016 JEMAI All Rights Reserved 

2018年2月28日現在 

 ＰＣＲ制定公開数                83件（現在公開数79件） 

 ラベル公開累計数        1,994件 
                                   （内海外輸出製品 603件、現在公開数 1,146件） 

 公開企業累計数               76社 
＜主な参加企業＞  
 印刷複合機関係  
 （株）リコー/（株）PFU/富士ゼロックス（株） 
 京セラドキュメントソリューションズ（株） 
 キヤノン（株） / コニカミノルタ（株） / 
  セイコーエプソン（株） /ブラザー工業（株）  
 / 東芝テック（株） 
     
 電機・電子分野  
   ㈱東芝/  ビッグローブ（株）/富士電機㈱ 
 パナソニック システムネットワークス㈱/ 
 パナソニック（株） エコソリューションズ社 
 愛知時計電機（株）/三菱電機㈱ /矢崎エナジーシステム㈱ / 
 （株）キトー/サンデン（株）/（株）ダンレイ/ユニバーサル製缶（株）/ 
 東洋計器（株）/レシップ（株）/レシップエスエルピー（株） 
 食品分野   日本ハム（株) 
 衣料品分野  (株）チクマ 
 その他 （株）モスフードサービス /（株）ＪＳＰ / （株）エアシーワ/ 
 （株）ファインテック/（株）甲商/（株）川島織物セルコン/（株）平和マネキン/ 
 インターテック（株）/クラレファスニング（株）/タカシマパッケージングジャパン（株） 
 パナソニック システムネットワークス（株）/関東共栄（株） / 
 積水化成品工業（株）/東洋製罐（株）/日本テトラパック（株） 
 富士フイルム（株）/富士特殊紙業（株） 

分野別登録割合 
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(AD)  
72% 
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エコリーフ登録公開数 推移 
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（2018年2月末付） 

●Imaging Equipmentで
EPEAT登録開始 

CFP制度試行事業 
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ラベル累計 

• ラベル登録数は、事業化後６年までの急伸後は停滞状態となっていたが、2012年度からEPEAT登録で上位認定
を目指した複合機分野 (Imaging Equipment) の新規公開数が2014年度まで増え続けた。 

• 2015年以降は更新登録数の比較的穏やかな増加が全体の公開数の伸びに貢献している。 
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CFPプログラムの登録公開状況 
2018年2月28日現在 

CFP-PCR認定数           107件（現在使用可能件数70件） 

CFP宣言認定製品累計数  1,487件 （現在公開数685件） 

CFP登録公開企業累計数    203社 

＜主な参加企業＞  
 食品分野     日本ハム㈱、(株)パールライス宮城 
 生活用品     日本生活協同組合連合会 
 衣料品分野   ㈱チクマ、㈱アシックス 
 オフィス関連   プラス㈱ 
 印刷関係     大日本印刷㈱、凸版印刷㈱ 
 電機・電子分野 ㈱日立製作所、キヤノン㈱、 
                            富士ゼロックス㈱、シチズン時計㈱         
 サービス     ＮＩＫ環境(株) 

分野別登録割合 

エネルギー使

用製品 

23% 

生活用品 

21% 
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CFP 登録公開 推移 
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CFP制度試行事業 

• 新規公開数は2014年度に一旦落ち込んだが、その後は回復に向かっている。 
• 更新公開数の穏やかな伸びが全体の公開数の伸びに貢献している。 

2014年度末で試行事業の 
公開製品は全件終了 

（2018年2月末付） 

●どんぐりポイント
制度登録開始 
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統合版プログラムのPCR開発状況 
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PCRの策定が進み、現在検証中の案件が複数あるが、公開にはまだ至っていない。 
3月下旬から4月頃に公開が始まる予定。 

PCR名 状況 

建築物 2017/11/6公開済み 

ふっ素塗料 2018/1/25公開済み 

せっこうボード製品 2018/2/15公開済み 

窓・サッシ 2018/3/2 意見公募を終了、レビュー中 

コンクリートポンプ圧送用先行材 2017/6/16WG募集締切、策定中 

画像入出力機器 2017/6/23 WG募集締切、策定中 

エレベーター 2017/11/22 WG募集締切、策定中 

フリーアクセスフロア 2018/2/28 WG募集締切、策定中 

ねじ節鉄筋 2018/3/9 WG募集締切、策定中 
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国内：印刷物の簡易検証について 
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入力情報 
 

【製品仕様】 
ページ数 
部数 

用紙枚数 
・・・ 
＋ 

【設備情報】 
印刷機電力 
印刷速度 
・・・ 

算定ツールで 
自動計算 

 
印刷物PCRで 
定められた 
算定方法・ 
シナリオ 
× 

原単位 

ベースライン
（基準年） 
例：平成28年度
実績 

応札製品のCFP（仮） 
例：平成29年度見込 

●●g 
一部あたり 

CR-BSXX-YYYYY 
https://www.cfp-

japan.jp 

■■g 

▲▲g 

• 印刷事業者が通常業務で把握可能な最低限の情報を入力することでCFPの
算定ができる算定ツールを、事業者の方々とWGを編成して作成中。 

• 算定実務をツールが行うことにより、検証の信頼性を損ねることなく、簡易化
が可能となる。 

算定・検証の作業負荷、費用負担を軽減することにより、参入障壁を下げ、 
自治体等の「CO2の見える化」取組への活用を推進する。 

広報誌（印刷版）のライ
フサイクルCO2排出量
をカーボンフットプリン
トで具体的に表示する
ことで・・・ 
• 自治体の環境に関
する取り組み、考え
方を知ってもらう
きっかけになる。 

• 市民のライフサイク
ルでの環境意識を
高めるための教材と
して活用できる。 

• 区・市内事業者の環
境対応を促すきっか
けに。 

 

