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環境調和型製品設計への取組み

Handling of Eco-Product Design

地球環境問題に関して，1999年４月から改正省エネ法の施行，2001年４月から家電リサイクル法の施行等に

より資源循環型社会が到来しようとしている。

従来の製品設計は，品質（Q），コスト（C），納期（D）に注力してきたが，これからは，環境（E）をも確実に実

現する必要がある。したがって，製品設計においては，製品の原材料・部品の調達から製造・流通・使用・廃

棄に至るまでのことを考慮し，製品の一生涯における環境負荷を低減するための設計対応が急務とされている。

本稿では，環境調和型製品を設計するためには，どのように設計したら良いのか，また，どのように評価し

たら良いのかを設計者に対して支援する設計ガイドライン，設計基準，アセスメントツールについて述べ，更

に開発当初から環境にやさしい製品設計を目指し，計画的に環境調和型製品設計を行なった事例，および環境

ラベルへの取り組みについても言及する。
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Regarding to the global environment problems, recycling society is coming by enforcement of the

"Law concerning rational use of energy" on April, 1999 and the "Specified Household Appliance Recy-

cling Law" on April, 2001.

For conventional product design, we had been designing products in consideration of product’s

quality(Q), cost(C), and delivery date(D). Furthermore, we need to consider the environment load

from now on. We now have to think throughout the manufacturing process, from the viewpoint of

whole product life-cycle. That is buying materials and parts to manufacturing, shipping, using and

wasting products. And then, it is urgently necessary that the product design is handled for reducing

the environment load in a product life-cycle. On this conditions, we offer the following items.

• How to design the Eco-products.

• How to evaluate for designers.

• Example of the Eco-product design which was done deliberately to aim to be good for ecology from

the beginning of its development.

• Handling of the environmental label.

1. は  じ  め  に

従来の製品設計は，品質（Q），コスト（C），納期（D）に

注力してきたが，こらからは，環境（E）をも確実に実現

する必要がある。したがって，製品設計においては，製

品の原材料・部品の調達から製造・流通・使用・廃棄に

至るまでのことを考慮し，製品の一生涯における環境負

荷を低減するための設計対応が急務とされている。

2. 環境調和型製品の設計基準および設計支援ツール

環境調和型製品を設計するためには，どのように設計

したら良いのか，また，どのように評価したら良いのか

を設計者に対して支援するガイドラインや基準を充実す

る活動を97年度から実施しており，図１に示す環境調和

型製品の設計基準およびアセスメント基準を作成した。

2.1 環境調和型製品設計ガイドライン

環境に調和した設計をするためには何を考慮して設計

すれば良いのかを明確にすることを目的として制定し

た。

従来から進めている軽薄短小設計は，環境に対して負

荷を低減する考え方であり否定するものではないが，大
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きなプラス要素として廃棄に対する考えを入れたもので

ある。

本ガイドラインでは，製品の長寿命設計，省エネ設

計，省資源設計や，材料・部品の選択指針，リサイク

ル・廃棄を考慮した設計，加工法・組立法の選択など，

環境調和型製品設計を進めるにあたって遵守すべき事項

を定めたものある。

2.2 製品設計における環境アセスメント基準（１）（２）

上記の環境調和型製品設計ガイドラインに則って設計さ

れた製品の環境負荷を，評価する基準，さらに設計当初か

ら目標を作って設計することを目的として制定した。

環境アセスメントのルールを下記に示す。評価結果

は，表１の製品設計アセスメント審査書に記録を残す。

（1）時期：初期設計審査／中間設計審査／最終設計審査

（2）評価項目：再資源化・処理の容易性，省資源化，省

エネルギー，長期使用性，回収・運搬の容易性，安

全性および環境保全性，情報開示，梱包などの分野

で29項目。

（3）評価基準：30％の改善は４点，15％の改善は３点，

５％の改善は２点，従来と同等，但し法規制をクリ

アしていることは１点，法規制をクリアしていなけ

れば０点など０～４点で点数化する。

（4）合否判定基準：合格は，評価項目に“０”がないこ

図１　環境調和型製品設計基準及びアセスメント基準

表１　製品設計アセスメント審査書

 アセスメント基準�
「 製品設計における環境アセスメント基準」�
「 ライフサイクルアセスメント基準」�

製品設計�

基本設計� 技術試作� 製造試作� 初回生産�

初期設計審査� 中間設計審査� 最終設計審査�

 設計基準�
「 環境調和型製品設計ガイドライン」�
「 製品に含まれる有害物質基準」�
「 プラスチック製品材料識別表示 」�
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と。又は，総合評価点が従来機種を上回っているこ

