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主要国のグリーン公共調達制度（平成 27 年度更新版） 

国・地域 
グリーン公共調達(GPP) タイプI環境ラベル 

有無 関連法規、概要 
主導省庁・機

関 
有無 ラベル名称・実施状況等 

インドネシア ○ 「環境保護と管理に関する法律」(Low No.32/2009) 
「政府の製品やサービスの調達に関する大統領規則」(No. 54/2010) 
SCP in Five Year Plan(2015~2019) 
「国家中期開発計画」(RPJMN) (2015~2019)、他 
GPP に関する法整備や基準策定等を整備中である。 
タイプ I、II 環境ラベル制度の GPP への活用を考えているとしているが、本年度は目

立った動きはない。 

インドネシア 
環境・林業省 

○ 
 

エコラベルインドネシア(インドネシア環境省) 
2003 年から JICA の支援のもと制度開始、カテゴリ数(基準

数)13、26 商品(6 社) 

カンボジア ×   ×   

シンガポール  ○ GPP に関する法律はないが、GPP のガイドラインにより実施が推奨されている。 
シンガポールのエネルギー効率化を推進するため E2PO イニシアチブ（Energy 
Efficiency Program Office）(2009 年) 
「環境持続可能性をリードする公共セクター(PSTLES)」イニシアチブを 2006 年から実

施している。主に、オフィス製品のエネルギー効率と、公的ビルディングの建設、維

持、改修に関して、GPPに取り組むことが推奨されている。 

国家環境庁 ○ 
 

シンガポールグリーンラベル(シンガポール環境協議会) 
1992 年に環境省主導で制度開始、51 カテゴリ、3,000 商品以

上(770 社以上) 
・エコマークと相互認証協定を締結。 

タイ ○ Green Public Procurement Plan (1st , 2nd) 
2008 年に第 1 次 GPP プラン(閣議決定)で中央政府への GPP を推奨(実質上はほぼ

義務化)し、現在、第2次GPPプランを実施中(全ての公共機関を対象)。対象品目は19
商品、5 サービスが設定され、年々拡大している。実施状況の把握や効果の推計も行わ

れている。 
2015 年 2 月 4 日、官報に公表された「電子市場・電子取引に関する調達

ガイドラインの首相府通知 」には、タイ・グリーンラベルもしくはグリーンカ

ート製品を調達するよう明記されている。 

天然資源・環境省 

公害監視局

(PCD) 

○ 

 

タイ・グリーンラベル(タイ環境研究所) 
1994 年制度開始、107 カテゴリ、519 商品(68 社) 
・グリーンラベル基準は、GPP 基準よりも 10%程度厳しい基準

となっており、GPP に活用されている。 
・エコマークと相互認証協定を締結。 

フィリピン ○ 「Executive Oder No.301」(2004) 
大統領令で、各政府機関がグリーン調達プログラムに取り組むことを命じているが、大統

領交代により実効性が失われている。 
現在、SWITCH-Asiaによるフィリピン国家PSC(政策支援コンポーネント)では、貿易工

業省主導で GPP のパイロットプロジェクトが実施されている。 

大統領府、政府

調達ポリシー理

事会、予算管理

行政省、貿易工

業省 

○ 
 

フィリピングリーンチョイス(フィリピン環境保護および持続可能

な発展センター) 
JICA の支援のもと 2003 年に制度開始、国家のラベルと位置

付けられている。 
カテゴリ数39、28 商品(11 社) 

ブルネイ × 
注1)  ×  注1) 

ベトナム ○ 「国家グリーン成長戦略」(1393/QD-TTg:2012) 
「環境保護法」(55/2014/QH13) 
法第44条で環境にやさしい生産と消費について規定し、法律による環境ラベル製品

に基づくグリーン商品を優先利用することが義務付けられている。 
なお、2015 年2 月に政令No.19/2015/ND-CP が定められ、第47 条に GPP ではベ

トナムグリーンラベルの優先順位を高くすること、および財務省は天然資源環境省と連

携して取り組むことが明記された。 
なお、省エネラベリング製品に関しては、「国の予算を使用する政府機関に、省エネ製

品の購入を義務付ける首相決定」(68/2011/QD-TTg)に基づいて 13 品目に対して政府

調達で省エネラベリング製品の調達を義務付けている。 

ベトナム天然

資源環境省

(MONRE) 

○ 
 

ベトナムグリーンラベル(MONRE) 
2009 年制度開始、カテゴリ数14、53 商品(5 社) 
GEN には準会員として 2014 年に加盟した。 

マレーシア ○ 「第11 次マレーシア計画」(2016~2020)他 
GGP 通達(GGP circular) 財務省通達(2014) 
GGP Short Term Action plan(2013～2015) 
欧州連合(EU)の財政支援を受けながら SWITCH-Asia プロジェクトとして、「SCP(持続

可能な消費と生産)マレーシアプログラム」が立ち上げられた。 
2014 年7 月に「政府グリーン調達のためのガイドライン」を策定。 
5 つの公共機関に対して 6 つの対象品目(クリーニングサービス、ICT 機器、高効率室

内照明、用紙、塗料・コーティング、繊維セメント板)を割り当て、パイロット事業を実施し

ている。 
環境配慮型商品の流通促進と GGP(Green Government 
Procurement)等への活用を目的に MyHIJAU マーク制度を立ち上げ