自治体広報誌等での活用イメージ 



Copyright(C)2015 JEMAI All Rights Reserved 

印刷物の簡易検証：顧客への環境価値提供 
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今後予想
される流れ 
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印刷物の簡易検証：MISとの連携 
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印刷業総合管理システム (MIS) によるカーボンフットプリント(CFP)の簡易算定 

CFPの算定から検証までの手順 
• MISに入力・登録済みの算定入力情

報をCSVでCFP算定ツールにインポート
するとCFPが算定される。 
 

印刷業総合管理システム(MIS) 利用
の利点 
• CFP算定が容易になり、入力ミスを防

止できる。 
• MISの情報から見積を算出することと

同様の作業負荷であるため、営業担
当も算定可能になる。 
 

CFPのデータ様式を共通化した印刷業
総合管理システム (MIS) メーカー 
• （株）J SPIRITS 
• （株）トスバックシステムズ 
• （株）両毛システムズ 

MISと連携したCFP簡易算定からCFP表示のフロー 
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国内：温暖化対策に向けての産業界の視点 
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温室効果ガス排出削減に向けて ―カーボンフットプリントの活用と負担の構造改革―  
2018 年 1 月 18 日 

目次 はじめに――本提言の位置付け 
１．現状認識 
 （１）パリ協定の発効による「ゲームチェンジの時代」 
 （２）「長期低排出発展戦略」に対する政府の検討状況と今後の対応  
２．現在の課題 
 （１）2030 年エネルギーミックス達成 
 （２）2050 年 80％削減のインパクト、およびその実現 
 （３）エネルギー安全保障  
３．提言 
提言１ カーボンフットプリントを活用してイノベーションと行動変容を促 す  
 （１）供給サイドと需要サイドの排出の特徴を踏まえて対策を講じる  
 （２）企業にはイノベーションを促し、消費者には行動変容を促す 
  （３）排出量を定量把握するためにカーボンフットプリントを本格活用する  
  （４）カーボンフットプリントの自主的開示と基準作成を推進する 
提言２ 国際貢献と経済成長との好循環を成長戦略として展開する 
提言３ 長期的視野に立脚し温暖化対策の負担の構造改革を目指す 
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国外：欧州グリーン公共調達基準 

クリーニング製品およびサービ
ス（現在改訂中） 

コンバインド・ヒート・パワー
（CHP） 

コンピュータとモニタ コピーとグラフィックペーパー 

医療分野で使用される電気・
電子機器 

電気 

食品およびケータリングサービ
ス（現在改訂中） 

家具 

ガーデニング製品とサービス 画像入出力機器 

屋内照明 オフィスビル設計、建設および
管理 

塗料、ワニス、道路標識 道路の設計、建設およびメンテ
ナンス 

蛇口、シャワー 街灯と交通信号 

テキスタイル 便器 

輸送（現在改訂中） 壁板 

廃水インフラ 水ベースのヒーター 
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2018年1月 

 調達当局は、ニーズとレ
ベルに応じて、入札書類
に全てまたは特定の要
件のみを含めることがで
きる 
 

 現在、「オフィスビル設計、
建設および管理」の基準
にLCAおよびEPDに関す

る要求事項が記載されて
いる。 

出典：http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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欧州：製品の環境ラベル 

L’affichage environnemental des produits 

• エネルギー移行法の基に、製品やサービス
のライフサイクル全体の明確で信頼できる環
境影響の定量化された情報を伝える枠組み 
「L’affichage environnemental des produits」が
政府によって発表された  （2017年1月）。 

• LCAの“インパクト”データベースも環境・エネ
ルギー管理庁 ADEME が構築し、算定ツール
も提供されている。 

• 衣類、家具、ホテルの分野で自主的な参加が
開始。 

• 政府機関の支援の基に大手流通業者Casino
（食品）とFnac（電子機器）も参加。 

• 下記の3種類の表示方法が提供されている。 
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出典：https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-
environnemental-des-produits 

Made Green In Italy 

• 欧州環境フットプリント (PEF) の手法を採用
し、製品の定量的環境情報の見える化の自
主的な新制度「Made Green In Italy」を2017
年7月に発表。 

• 詳細：
http://www.minambiente.it/pagina/made-
green-italy 

Carbon Footprint Italy 

• 国の支援を受けて、2018年1月にカーボンフ
ットプリント・プログラム「Carbon Footprint 
Italy」が立ち上がった。 

• 製品、組織、削減表示にも対応。 

• ホームページ：
http://www.carbonfootprintitaly.it/en/home/ 

• プログラムオペレーター：Aequilibria社
http://www.aequilibria.com/ 

 

フランス イタリア 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits
http://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy
http://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy
http://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy
http://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy
http://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy
http://www.minambiente.it/pagina/made-green-italy
http://www.carbonfootprintitaly.it/en/home/
http://www.carbonfootprintitaly.it/en/home/
http://www.carbonfootprintitaly.it/en/home/
http://www.aequilibria.com/
http://www.aequilibria.com/
http://www.aequilibria.com/


Copyright(C)2015 JEMAI All Rights Reserved 

イタリア：グリーン公共調達特定調達品目例 
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イタリアのグリーン公共調達では、オフィス家具、失禁用ケア用品、トナー、建
築物、ケータリング・食品の分野でISO14025に準拠したEPDが使われている 

オフィス家具 

5.2.2 再生木材 
最終製品の製造で木質パ
ネル部品にリサイクル木材を
使用する場合、下記の
（表の）物質を指定量より
多く含有してはならない。 

検証：付属文書Aで推奨されている方法を使用して、UNI 
EN ISO 17025に準拠した認定試験所など認定機関に
よって実施された試験報告書に基づく木質パネルメーカーの
技術文書 。 
ISO 14025:2006 に準拠したEPDは検証ツールとし
て認められる。 