と。不合格は，評価項目に“０”があること。又は，

総合評価点が従来機種と同等以下。改善のガイドラ

インは25％以上の改善を目標としている。あくまで

も設計に環境負荷低減の視点を盛り込むことを狙い

としている。

2.3 製品に含まれる有害物質基準

設計時，部品および材料を選定する時にも環境を考慮

する必要があるため，使用禁止物質，削減対象物質を明

確にすることを目的として制定した。

この基準をベースに現在使用してい

る部品を調査しデータベースを構築し

た。設計者は，製品に使用する部品に

含まれる環境負荷物質に使用禁止物質

がないことを前記「製品設計アセスメ

ント審査書」で確認することが義務付

けられている。

2.4 ライフサイクルアセスメント基準

製品の製造，使用，流通，廃棄に至

るライフサイクルにおける環境側面と

潜在的影響を評価する技法の一つとし

てライフサイクルアセスメント（LCA）
（３）がある。

このLCA技法を使用し，製品をエネ

ルギー使用量やCO2排出量等で定量的

にかつミクロ的に把握するツールを開

発した。データベースは，資源環境技

術総合研究所の“NIRE－LCA”をベースとして使用してい

る。

図２にLCAツールの構成を示す。また，図３にLCA

シートの実施例を示す。

3. 環境調和型製品設計事例（４）（５）

オシログラフィックレコーダOR100は，開発当初から

環境にやさしい製品設計を目指し，計画的に環境調和型

製品設計を行った１事例である。図４に従来機種

ORP1200とOR100の外観を示す。

従来機種であるORP1200の環境アセスメントを行い，

図２　LCAツールの構成図

図３　LCAシートの実施例
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消費電力，重量，リサイクル困難部品率等の環境負荷が

大きいことを確認し，これに注目して具体的設計方針を

はじめに定めた。その結果，消費電力は，回路電圧の低

減，及びASIC化によっておよそ80％削減している。

重量及び製品体積は，３次元CADによる構造の最適化

設計を行い，プレス，切削部品を一体モールド部品化し

た。さらにガスインジェクションモールディングを採用

し，薄肉で強度のある筐体を実現することによってそれ

ぞれ80％以上の削減を実現している。

また，リサイクル困難率及び分解性についても圧入，

カシメ，接着，インサート金具，導電塗装を廃止し76％

の改善を行っている。

4. 環境ラベル

1999年９月より，ISO14021で規定されているタイプⅡ

の自己宣言ラベルの認定基準及び運用規程を定めた。認

定基準は，環境調和型製品設計ガイドラインに基づいて

設計し，環境アセスメント基準に合格した製品であるこ

と，さらに，従来製品もしくは他社類似製品よりも優れ

た環境配慮がなされていると判断される製品に限り適用

される。

  図５に横河電機の環境ラベルを示す。葉と創業時の

扱い品目である指示計器をモチーフとしたデザインに

なっている。このラベルの下部に対象製品の特筆すべき

改善点や主張点を記入して環境情報を表示する。現在，

DAQSTATION DX100/DX200，ディジタルオシロス

図５　横河電機の環境ラベル

図４　従来機種のORP1200とOR100（右）概観

コープDL7100，パワーアナライザPZ4000，ディジタルオ

シロスコープDL1540C/CL，データロガーMV100の５機

種で認定されインターネットのホームページで公開し，

さらに販売資料に環境ラベルを表示してグリーン購入を

推奨している。

5. お  わ  り  に

現在までの環境調和型製品設計の取組みについて述べ

た。21世紀では，さらなる資源循環型社会に向け，製品

の回収，リサイクル，廃棄などのいわゆる静脈系への

メーカ対応が必須となってくる。

当社製品には社会的規制はまだ少ないが，家電等の規

制を参考に積極的に環境に調和した製品を開発していく

所存である。
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