た。MyHIJAU マーク製品の調達や製造する民間企業に対しても税制

上の優遇措置を図るとされている。 

エネルギー・グ

リーンテクノロ

ジー・水道省

(KeTTHA)、 
マレーシアグリー

ンテクノロジーコ

ーポレーション

(MGTC) 

○ 
 

SIRIM エコラベル(SIRIM QAS International) 
2004年制度開始、国家の環境ラベルに位置づけられている。

Malaysian StandardとSIRIM Eco-Labelling Criteriaの2
種類の基準の枠組みが存在している(基準数は合計で51)。44
商品が認定を受けている。 
・SIRIM エコラベル、省エネラベル、節水ラベル等の認定を

受けていると、MyHIJIAU マークの登録ができるとされてい

る。 

ミャンマー × 
注1)  ×  注1) 

ラオス × 現在、GPP や環境ラベルは存在せず、実施計画もない。  ×   

EU ○ 欧州委員会(EC)は、COM (2008) 400において2010 年までに EU加盟国における公

共調達の 50%が EU GPP Core 基準に準じた調達を行うことを目標に掲げている。 
2014 年2 月に改正公共調達指令2014/25/EC、2014/24/EC が公布され、2016 年4
月までに改正公共調達指令に基づいて加盟国内での法制化を進めることになってい

る。 
ECでは、様々なツールキットの開発や、グッドプラクティスの紹介等、加盟国のGPP導

入をサポートしている。その一つが、EU GPP基準で21カテゴリの基準が公開されて

いる(この基準を用いて調達することは義務とはされていない)。 
●政府調達において GPP 以外で調達が義務付けられている規則 
� EU エネルギースタープログラム規則(Energy Star Regulation – No106/2008)  
� クリーンでエネルギー効率のよい一般道路車両の推進に関する指令(Clean 

Vehicles Directive – 2009/33/EC)  
� エネルギー効率化指令(Energy Efficiency Directive – 2012/27/EU)  
� 建築物のエネルギー性能に係る指令(Energy Performance of Buildings 

Directive、EPBD-2010/31/EU) 

欧州委員会 ○ 

 

EU 圏内では、EC が実施する EU エコラベルや、ドイツ・ブ

ルーエンジェル、北欧5 カ国ノルディックスワンなどのタイプ I
環境ラベルが存在している。 
改正公共調達指令では、調達者が入札仕様書などにタイプ I
環境ラベル製品を指定することができるようになった。 

アメリカ ○ 大統領令により連邦政府機関のグリーン公共調達が義務付けられており、連邦調達規則

などに持続可能な調達に関する規定が存在する。 
2015 年の大統領令 13693 号では、全体的目標として、連邦政府機関が達成すべき温

室効果ガスの排出量が定められ、その個別の目標として持続可能な購買や調達の推進

についても、調達時に考慮すべき持続可能な製品やサービスを規定している。 
●優先調達が義務付けられている指令・規則 
・エネルギースタープログラム 
・連邦エネルギー管理プログラム(FEMP) 
・包括的物品調達ガイドライン(CPG) 
・バイオプリファードプログラム 
・電子製品環境アセスメントツール(EPEAT) 
その他、推奨されるプログラムが多数存在する。 

環境保護庁

(EPA) 
○ 

 

グリーンシール(Green Seal Inc.) 
1989 年制度開始、民間団体が実施するタイプ I 環境ラベル。

31 商品・サービスの基準、約4,000 の商品・サービスを認証し

ている。 

中国 ○ 2002 年「中華人民共和国政府調達法」 
2004 年「省エネ商品、政府調達の実施に関する意見」と「省エネ商品、政府調達品リス

ト」(財政部・国家発展改革委員会)を発布。 
全ての公共機関は調達品リストからの調達が求められている(必須・推奨の

品目あり)。リストに掲載されるには、省エネ認証(節能ラベル)の認証が必

要である。 
2006 年「環境ラベル商品、政府調達の実施に関する意見」ならびに「環境ラベル商品、

政府調達品リスト」(財政部と環境保護総局(現：環境保護部))を発布。 
全ての公共機関は調達品リストからの調達が求められている。リストに掲載

されるには、中国環境ラベルの認証が必要である。 

中国環境保護部、

国家発展改革委

員会、財政部 

○  中国環境ラベル((中国環境保護部環境認証センター、中環連

合(北京)環境認証センター有限公司) 
1994 年制度開始、中国環境保護部が所有する環境ラベル。

97 カテゴリ、150,000 製品以上(約2,400 社) 

韓国 ○ 2005 年「環境配慮型商品の購入促進法」により、中央政府・地方公共団体 884、および

関連する約3 万機関が対象。 
環境配慮型商品の調達が義務付けられ、韓国環境ラベル認定商品もしくはグッドリサイ

クル認定商品は環境配慮型商品と位置付けられている。 

環境省、韓国

環境産業技術

院、韓国調達

庁 

○ 

 

韓国環境ラベル(韓国環境産業技術院) 
1992 年制度開始、「環境技術と環境産業支援法」第17 条に基

づく国家の環境ラベル。156 カテゴリ、16,732 商品・サービス

(2,767 社) 