ケータリング・食品 

5.4.2 カーボンフットプリント 
ライフサイクル全体にわたる温室効果ガスの排出量（GHG）を最小限に抑え、より
安全で信頼性の高い食品サービス「.......」の提供を行う入札者にスコアを割り当て
る。 
検証：ISO14025に準拠したEPDプログラム（または同等）、 またはその製
品分野のPCRのルールに基づき計算されたライフサイクル全体のCO2排出量の
第三者評価。これらは、上記の基準または同等のものに関して検証されたEPDの
証拠として認める。 
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米国：EPEAT：新しい製品分野用の基準 

14 

• EPEAT (Electronic Products Environmental Assessment Tools)：電気電子製品
の環境評価システム。 

• 米国では連邦官庁における調達要件として採用されている。 
• 必須と任意の項目を満たした数により、製品が金・銀・銅でランクされ登録され
る。 

• 2016年秋から有効になった大統領命令（E.O.13693）の電子製品調達基準を満た
せるのは、現在のところEPEAT登録製品のみ。 

現在登録可能、または2018年に登録可能になる製品カテゴリー 

コンピュータ&ディスプレイ 画像入出力機器 テレビ 

携帯電話 サーバー 太陽パネル 

新しい動向 
• 2017年秋に「サーバー」と「太陽光パネル」の基準が新規に策定。 
• 画像入出力機器に続いて、これらの製品分野の基準にLCAの実施とEPDを使った
情報公開が任意の基準として記載された。 

• 2018年初めにはコンピュータ&ディスプレイの基準が改定され、新たにLCAとカーボ
ンフットプリントの情報公開が任意の基準として記載された。 



Copyright(C)2015 JEMAI All Rights Reserved 

国際規格の動向 
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 ISO 14025：2006（環境ラベル及び宣言−タイプⅢ環境宣言−原則及び手順） 

• 2015年にレビュー・確認がされた 

• 次の見直しは2020年 

 

 ISO 14026:2017（環境ラベル及び宣言－フットプリント情報のコミュニケーションの
原則、要求事項及び指針） 

• 2017年12月に改訂版発行 

 

 ISO TS14027:2017（環境ラベル及び宣言－商品種別算定基準（PCR）の作
成） 

• 2017年4月に改訂版発行 

 

 ISO 14067（温室効果ガス －製品の カーボンフットプリント－算定のための要求事
項及び指針） 

• 現在DIS（国際規格案）の段階で、再投票が必要かどうか検討されている 

• 2018年改訂版発行予定 
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資料1-2 

環境ラベルコミュニティ資料 

2018.03.12 

JEMAI環境ラベルプログラム 概要 
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JEMAI環境ラベルプログラムとは 

2 

 製品のライフサイクル全体にわたる定量的環境情報
をLCA手法を用いて見える化 

 「見える化」された情報に基づく、提供者（事業者)）と

利用者（消費者等）との間でその削減努力のための相
互理解、コミュニケーションを促進 

 事業者においては、さらなる削減行動を実施し、社会的責任を果
たすこと。 

 消費者においては、自らの生活スタイルの変革を行い、これを通
じて環境負荷の低減を図ること。 を目的とする 

・ISO 14025:2006（環境ラベルおよび宣言－タイプⅢ環境宣言－原則および手順）→エコリーフ 

・ISO/TS 14067:2013（製品のカーボンフットプリント－算定およびコミュニケーションにかかる要求
手法および指針－） →カーボンフットプリント（CFP） 

・ISO 14040シリーズ ライフサイクルアセスメント（LCA） →算定 

・ISO/TS 14027:2017（環境ラベルおよび宣言－PCR開発） →PCR 

国際規格に基づき、信頼性・透明性を確保した算定及びプログラム運営を実施 
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統合化の狙いと概要 

 LCAをベースとしたよく似た構造を持つエコリーフプログラムとCFPプログ
ラムという２つのプログラムを１つの共通のプラットフォームをベースに統
一した統合プログラムとする 

 
 統合プログラムの名称は“JEMAI環境ラベルプログラム”とする 
 
 共通化に伴い、複雑化したプログラムルールを一本化し、さらに簡素なも
のに置き換えることにより、参加事業者及び事務局側の双方にとって運
用し易いプログラムにする 

 
 複数影響領域（マルチクライテリア）対応を強化したプログラムとする 
 
 複数影響領域（マルチクライテリア）を開示する宣言はエコリーフ、気候変
動のみの単一影響領域（シングルクライテリア）を開示する宣言はCFPと
して現在の宣言（ラベル）名称（エコリーフ、カーボンフットプリント）及びロ
ゴマークは統合プログラムでも継続する 

3 
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統合の概要（イメージ図） 

データ収集 算定 

ＥＬ 

検証 レビュー 
ＣＦＰ 

算定ツール 
（原単位） 

ＰＣＲ 

登録・公開 
シングルクライテリア 

マルチクライテリア 

単一影響領域（シングルクライテリア）か複数影響領域（マルチクライテリア）かを問わずプロセスは一体化（黄色の枠部分） 

公開される情報は、各宣言の 
要求事項に従う範囲で内容及び 
フォームを統一する 

ＪＥＭＡＩ環境ラベルプログラム 

算定ツールに組込む原単位は、 
「ＩＤＥＡ ver.2」を基本とする。 

（レビューパネル） （検証員） 活動量 

ISO規格を満たすため
の最低限の情報は宣
言項目として算定ツー
ルでカバーする 

登録・公開申請者は 
この時点までに公開 
宣言の種類を決める 

4 
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宣言の公開までのステップ：PCRの選択・策定 

5 

ＰＣＲ※の選定 

検証 

宣言の登録 
公開 

ＰＣＲの策定 

はじめに認定取得したい製品のPCRを
選択します 

認定取得したい製品に該当するPCRが無い
場合は新たに作成します 

申請事業者が算定ツールを用いて 
製品の環境影響を算定します。 
宣言の案を作成する際に、 
宣言の種類（エコリーフ／CFP）を選択します。 

検証に合格したのち、登録公開申請を行
うことにより、宣言がウェブサイトに公開
され、マークを使用することが出来るよう
になります。 

※PCR： 
Product Category Rule
（製品カテゴリールール） 

製品種別の算定と宣言
の基本ルール 

算定ツール 算定・宣言の案の作成 

算定した結果は第三者が検証します。 
 個品別検証： 検証員／レビューパネル 

単一影響領域 複数影響領域 

エコリーフ CFP 

従来プログラムで別々だった規程類、PCR、原単位を統合し、 
複数影響領域（エコリーフ）にも単一影響領域（CFP）にも同じ手順で対応可能となりました。 
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PCRの策定・改訂手続き（新規策定） 

策定時には、ＷＧの募集を行います。 
応募が無い場合は、1社での策定も可能です。 
 
ＷＧで原案を作成します。 
 
 
原案を事務局へ提出します。 
 
 
広く一般に意見公募を行います。 
（公募期間は、最低１０営業日） 
 
レビューアによる事前レビューを実施します。 
 
 
専門家によるパネルで認定を行います。 
（事業者の立ち合いは不要です） 
 
統合プログラムのWEBサイトで公開され、 
検証申請が可能となります。 

WG募集 

ＷＧで原案作成 

申請 

意見公募 

事前レビュー 

レビューパネル 

公開 
6 
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PCRの策定・改訂手続き（従来プログラムのPCR一本化） 

• プラットフォーム共通化の一環として、現在エコリーフ/CFPで異なる内容と
フォームで作られているPCR、CFP-PCRを、両者に対応する共通PCRとして
新たに策定します。 
 

• 共通化のベースとしては、従来のCFP-PCRの内容・フォームを基本とします。 
 

• 統合後のプログラムで検証を受けるためには、統合版のPCRが必要です。 
 

• すでにエコリーフPCR、CFP-PCRが存在する製品分野については、事務局

にて一括登録を行います。事業者による策定作業は不要です。 
 

  ★使用頻度の高いPCRから作業を行いますので、公開に時差が発生します。 
   お急ぎのご要望があるPCRについては、優先的に実施しますので、ご連絡ください。 

 
  ★事務局による移行登録は、全PCRを共通・一般的な考え方で実施します。 
   個々の製品・サービスの特性により、統合プログラムで再検討を行った方が 
   よいと思われる場合は、WGにより改訂を実施してください。 

7 
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PCRの策定・改訂手続き（従来プログラムのPCR一本化） 

ｴｺﾘｰﾌ 
PCR 
ｴｺﾘｰﾌ 

PCR 
現行 
ｴｺﾘｰﾌ 

PCR 

ｴｺﾘｰﾌ 
PCR 
ｴｺﾘｰﾌ 

PCR 
現行 

CFP-PCR 

ｴｺﾘｰﾌ 
PCR 
ｴｺﾘｰﾌ 

PCR 
新 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
PCR 

ｴｺﾘｰﾌ 
PCR 
ｴｺﾘｰﾌ 

PCR 
新 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
PCR 

事務局による 
一括移行 

改 
改訂版
新 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 
PCR 

個々のPCR-WGによる改訂・
重複の統廃合調整 

すでにエコリーフ/CFPそれぞれで策定済みのPCRがある場合、そのPCRの算定 
方法を生かす形で一括移行を行います。 
 

※ELとCFPで同じ製品分野のPCRがある場合、重複したPCRができることになります。 
（PS版、画像入出力機器、ＩＴ機器、オフィス用品、容器包装類等。） 

8 
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2017年4月以降のPCRの扱い 

9 

（従来プログラム） 

対象製品のPCR 

PCR策定 
（統合版） 

な
い 

ある 統合版PCR 
（事務局が移行策定） 

従来版PCR 

事務局が取りまとめる統合版PCRは、 
CFP（気候変動のみ）とエコリーフ（複数影
響領域）の両方に対応するPCRとすること
を目指す 

2020年3月末まで登録公開可能。 
従来版PCRの更新は認めるが、 

改訂する必要があれば原則として
統合版PCRを策定すること。 

統合プログラムルール
に基づき策定。 
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宣言の公開までのステップ：算定・宣言の案の作成 

10 

ＰＣＲ※の選定 

検証 

宣言の登録 
公開 

ＰＣＲの策定 

はじめに認定取得したい製品のPCRを
選択します 

認定取得したい製品に該当するPCRが無い
場合は新たに作成します 

申請事業者が算定ツールを用いて 
製品の環境影響を算定します。 
宣言の案を作成する際に、 
宣言の種類（エコリーフ／CFP）を選択します。 

検証に合格したのち、登録公開申請を行
うことにより、宣言がウェブサイトに公開
され、マークを使用することが出来るよう
になります。 

※PCR： 
Product Category Rule
（製品カテゴリールール） 

製品種別の算定と宣言
の基本ルール 

算定ツール 算定・宣言の案の作成 

算定した結果は第三者が検証します。 
 個品別検証： 検証員／レビューパネル 

単一影響領域 複数影響領域 

エコリーフ CFP 

従来プログラムで別々だった規程類、PCR、原単位を統合し、 
複数影響領域（エコリーフ）にも単一影響領域（CFP）にも同じ手順で対応可能となりました。 
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算定の内容 

11 

製品のライフサイクル 

インプット 

 （基本フロー） 

 

   天然資源 

   エネルギー 

 

 

  ・原油 

  ・リン鉱石 

  ・鉄 

  ・地下水 

アウトプット 

 （基本フロー） 

    大気への放出 

    水域への放出 

    固体廃棄物 

       製品、共製品 

 