注1) UNEP、APO、GIZ等の国際機関への聞き取りや、関連省庁のウェブサイトを確認、問い合わせを実施したが、GPPや環境ラベルに関する情報は得られなかった。
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主要国の GPP の品目一覧(2016 年 2 月時点) 
 

●タイ 

表 1. タイの GPP 対象品目 
 商品カテゴリ 品目 

1 事務用消耗品 印刷用紙* 

2 トイレットペーパ 

3 封筒 

4 ホワイトボードマーカー 

5 複写機* 

6 文書箱 

7 トナーカートリッジ* 

8 修正液 

9 プリンタ* 

10 文書ファイル 

11 耐久消費財 蛍光灯* 

12 一次電池 

13 建築塗料 

14 スチール家具 

15 クールモード衣料品* 

16 交通 乗用車 

17 ガソリン 

18 潤滑油 

19 バン* 

1 サービス 複写機レンタルサービス 

2 オフィスクリーニングサービス 

3 宿泊サービス(ホテル) 

4 自動車修理サービス(オイル交換)* 

5 ガソリンスタンド 

 * 2014~2015 年に改定または新規策定された品目 

 

●マレーシア 

表 2. マレーシアの GGP のパイロット事業の品目と基準 

No 品目 

1 清掃サービス 

2 ICT機器(デスクトップPC、ノートPC) 

3 塗料、コーティング 

4 繊維セメント板 

5 高効率室内照明(蛍光ランプ、LEDランプ、HIDランプ) 

6 用紙 

7 建築物エネルギーマネジメントサービス* 

8 グリーンデータセンター* 

9 複合機* 

10 エアコン* 

11 衣料* 

12 家具* 

*  2015 年に追加された対象品目 
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●EU 

表 3-1. EU の GPP の商品カテゴリ 

No 品目 

1 コピー用紙およびグラフィック用紙 

2 クリーニング製品およびサービス 

3 オフィス IT 機器 

4 建設 *改定中（基準掲載なし） 

5 輸送 

6 家具 

7 電気 

8 食品およびケータリングサービス 

9 繊維製品 

10 ガーデニング製品およびサービス 

11 壁パネル 

12 熱電併給(コージェネレーション) 

13 道路建設および交通標識 *改定中（基準掲載なし） 

14 道路照明および交通信号 

15 屋内照明 

16 排水インフラフトラクチャ 

17 便器 

18 給水栓(蛇口、シャワーおよびシャワーヘッド) 

19 画像機器 

20 ヘルスケアセクターで使用される電子電気機器 

21 水式暖房 
 

表 3-2.EU の現在策定中の GPP 基準 

No 新規/改定 品目 完了目標時期 

1 新規 オフィスビル 2015 年第 4 四半期 

2 改定 屋内外用塗料およびワニス* 2016 年前半 

3 改定 繊維製品* 2016 年前半 

4 改定 デスクトップ型パソコン・ノートパソコン* 2016 年前半 

5 改定 道路 2015 年第四半期 

6 改定 家具* 2016 年前半 

7 改定 クリーニングサービス* 2016 年末 

8 改定 再生可能電力 2016 年中旬 

9 改定 食品およびケータリングサービス 2016 年末 

* EU エコラベルと GPP の両方で策定が行われている基準。 
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●アメリカ 

①優先調達が法的に要求される製品およびサービス 

・Recycled content products (CPG) 
・Energy and water efficient products and services (ENERGYSTAR,FEMP) 
・BioPreferred and biobased designated products 