   ・CO2 

   ・SOx 

   ・COD 
   ・埋立物 

原材料調達 

 

生産 

 

流通 

 

使用・維持管理 

 

廃棄・リサイクル 

ライフサイクルインベントリ分析 （LCI） 

活動量×原単位  

環境負荷を与える排出活動の量。 
事業者がデータ取得（調査）する。 
（素材使用量、電力消費量、 
        埋立量等の物理量） 

単位物理量等当たりの基本フロー 
（原油量、鉄鉱石量、CO2排出量等） 

活動量×原単位の計算結果としてインプット・アウトプットの明細表が算出される 

ライフサイクル影響評価 （LCIA） 

気候変動 

オゾン層破壊 

資源消費 

酸性化 

影響領域 

・・・ 

LCAとは：製品のライフサイクルにおける、投入資源、排出される環境負荷物質およびそれらによる地球や生態系への環境影響を定量
的に評価する方法 （JEMAI環境ラベルプログラムではその一部を実施） 

分類化 

特性化 

インベントリ分析結
果を影響領域に分
類 

特性化係数を
かけ合わせる 

CFP 

エコリーフ 
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ライフサイクルインベントリ分析に使用する 

原単位データベース：IDEA v2 
 

• IDEA非購入者の場合、算定ツールに搭載された 
  「基本データ」、「利用可能データ」（数の制限あり）のみ使用可能。 

– 基本データ：IDEAから協会が抜粋 
– 利用可能データ：基本データを補完するため、件数を制限して追加でIDEAから選択される原単位

データ。（基本データと合わせて1000データ以内） 

   
• IDEA購入者の場合、IDEAのデータがすべて使用可能。（ただし、IDEAデータベースは

継続更新されていくものであり、最新のIDEA v2と算定ツールでのIDEA v2のバージョン
が同一ではない場合がある。） 

12 

統合プログラムで使用する原単位について 

登録データ 

 上記データベースに適切な原単位がない場合は、本プログラムの基準を満たした「登
録データ」を作成し、レビューパネルで認められたものについて使用することができる。 
  このうち特定のPCRに限定して使用するものをPCR原単位という。 

IDEA v2 とは産業技術総合研究所、産業環境管理協会によって共同開発
されたライフサイクルインベントリーデータベース。 
＜購入／お問い合わせ＞ 一般社団法人産業環境管理協会 LCA事業室 
E-Mail：jemai-lca@jemai.or.jp  http://www.jemai.or.jp/lca/idea/ 

mailto:jemai-lca@jemai.or.jp
mailto:jemai-lca@jemai.or.jp
mailto:jemai-lca@jemai.or.jp
http://www.jemai.or.jp/lca/idea/
http://www.jemai.or.jp/lca/idea/
http://www.jemai.or.jp/lca/idea/
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原単位の分類 

13 

原単位 

一次データ 二次データ 

指定データベース 登録データ 

IDEA IDEA以外 

基本データ 利用可能データ 

分野を特定し
ないデータ 

特定のPCRに対
応したデータ 

原単位に関する要求事項B 原単位に関する要求事項A 
算定・宣言要求事項 
1.8.2 一次データの品質基準
および1.8.3.2 原単位 部分 

要求事項 

PCR 
原単位 

指定データベースに適切な
原単位がない場合に登録 
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算定ツール 

1 算定ツール 

収集したデータ（活動量）を入力し、原単位を選択
することで、算定及びJEMAI環境ラベルプログラム
の宣言形式に出力を実施。 
IDEA非購入者は有償貸し出し。（購入者は無償） 

＜全体像＞ 

14 

算定ツールの算定ステップについて 
 
・算定ツール使用申請書で②原単位の選定
を行い、利用可能データの申請を行う（IDEA
非購入者） 
 
・必要に応じて使用申請書の「単位換算表」
を用いて単位換算を行う 
 
・「算定ツール」の貸し出しを受け、算定、宣
言案の作成を行う 
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算定ツールの使用について 

<検証書類の提出方法について> 
新プログラムの検証申請書作成は以下の2通りがある。 

JEMAI環境ラベル 
算定ツールを使う。 

IDEA v2 
購入者 
ですか？ 

YES 

NO 
事務局から算定ツール配布 
・IDEA ver.2（抜粋版） 
・有償貸与 

事務局から算定ツール配布 
・IDEA ver.2（完全版） 

・無償貸与 

IDEA v2 とは産業技術総合研究所、産業環境管理協会によって共同開発された 
ライフサイクルインベントリーデータベース。 
＜お問い合わせ＞ 
一般社団法人産業環境管理協会 LCA事業室 
E-Mail：jemai-lca@jemai.or.jp 
http://www.jemai.or.jp/lca/idea/ 
 

算定ツールを使わない。 
  別途検証料金が発生します。 
  検証料金については要相談。 

IDEAのご購入／お問合
はJEMAI  LCA室まで 

<算定ツールの役割> 
算定ツールは、本プログラムにおいて宣言の数値を算定する手段及びそのための 
原単位の提供を目的としたものである。 

15 

mailto:jemai-lca@jemai.or.jp
mailto:jemai-lca@jemai.or.jp
mailto:jemai-lca@jemai.or.jp
http://www.jemai.or.jp/lca/idea/
http://www.jemai.or.jp/lca/idea/
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算定ツール上でできること 

公開情報作成 
日本語・英語版を作成可能！ 

 環境影響・インベントリ 
分析結果をまとめて表示 

 【算定の入力はここだけ】 
活動量と原単位コード 

自動算定されます。作業不要！ 

① 

② 

③ 

16 
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宣言の公開までのステップ：検証 

17 

ＰＣＲ※の選定 

検証 

宣言の登録 
公開 

ＰＣＲの策定 

はじめに認定取得したい製品のPCRを
選択します 

認定取得したい製品に該当するPCRが無い
場合は新たに作成します 

申請事業者が算定ツールを用いて 
製品の環境影響を算定します。 
宣言の案を作成する際に、 
宣言の種類（エコリーフ／CFP）を選択します。 

検証に合格したのち、登録公開申請を行
うことにより、宣言がウェブサイトに公開
され、マークを使用することが出来るよう
になります。 

※PCR： 
Product Category Rule
（製品カテゴリールール） 

製品種別の算定と宣言
の基本ルール 

算定ツール 算定・宣言の案の作成 

算定した結果は第三者が検証します。 
 個品別検証： 検証員／レビューパネル 

単一影響領域 複数影響領域 

エコリーフ CFP 

従来プログラムで別々だった規程類、PCR、原単位を統合し、 
複数影響領域（エコリーフ）にも単一影響領域（CFP）にも同じ手順で対応可能となりました。 
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検証手続きの流れについて 

検証申請 

検証書類送付 

検証 

検証報告書提出 

レビューパネル 

合否判定 

検証を受けたい内容・希望スケジュール等を事
前にお知らせください。検証員をアサインします。 
 
 
当初予定に従い、検証書類をご送付ください。 
 
 
原則として書面で検証を行います。 
 
 
 
検証員が検証報告書を作成します。 
 
 

検証報告書をもとに、レビューパネルで確認を
行います。 
 
 
事務局より、合否を連絡します。 18 
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検証スケジュールについて 

金 休 月 火 水 木 金 休 月 火 水 木 金  
事
務
局
に
よ
る
チ
ェッ
ク 

受
理 

検
証
報
告
書
提
出 

事
務
局
準
備 

レ
ビ
ュー
パ
ネ
ル 

結
果
通
知 

検証申請 結果通知 

最短10営業日を目安とします。 
検証員からの報告書が水曜日までに到着したものについて、金曜日
のレビューパネルで審議をします。（原則） 

検証作業 

・検証員による書面チェック 

・不明点の確認 

・不備の修正 

・検証報告書の作成 

19 
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検証方法について 

書面検証を原則とします。 
 
・申請者は「根拠シート」を作成します。 
 検証では書面でその算定方法、数値計算等があっているかを確認します。 
 

・根拠シートに記載された、算定の元となる数値（配分前の原材料投入量や
工場のエネルギーデータ、輸送距離等）は基本的に事業者の責任となりま
す。（著しい矛盾があると思われる場合のみ確認します。） 
 

・検証では、元の数値そのものではなく、数値が出てきた根拠となる資料がき
ちんと明記されているかを確認します。 
 
・計算式については、内容を確認します。 
 

・計算された数値のチェックだけでなく、公開する宣言の記載内容も確認しま
す。（文章で書かれていることが、数値情報と矛盾しないか、PCRで定めた記
載方法と異なっていないかなど） 
 

20 
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検証の観点 

◆関連する規定文書との適合性 
 算定・宣言に関する要求事項、チェックリストに準拠しているか 
 
◆該当するＰＣＲとの適合性 
 製品の対象範囲、算定方法だけでなく、開示方法等についての指示事項が 
 ある場合、それも含めて 適合しているか。 
  
◆トレーサビリティの確保 
 データの出典、データ作成者が明記されているか。 
 （記載を基に同じ情報にアクセスできる程度の書き込みがされているか） 
 
◆対象環境影響 
 公開する宣言がCFPのみの場合、気候変動に絞って検証を実施する。 
 エコリーフで公開をする場合は、複数の環境影響のチェックを行う。 

21 
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根拠シートの記載について（これまでのエコリーフにはなかったもの） 

【根拠シート記載例】 

製品の仕様書における各種部材の重量構成比を把握する。キャップ部材の重量は
4.545kgであった。社内生産管理システム●●から、キャップの射出成型の際の端材
の発生割合を把握。端材発生割合は投入樹脂量に対し10%である。 
・計算式：投入樹脂重量＝キャップ部材の重量×（1+端材発生割合） 
 5.00(kg)=4.545(kg)×1.1 
 
エビデンス：製品仕様書  社内生産管理システム●● 
 

【検証で確認する内容】＝検証員が責任を持つ範囲 
・説明文・計算式に矛盾がなく、PCRで定めた方法に反していないか。 
・計算結果の値があっているか。 
・エビデンスの記載でトレースが可能そうか。 
 
【原則として確認されないこと】＝事業者が責任を持つ範囲 
・キャップ部材の重量が4.545㎏、投入樹脂量が10％であるということ 
・エビデンスがラベル公開期間中保存されること 
 

22 
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宣言の公開までのステップ：宣言の登録公開 

23 

ＰＣＲ※の選定 

検証 

宣言の登録 
公開 

ＰＣＲの策定 

はじめに認定取得したい製品のPCRを
選択します 

認定取得したい製品に該当するPCRが無い
場合は新たに作成します 

申請事業者が算定ツールを用いて 
製品の環境影響を算定します。 
宣言の案を作成する際に、 
宣言の種類（エコリーフ／CFP）を選択します。 

検証に合格したのち、登録公開申請を行
うことにより、宣言がウェブサイトに公開
され、マークを使用することが出来るよう
になります。 

※PCR： 
Product Category Rule
（製品カテゴリールール） 

製品種別の算定と宣言
の基本ルール 

算定ツール 算定・宣言の案の作成 

算定した結果は第三者が検証します。 
 個品別検証： 検証員／レビューパネル 

単一影響領域 複数影響領域 

エコリーフ CFP 

従来プログラムで別々だった規程類、PCR、原単位を統合し、 
複数影響領域（エコリーフ）にも単一影響領域（CFP）にも同じ手順で対応可能となりました。 
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宣言の種類 