表 4-1.CPG の対象分野および品目 
対象分野 品目 

建設製品 

建築断熱材、カーペット(ポリエステル)、カーペットクッション、セメント、コンクリート、強

化再加工ラテックス塗料、フロアタイル、流動性充填材、ラミネート板紙、モジュール式敷居傾

斜路、無圧パイプ、テラスブロック、線路勾配横断面、屋根材、シャワー・トイレ間仕切、構造

用繊維板 

造園製品 
有機物再生使用コンポストおよび肥料、ホース、動水マルチ、芝・庭園エッジング、景観用プラ

スチック製木材 

公園、レクリエーション

製品 

公園ベンチおよびピクニックテーブル、プラスチックフェンス、遊具、運動場舗装、ランニング

トラック 

輸送製品 チャネライザ、視線誘導標、フレキシブルデリネータ、車止め、通行バリケード、通行コーン 

車両製品 エンジンクーラント、再生自動車部品、再精製潤滑油、リトレッドタイヤ 

非紙製オフィス製品 

バインダー、クリップボード、ファイルフォルダ、クリップ書類入れ、プレゼンテーションフォ

ルダ、オフィス家具、オフィスリサイクル容器、オフィスごみ箱、プラスチック製卓上アクセサ

リ、プラスチック製封筒、プラスチック製ごみ袋、プリンタリボン、トナーカートリッジ 

紙および紙製品 商用・産業用衛生薄紙製品、雑紙、新聞紙、板紙および包装製品、印刷用紙、筆記用紙 

その他の製品 
賞状・額縁、バイクラック、噴射加工砂、産業用ドラム、マニュアルグレード貼布、マット、パ

レット、標識、吸着剤 

表 4-2. FEMP の指定するエネルギー効率機器 

カテゴリ 対象製品 

加熱冷却装置 業務用ボイラー、冷却装置(空気冷却式、水冷却式)、住宅用電気抵抗ウォーターヒーター 

照明 蛍光バラスト、エクステリアライティング、蛍光照明器具、産業用照明器具、サスペンデッド蛍

光照明器具 

フードサービス 水冷却式氷製造機 

表 4-3.エネルギースタープログラムの対象製品 
カテゴリ 対象製品 

電化製品 洗濯機、食器洗浄機、冷蔵冷凍庫、衣類乾燥機 

商業フードサービス 
業務用食器洗浄機、業務用油揚器、業務用調理鉄板、業務用温蔵庫、業務用製氷機、業務用オー

ブン、業務用冷蔵冷凍庫、業務用スチームクッカー 

電子機器、オフィス機

器 

AV 機器、コンピュータ、データセンター、ディスプレイ、エンタープライズ・サーバ、画像機

器、セットトップボックス・ケーブルボックス、スモールネットワーク機器、電話方式、テレ

ビ、無停電電源装置 

加熱冷却装置 
セントラルエアコンディショナー、ルームエアコンディショナー、ボイラー、業務用温水器、除

湿機、炉、空気式ヒートポンプ、地熱式ヒートポンプ、小型商用冷暖房、温水器、空気清浄機 

照明、ファン シーリングファン、イルミネーションライト、ランプ、照明器具、換気扇 

住宅建築資材 屋根材、窓・ドア・天窓 

その他 プールポンプ、自動販売機、冷水機 

表 4-4. BioPreferred 連邦調達プログラムの対象カテゴリ 
2-サイクルエンジンオイル  使い捨てカトラリー  リップケア製品 

 接着剤、樹脂リムーバー  使い捨てテーブルウェア―  ローション、保湿剤 
 農業スプレー補助剤  ダスト抑制剤  モービル装置作動液 
 空気清浄・脱臭剤  電子部品用クリーナー   マルチ、コンポスト資材 
動物掃除製品  エンジンクランクケースオイル  多目的クリーナー、潤滑油 

 動物防虫剤  浸食制御資材   オーブン・グリル用クリーナー 
 アスファルト修復材  肥料  包装・遮蔽資材 
 アスファルト・タール リムーバー  フィルム（非耐久性、半耐久性）  ペイント リムーバー 
 自動車ケア製品  銃潤滑油   部品洗浄溶剤 
 バス用品  フロアクリーナー・プロテクター  浸透潤滑油  
 バスルーム・スパクリーナー  フロアカバーリング(非カーペット)  空気圧機器用潤滑油  
 寝具類、ベッドリネン、タオル   フロア剥離剤  ルーフコーティング 
バイオレメディエーション材料  フードクリーナー  髭剃り製品  

 ブラスト媒体  フットケア製品  スライド潤滑油 
 ろうそく、ろう  成形加工潤滑油  吸着剤  



5 

 カーペット   燃料コンディショナー  特殊精密用クリーナー・溶媒 
 チェーン・ケーブル潤滑油   家具用クリーナー・プロテクター  据置型機器用油圧作動液  
 コンポスト活性剤・促進剤  ガソリン添加剤  日焼けケア製品  
 コンクリート・アスファルトクリーナ
ー 

 ギア用潤滑油   局所鎮痛製品  

 コンクリート・アスファルト剥離液  多目的凍結防止剤 タービンドリップオイル 
 腐食防止剤  多目的家庭用クリーナー  排水システムコーティング 
 傷用軟膏  ガラスクリーナー  水浄化剤 
 防臭剤  落書き・グリース リムーバー  水タンクコーティング 
 サッチング器材  熱伝導流体  水タービンベアリングオイル 
 ディーゼル燃料添加剤  工業用クリーナー  木・コンクリート用染料 
 食器洗浄製品  インク リムーバー・クリーナー ハンドクリーナー、洗浄薬 
 使い捨て容器   革・ビニル・ゴムケア製品 航空機・船舶用クリーナー 
 EPS フォームリサイクル製品 金属クリーナー・腐食リムーバー 熱輸送容器（耐久性、非耐久性） 
 カーペット・カバークリーナー（多目
的、スポットリムーバー）  

ヘアケア製品（コンディショナー、シャ
ンプー） 

インク（新聞、プリンタトナー、
シート給紙、特殊） 

複合パネル（吸音、天板、内装パネ
ル、プラスチック木材、構造内装パネ
ル、構造壁パネル） 

内装塗料・コーティング（ラテックス、
水系アルキド、オイルベース・溶剤系ア
ルキド） 

金属加工油剤（多目的可溶性・半
合成・合成オイル、高性能可溶
性・半合成・合成オイル、ストレ
ートオイル） 

 流体封入変圧器（合成エステルベー
ス、植物油ベース） 

洗濯製品（多目的、前処理、スポットリ
ムーバー） 

微生物クリーニング製品（下水維
持管理製品、多目的クリーナー、
排水維持管理製品） 

 グリース（食品グレード、多用途、そ
の他、線路、トラック）  

プラスチック断熱フォーム（住居、商業
施設用） 

木・コンクリートシーラー（メン
ブランコンクリートシーラー、液
体透過性） 

※ その他に EPA の推奨する環境ラベルの中で特筆するものとして、“電子製品環境アセスメン

トツール(Electronic Product Environmental Assessment Tool：EPEAT)があり、パーソナ

ルコンピュータ、画像機器、テレビがある。 

 