24 

エコリーフ 
 
 
 
 

カーボンフットプリント
（CFP） 

 

対象影響領域 複数（3つ以上を開示） 
例 気候変動 
   酸性化 
   富栄養化 …  

単一 
 気候変動のみ 

宣言のカテゴリ タイプⅢ環境宣言（EPD） CFP宣言 

準拠する国際規格 ISO 14025:2006 
（環境ラベルおよび宣言－タイプⅢ環境宣言－原則お
よび手順） 

ISO/TS 14067:2013 
（製品のカーボンフットプリント－算定およびコミュニ
ケーションにかかる要求手法および指針－） 

上記国際規格を指定
するプログラム等 

EPEAT (Electronic Product Environmental 

Assessment Tool)  

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 

EPEAT (Electronic Product Environmental 

Assessment Tool)  

 

特徴 ・気候変動情報を含め包括的に製品ラ
イフサイクルを評価 

・海外におけるマルチクライテリア（複数
影響領域）のニーズに対応 

・最も注目される地球温暖化へのイン
パクトに対応し、簡潔なコミュニケー
ションを重視 

上記を踏まえ、事業者が目的に応じて宣言の種類を選択 
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宣言（公開情報） カーボンフットプリント（CFP） 

※サンプル 

25 
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宣言（公開情報） エコリーフ 

※サンプル 

統合後のエコリーフは公開の情報量が軽くなります。 
LCA情報は2枚目に集約して掲載。 

従来のエコリーフ 統合後のエコリーフ 

様式１、２、３ 様式が2ページに集約 
※ただし、情報量によって、２ページに収まら
ない場合があります。 

様式２ 
 

インベントリ分析結果等の 
情報公開が軽減！ 
 
※以下の理由のために一部公開する
必要が生じます。 
①ISO14025に準拠するため。 
②PCRで指定された項目は表示する必
要がある場合。 

様式３ 製品情報（機能単位ごとの部品/材料
情報）のみ掲載し、その他の段階ごとの
活動量等の情報は掲載しない。 

以前はこれだけの情報量。 

様式２、３ 

26 
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統合プログラムにおけるシステム認証について 

 従来のエコリーフとCFPでは、各々別の仕組み（システム）となって
いたものを統合したシステム認証として一本化する 

 
 新たな統合システム認証は、2018年4月にスタート予定 
 
 JEMAI 及びJEMAI以外の第三者認証機関が審査を実施 

システム認証の一本化 

27 
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統合プログラム料金：個品別検証料 

• 提出された申請書を元に書面で検証を実施 

• エコリーフは複数の影響領域をカバーするため、CFPより検証の負荷が比較的多いことを考慮。 

CFP エコリーフ 

金額（単価） 検証料金 金額（単価） 検証料金 

個 別 （1製品） ¥100,000 ¥100,000 ¥170,000 ¥170,000 

同時検証＊ 

2製品 ¥50,000 ¥100,000 ¥85,000 ¥170,000 

3製品 ¥50,000 ¥150,000 ¥85,000 ¥255,000 

4製品 ¥50,000 ¥200,000 ¥85,000 ¥340,000 

5製品 ¥50,000 ¥250,000 ¥85,000 ¥425,000 

6製品以上 ¥45,000 ¥270,000～ ¥76,500 ¥459,000～ 

＊類似製品チェックシート上で基準に適合した製品を同時に申請した場合にかぎる。 

（消費税抜き） 

28 JR-14 料金規程 参照 
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統合プログラム料金：登録公開料 
方針: 

• ＣＦＰとエコリーフで共通の考え方に従ったシンプルな
料金体系を導入 

• 中小企業の参加容易性 

• プログラムの継続性 

企業単位での登録製品年間売上額 

登録・公開料（円）／ 
1年あたり 

区分 単価 

0円（販売を目的としないもの） 一律 10,000円 

1,000万円未満 一律 20,000円 

1,000万円以上3,000万円未満 一律 30,000円 

3,000万円以上1億円未満 一律 60,000円 

1億円以上3億円未満 
中小企業 130,000円 

その他企業 140,000円 

3億円以上10億円未満 
中小企業 260,000円 

その他企業 330,000円 

10億円以上30億円未満 
中小企業 390,000円 

その他企業 770,000円 

30億円以上100億円未満 
中小企業 450,000円 

その他企業 1,100,000円 

100億円以上300億円未満 
中小企業 500,000円 

その他企業 1,300,000円 

300億円以上 
中小企業 500,000円 

その他企業 1,500,000円 

（消費税抜き） 

• 導入時期： 2018年1月以降の統合プログラム参加
時点から  （新規参加の事業者：2017年4月～） 

 
• 登録公開料は、原則として請求対象とする企業が販売する

JEMAI環境ラベルプログラム登録・公開対象製品の1年間の
全売上額に対して区分を適用します。 

• 登録公開料の当初の算定対象期間は、登録月の翌月1日
から起算して当年12月末までとします。翌年からは、1月か
ら12月の1年単位で更新します。 

• 区分のうち、中小企業とは中小企業基本法に定める定義に
よるものとします。 

29 

【移行措置】 
移行期間（2020年度末まで）においては、登録公開料に以下
の移行措置を設定する。 
 製品売上単位料金 

 料金の上限を100万円とする 
 宣言単位料金 

 料金を5万円／宣言とする 

（宣言単位料金）※新規事業者およびエコリーフの特
定の事業者のみ選択可 

100,000円／宣言・年 累計４宣言まで 

JR-14 料金規程 参照 

（製品売上単位） 
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統合プログラム料金：その他 

PCR認定料 

• 110,000円／PCR（事前レビュー有り） 

•   30,000円／PCR（事前レビュー無し） 

（PCR策定WGで策定し、申請した場合の
認定料は無償とします） 

 