6 

●中国 

表 5-1. 中国省エネ商品、政府調達品リスト 
区分 商品カテゴリ 品目 

省エネ商品 

1. コンピュータ機器 

 サーバ 

★デスクトップコンピュータ 

★ポータブルコンピュータ 

★タブレット型コンピュータ 

2. 入出力装置 

印刷装置 

インクジェットプリンタ 

★レーザープリンタ 

★ドットインパクトプリンタ 

表示装置 ★液晶ディスプレイ 

画像入力装置  スキャナ 

3. プロジェクタ プロジェクタ 

4. 複合機 複合機 

5. 乗用車(セダン) 乗用車 

6. バス 大型中型バス 

7. 専用車両 
ごみ収集車 

街路清掃車 

8. ポンプ 遠心分離機 

9.★冷凍空調機器 

冷凍圧縮機 

★水冷式空調機 

★水熱源ヒートポンプ式空調機 

★臭化リチウム吸収式冷凍機 

空調ユニット 
★マルチエアコン(ヒートポンプ) 

★ユニットエアコン 

冷凍空調機 ★室内空調機 

10. モーター モーター 

11. 変圧器 
配電用変圧器 

電源変圧器 

12.★安定器 ★蛍光灯安定器 

13. 電源装置 無停電電源装置(UPS) 

14. 生産補助電源 ケーブル専用橋 

15. 生活家電 

冷蔵庫 冷蔵庫 

★エアコン 

★ルームエアコン 

★インバーターエアコン 

★マルチエアコン(ヒートポンプ) 

★ユニットエアコン 

洗濯機 洗濯機 

給湯器 

★電気給湯器 

ガス給湯器 

ヒートポンプ給湯器 

太陽熱給湯システム 

商業用給湯器 

16. 照明器具 

★一般照明用電球形蛍光ランプ 

★直管蛍光灯 

高圧ナトリウムランプ 

LED 道路/トンネル用照明製品 

LED ダウンライト 

反射型電球型 LED ランプ 

普通照明用無指向性電球ランプ 

直管 LED ランプ 

17.★テレビ ★通常のテレビ機器(テレビ) 

18. ビデオ監視機器 ビデオ監視機器 

19. 食品調理器  商用ガス調理器具 

20. 鉛圧延板  アルミ材 

21. 窓  窓 

22. ガラス ガラス 

節水商品 

1.★便器 ★便器 

2.★蛇口 ★蛇口 

3. フラッシュバルブ式便器 フラッシュバルブ式便器 

4. タンク内部品 タンク内部品 

5. バルブ バルブ 

6. シャワー シャワー 

出典：第 19 次省エネ商品、政府調達品リスト ★印：GPP での調達が必須とされている項目 
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表 5-2. 中国環境ラベル商品、政府調達品リスト 
商品カテゴリ 品目 

1.コンピュータ機器 

サーバ 

デスクトップコンピュータ 

ポータブルコンピュータ 

他のコンピュータ機器 

2.入出力デバイス 

印刷装置 

インクジェットプリンタ 

レーザープリンタ 

ドットインパクトプリンタ 

表示装置 液晶ディスプレイ 

画像入力装置 スキャナ 

3.複合機 複合機 

4.乗用車(セダン) 
車 

その他の乗用車(乗用車) 

5.生活家電 給湯器 

6.テレビ機器 通常のテレビ機器(テレビ) 

7.ベッド 

スチール製ベッド 

木製ベッド 

その他のベッド 

8.机・テーブル 
スチール製机・テーブル類 

木製机・テーブル類 

9.椅子 
金属フレーム椅子 

木製フレーム椅子 

10.ソファ類 その他のソファ 

11.キャビネット 
木製キャビネット 

金属製キャビネット 

12.棚 
木製棚 

金属製棚 

13.パーティション 
木製パーティション 

金属製パーティション 

14.洗面台 洗面台 

15.便器 便器 

16.蛇口 蛇口 

17.家具 家具 

18.家庭用家具部品 家庭用家具部品 

19.その他の家具用具 その他の家具用具 

20.綿、化学繊維、染色材料 綿、化学繊維、染色材料 

21.コピー用紙(再生コピー用紙を含む) コピー用紙(再生コピー用紙を含む) 

22.トナーカートリッジ(再生トナーカートリッジを含む) トナーカートリッジ(再生トナーカートリッジを含む) 

23.セメントクリンカーおよびセメント セメント 

24.コンクリート製品 混合コンクリート 

25.繊維強化セメント板 非アスベスト繊維セメント製品 

26.計量建材および製品 石膏ボード 

27.建築用陶磁器製品 
磁器質タイル 

セラミックタイル 

28.建築用防水膜および製品 
自己接着防水膜材 

高分子防水膜(シート) 

29.その他の非金属製品 その他の非金属材料 

30.壁塗料 

内壁用合成樹脂エマルジョン塗料 

外壁用合成樹脂エマルジョン塗料 

その他の壁塗料 

31.防水塗料 その他の防水塗料 

32.ドア、ドア枠 ドア、ドア枠 

33.塗料(建築用塗料を除く) 塗料(建築用塗料を除く) 