算定ツール貸与料 

•  3ヶ月： 30,000円 

•  6ヶ月： 40,000円 

• 12ヶ月：70,000円 

 

 

PCR原単位チェック料 

• 基本単価:10,000円／時間 

  （工数については、難易度に応じて個別協議） 

 

認定証等 

• 1,000円／枚 

 

研修会／個別相談関係 

• 研修会受講料：30,000円／回 

• JEMAI会員割引：24,000円／回 

 

プログラム個別相談料 

• 20,000円／時間 

  

入門セミナー／なんでも相談室 

• 無料 

（消費税抜き） 

30 JR-14 料金規程 参照 
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従来プログラムから統合プログラムへの移行スケジュール 

２０１７年 ２０１８年 ２０１９年 

＜ステップ１＞ 

＜ステップ２＞ 

統合プログラム 
（システム認証以外） 

現行プログラム 
（システム認証） 

統合ラベルプログラム 
（システム認証） 

システム認証 

データ収集 

〜 

登録・公開 
移行期間（2020年までの３年間） 

移行期間（ 2020年までの２年間） 

２０１７年4月スタート 

２０１８年4月スタート 

２０20年以降 

現行プログラム 
（システム認証以外） 

２０２０年 

２０２０年３月 
新規登録終了 

２０２０年３月までに 
登録済の現行の宣言は 
２０２５年３月まで 
継続登録可能 

２０２５年３月 
登録終了 

2017年4月以降に新規参加の事業者は従来プログラムを利用出来ません 31 
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登録公開料適用ルール 

32 

＜適用タイミングの考え方＞ 
 
統合プログラム参加時より適用 
 

• 統合プログラムによる宣言を公開した時点で、移行措置を含む統合プログラム
の登録公開料の適用を行う。 
 

• 登録公開料の算定対象期間（原則として1～12月の1年単位）に対して、統合プ
ログラムによる宣言を公開した時点をもとに 

    ・統合プログラム宣言公開月時点までは従来プログラム料金ルール 
    ・統合プログラム宣言公開月の翌月時点からは統合プログラム料金ルール 
     （ただし、従来プログラムについては従来登録公開料も選択可能）   
  を各々適用した月割り料金とする。 
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＜適用タイミングの例／統合プログラム参加時より適用＞ 
  （2018年9月に統合プログラムの宣言を公開した場合） 

年間起点を 
1月とする場合 

年間起点を 
4月とする場合 

4月 2018年9月 4月 

新宣言公開 

統合プログラム料金適用 
（移行措置を含む） 
（1年間の料金×３／１２） 

統合プログラム料金適用 
（移行措置を含む） 
（1年間の料金×６／１２） 

従来プログラム料金適用 
（1年間の料金×９／１２） 

従来プログラム料金適用 
（1年間の料金×６／１２） 

予測に基づく支払 
（従来料金ルール） 

予測に基づく支払 
（従来料金ルール） 

月割り実績に 
基づく清算 

月割り実績に 
基づく清算 

2018年1月 2019年1月 

（以降統合プログラム料金） 

（以降統合プログラム料金） 

登録公開料適用ルール：統合プログラム参加時 

統合プログラム料金体系へ登録公開料を統一の場合 

33 
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＜２０２０年３月の移行措置終了時点の対応＞ 
  （1月を年間の起点にしている場合） 

年間起点を 
1月とする場合 

4月 4月 

（上限100万円等） 

2020年1～12月の売上で登録公開料
の区分を決定。 

登録公開料が移行措置終了により変
更になる場合は、 
2020年1～3月と、2020年4～12月ま
での料金を月割りとする 

2019年1月 2020年1月 2021年1月 

移行措置適用期間（2020年3月まで） 4月以降正規料金 

登録公開料適用ルール： 2020年3月の移行措置終了時 

統合プログラム登録公開料 

34 
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＜２０２５年３月の従来宣言（ラベル）公開終了時点の対応＞ 
  （従来宣言（ラベル）に対して従来プログラム登録公開料を選択している場合であって、 
   かつ1月を年間の起点にしている場合） 

エコリーフ 

4月 4月 

移行措置に基づく支払 
（従来宣言には従来プログラム登録公開料を適用） 

2019年1月 2025年1月 

従来宣言公開期間（２０２５年３月まで） 

2025年1月以降も従来ラベルを継続する場合は、
2025年1月から3月までの料金を月割りとする 

従来プログラム登録公開料 

2025年1月以降も従来ラベルを継続する場合は、
2025年1月から3月までの料金売上で区分を適用。 

CFP 

登録公開料適用ルール：従来宣言（ラベル）公開終了時 

35 
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• お問い合わせ先 
 一般社団法人産業環境管理協会 
   JEMAI環境ラベルプログラム事務局 
  Tel    ：03-5209-7712 
  E-mail ：ecodesign@jemai.or.jp 
 
• JEMAI環境ラベルプログラムWEBサイト 
   http://www.jemai-label.jp/ 

 

本紙に掲載されている個々の情報（文字、画像等）は一般社団法人産業環境管理協会が 

著作権を保有しております。本紙の一部または一部の無断転載を禁じます。 

引用等を行う場合は、一般社団法人産業環境管理協会までお問い合わせください。 

2018.02： 原単位区分を基本文書改訂に伴い修正 

mailto:ecodesign@jemai.or.jp
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コミュニティ当日配布いたしました算定・宣言に関する変更点の資料は、 
従来エコリーフ環境ラベルおよび従来CFPプログラムに参加している方 
のみを対象とした資料となります。 
 
閲覧をご希望の方は、プログラム事務局へお問い合わせください。 
 

お問い合わせ先 
 
 一般社団法人産業環境管理協会 
   JEMAI環境ラベルプログラム事務局 
 Tel    ：03-5209-7712 
 E-mail ：ecodesign@jemai.or.jp 
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