34.マスチック塗材および同様品 マスチック塗材および同様品 

35.プラスチック製品 プラスチック製品 

出典：第 17 次環境ラベル商品、政府調達品リスト 
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●韓国 

表 6-1. 韓国の GPP の商品カテゴリ 

大分類 中分類 小分類 製品 

事務/教育 
/映像/家電 

事務機器 
複写機 

多機能プリンタ、複写機、多機能複写機、事務機器トレイまたは給

紙装置 

ファクシミリ レーザーファクシミリ、ファックス機器 

家電製品 

洗濯機 家庭用洗濯機 

食器洗浄機 家庭用食器洗浄機 

冷蔵庫 冷蔵冷凍兼用装置 

空気清浄器 空気清浄器、空気殺菌機 

テレビおよびビ

デオプロジェク

タ 

テレビ(LCD,LED,PDP)、ビデオプロジェクタ、一体型 DVD、 
ビデオ、CD プレーヤー 

生ごみ減量化機 生ごみ減量化機、家庭用生ごみ処理機 

エアコンディシ

ョナー 
冷房機、熱ポンプ、冷暖房機 

家具 

机(テーブル) 

応接テーブル、化粧台、会議用テーブル、補助机、電話テーブル、

司会台、書見台、教卓、パソコン机、間仕切り型閲覧台、学生用机、

受講用テーブル、実習台、移動式スツールテーブル、傾斜陳列・閲

覧台、共用テーブル、実験室用シンク台、実験台、収蔵庫用収納キ

ャビネット、幼児用テーブル、産業用作業台、補助机、机、屋外用

テーブル 

椅子 
ソファ、椅子、教室用長椅子、机用コンビ椅子、スツール椅子、ラ

ウンジ用椅子、作業用椅子、講堂・競技場用椅子または特殊目的椅

子、屋外用ベンチ、屋外用椅子、折りたたみ椅子 

保管用家具 

保管用棚、工具保管箱、ケースまたはキャビネット、工具整理台、

机、タンス、衣裳用キャビネット、移動型ファイル引き出し、ファ

イリングキャビネットまたは付属品、クレデンザ、本棚、引き出し

型収納箪笥、その他未分類家具、装飾品キャビネット、掃除道具箱、

移動式書架、図書館 CD またはカセット陳列台、パソコン本体保管

キャビネットおよび台、テレビ保管キャビネットおよび台、食器棚、

靴箱、キャビネット、マガジンラック、ロッカー、浴室用掛ける収

納キャビネットまたは棚、実験室用保管キャビネットまたは補助用

品、展示用陳列台、出席簿保管キャビネット、幼児用教具キャビネ

ット 

ベッドおよび 
ベッドマットレ

ス 
ベッド、マットレス 

厨房家具 
その他厨房用品、家庭用シンク台、用紙保管キャビネット、食卓、

家庭用調理台 

その他家具およ

び付属品 

本立て、書類ケースまたは書類箱、教壇、教卓、カウンター、ブッ

クトラック、パネルシステム部品またはその付属品、パネルシステ

ム用保管箱、新聞掛け台、ペデスタル デスク(台)、プロジェクター

スタンドまたはカート、鉢植え台、鏡、アイロン台、傘立て、目隠

し用間仕切り、洋服掛け、講演台、黒板補助キャビネット、新聞掛

け台、郵便物分類ケースまたは整理ケース、郵便箱、記票用品、イ

ンタラクティブホワイトボードおよび付属品 

OA 間仕切り

(パーテーシ

ョン) 
OA 間仕切り 事務用間仕切り、化粧室用間仕切り、パネルシステム用間仕切り 

紙類 

印刷用紙 
筆記用紙、新聞用紙(枚葉)、白板紙、画材用紙およびアート紙、プ

リンターラベル、教育用または職業用図書、包装紙、オフセット印

刷用紙、標準新聞用紙 

事務用紙 
パソコン出力用紙、プリンタまたはコピー用紙、文房具用紙、レザ

ック紙、ペーパーパッドおよびノート 

  その他紙類 クレーコーティング紙、シリコンコーティング紙、その他印刷物 
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大分類 中分類 小分類 製品 

一般事務 
用品 

筆記具および 
筆記具消耗品 

デジタル輪転機謄写インク、黒板消しおよび付属品、木製鉛筆、サ

インペン、油性凸版または平版インキ、消しゴム、マジックペン類、

ボールペン 

その他事務用品 

接着式メモ用紙、紙テープ、包装用テープ、事務用テープ、一般行

政共通書式、雑誌または本の表紙、穴あきバインダー、接着剤、ペ

ーパーカッターまたはリフィル、標準封筒、カレンダー、決済箱、

書類整理ケース、事務機器用洗浄液、電子製品および部品設置、木

製フレーム額、余暇用図書、箒、文書ホルダー、クリップボード、

ファイルフォルダ、ステッカー、外表紙 

電子 
/情報 
/通信 

個人用 
コンピュータ 

個人用 
コンピュータ 

ワークステーションおよびデスクトップコンピュータ、デスクトッ

プコンピュータ、電子黒板、小型コンピュータ、個人コンピュータ、

一体型コンピュータ、タブレットコンピュータ 

ノート 
パソコン 

ノートブック 
コンピュータ 

ノートブックコンピュータ 

プリンタ プリンタ レーザープリンタ、インクジェットプリンタ 

モニタ 

コンピュータ用 
モニタ 

CRT モニタ、LCD パネルまたはモニタ 

電子黒板モニタ 液晶モニタ 

プロジェクタ 
デジタルプロジ

ェクタ 
デジタルプロジェクタ(LCD、DLP) 

カートリッジ カートリッジ 
新品トナーカートリッジ、再生トナーカートリッジ、ファクシミリ

用新品トナーカートリッジ 

その他消耗品 
再補充装置およ

びインク 
スクリーンインク、オフセットインク、艶有りインク、印刷用イン

ク 

繊維 
/ゴム 
/衛生 
/余暇 

衣類 

作業用衣服 
夜光チョッキ、危険物質防御衣類、防熱服、社員服、団体給食準備

または提供用衣装、レインコートおよび防水服、防寒服、 女性用作

業服および勤務服、男性用チョッキ、機動服、消防服 

軍用および警察

用衣服 
防弾チョッキ、制服、保護用作業服、戦闘服、ポンチョ 

その他の衣服 囚人服、男性用外套 

個人装具 

個人装具 

綿平織物、手袋、つば付き帽子、ベルトまたはサスペンダー、靴下、

洗面用タオル、テーブルクロス、ふきん、ゴムまたはビニールマッ

ト、ハンカチ、遺骨箱、 たわし、清掃用雑巾、ごみ袋またはごみ箱

ライナー、ガスマスク、マスクまたは補助用品、安全ヘルメット、

ひじ保護帯、ひざ保護帯、衣類袋、個人用小型かばん、靴の中敷き、

その他運動靴、男性用運動靴、男性用スリッパ、男性用靴、男性用

ブーツ、男性用スポーツウェア、人形、髭剃り、歯ブラシ、ナップ

ザック、ハンドバッグまたは財布、護身用手袋、携帯電話機、綿布

袋 

寝具 
合成繊維綿、掛け布団、マットレスカバー、敷き布団、枕カバー、

座布団、ベッドカバー、毛布、枕、掛布団カバー、キルティング布

団、寝袋 

衛生用品 

せっけん 
粉洗濯せっけん、固形せっけん、洗濯せっけん、化粧せっけん、汎

用洗剤 

洗剤および洗浄

剤 
掃除用パッド、ハンドソープ、シャワージェル、トイレ洗浄剤、食

器洗剤、脱臭剤、油除去剤、ガラスまたは窓用洗剤 

芳香・消臭剤 芳香剤、脱臭剤、香水 

ティッシュおよ

び紙・エアタオ

ル 

トレットペーパーロール、ペーパータオル、ハンドドライヤー、美

容ティッシュ 

食品容器 
商業用カップまたはマグカップ、その他薄葉紙、家庭用使い捨て皿、

家庭用お玉、厨房用刃物、つまようじ、個人用水筒、家庭用おかず

入れ、箸、スプーン、フォーク、家庭用まな板 

袋 ごみ袋、プラスチック布袋、ショッピングバッグ 

包装材 
包装容器 包装容器、包装トレイ 

その他包装材料 包装材、段ボール原紙、クッキングホイル、気泡入り緩衝材 



10 

大分類 中分類 小分類 製品 

レジャー 
用品 

レジャー用品 
自転車用チューブ、自動車賃貸サービス、釣竿リール、自転車用タ

イヤ 

化学 
/消防 
/安全 

化工薬品 
水処理剤 水処理凝固剤、水処理剤、防錆剤 

産業用脱臭剤 産業用脱臭剤 

消防防除 消火用具 簡易消火用具、手動式消火器、泡消火薬剤、警報装置 

室内燃料油 暖房燃料 室内灯油 

車両 
/運搬 

建設機械 建設重装備 
油圧式削岩機、車輪掘削機、軌道掘削機、車両ローダー、除雪機、

路面切断機、コールドプレイナー、スキッドステアローダー 

車両用品 

車両用タイヤ 乗用車用タイヤ、トラック・バス用タイヤ 

車両用 
エンジンオイル 

ガソリン自動車用エンジンオイル、ディーゼル自動車用エンジンオ

イル 

油圧作動油 油圧作動油 

自動車不凍液 自動車不凍液 

非石綿運送部品 
ドラムブレーキ、ディスクブレーキ、ブレーキライニング、ドラ

ムブレーキシュー 

その他車両用品 
エンジン用空気ろ過用エレメント、自動車バンパーガード、車両部

品洗浄機、空気ろ過機、タイヤ空気注入機、シートカバー 

電気 
/試験 
/計測 

発電装置 蓄電池 
密閉型鉛蓄電池、ニッケル水素蓄電池、ニッケルカドミウム蓄電池、

塩酸蓄電池、リチウム電池 

ランプ 
および 
安定器 

蛍光ランプ 
蛍光ランプ、コンパクト蛍光ランプ、蛍光灯安定器、投光照明、LED
ランプ 

灯器具 
ダウンライト設備、天井照明設備、景観照明、LED 室内照明灯、新

再生エネルギー街路灯、居住路照明設備、道路照明設備 LED ラン

プ、LED 照明器具、LED 街路灯 

ランプ用安定器 
ナトリウムランプ用安定器、磁気式安定器、メタルハルライドラン

プ用安定器、蛍光ランプ用安定器 

街路灯 街路灯 太陽光街路灯 

電気資材 電線ケーブル 耐熱ケーブル、電力ケーブル、制御ケーブル 

その他 
電気資材 

その他電気資材 
巻尺、レベルセンサーおよびトランスメーター、電子探針棒、水質

試料採取機、空気循環器、ワイヤリングトラフ 

機械 
/設備 

冷温水器およ

び浄水用品 
浄水用品 冷温水器、浄水装備、浄水器 

ボイラー ガスボイラー 天然ガス動力ボイラー、小型オイルボイラー、温度調節器 

水道資材 

節水型水道栓 節水型水道栓、節水バルブ 

水道栓 節水 
アタッチメント 

水洗バルブ、フロートバルブ、節水装置 

シャワー用品 シャワーヘッド、浴槽 

節水型洋式便器 節水型洋式便器、ビデ 

洋式便器用 
アタッチメント 

節水洗浄バルブ、節水型アタッチメント、ロータンク節水アタッチ

メント 

水道計量器 真空バルブ、チェックバルブ、水量計 

水道計量器 
保護容器 

グリストラップ、水量計保護容器、バルブ保護容器またはバルブ室 

水道用給水管 水道用給水管 

小便器 陶器質小便器、小便器、移動設置式小便器 

一般機械 
設備 

産業用洗浄機 産業用洗浄機 

その他機器 
屋内用発光ダイオード電光板、太陽光自動音声文字放送機、太陽

光災害非常放送機器、リサイクル品自動回収機 

土木 
/建築 

アスコン アスコン アスファルトコンクリート、アスファルト改質剤 

透水性コンク

リート 
透水性コンクリ

ート 
透水性コンクリート製品 

セメント 
高炉スラグセメ

ント 
高炉スラグセメント、セメント、天然骨材 

一般被覆管 排水管 
排水管、波型鋼管継手管、プラスチック複合管、硬質ポリ塩化ビ

ニール継手管、ポリエチレン管、硬質ポリ塩化ビニール管、ポリ
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大分類 中分類 小分類 製品 

エチレン二重壁構造下水道管、一般用硬質塩化ビニール管、排水

路 

排水槽および

汚水受け 

排水槽 ポリエチレン水受け 

汚水受け 汚水受け、汚水分離壁、整流壁 

ブロック 歩道ブロック 
ゴムブロック、歩道ブロック、歩車道用ブロック、石材ブロッ

ク、安全誘導ブロック、点字ブロック 

ブロック 護岸ブロック 
間知ブロック、植生ブロック、魚道ブロック、浅瀬ブロック、擁

壁ブロック、護岸ブロック、有孔ブロック 

ブロック その他ブロック 

境界ブロック、階段ブロック、柱保護用ブロック、内装用ブロッ

ク、保護ブロック、洗掘防止ブロック、インターロッキングブロ

ック、自転車道路用ブロック、芝生ブロック、駐車ブロック、境

界ブロック、車線分離用ブロック 

骨材 骨材 スラグ骨材、循環骨材 

タイル タイル 石材タイルおよび板石、セラミックタイルまたは板石 

レンガ レンガ 
内装用レンガ、粘土レンガ、コンクリートレンガ、セラミックレ

ンガ 

境界石 境界石 境界石、人造境界石 

街路樹 
保護板 

街路樹保護板 
および保護枠 

街路樹保護板、樹木保護支柱 

建具 建具 
スチール窓セット、アルミニウムおよび合成樹脂窓セット、窓

枠、窓 

塗料 塗料 
塗料、仕上げ塗料、水性塗料、油性塗料、水分散形塗料、 粉体塗

料、水道管内部コーティング用塗料、水性ペンキ、エマルジョン

パテ 

壁紙 壁紙 壁紙、紙壁紙、下張り紙 

保温断熱材お

よび 
吸音材 

保温断熱材およ

び吸音材 

気泡断熱材、圧縮ポリスチレン断熱材、外壁パネル、ゴム発泡断

熱材、吸音用天井材、防音壁および防音板、吹き付け断熱材、発

泡ポリスチレン断熱材、繊維断熱材 

建設用 
防水材 

建設用防水材 
撥水防水剤、防水混和剤、防水シート、採光屋根材、遮水マッ

ト、防湿紙、その他防水材、無機質塗膜防水材、アスファルト塗

膜防水材 

床材 床装飾材 
合成木材、デッキ材、木材フローリング材、ビニール床材、二重

床材、屋外床材、石材およびタイル床材 

床材 ゴム床材 ゴムフローリング材、乾不織布繊維、ゴムチップ弾性舗装材 

組み立て式床

暖房システム 
組み立て式床暖

房システム 
暖房パネル、暖房用伝熱管 

仕上げ材 
壁および天井の 

仕上げ材 
セラミック瓦、装飾ステッカー、天井パネル、石膏ボード、外壁

断熱仕上げ材、金属材垣根、壁パネル、壁板材、特殊屋根材 

接着剤 接着剤 
モルディング、プール、エポキシ接着剤、化学接着剤、絶縁テー

プ 

装飾用合成樹

脂シート 
装飾用 

合成樹脂シート 
デコレーションシート、インテリアシート 

 

銅合金 銅合金製品 黄銅合金、銅合金、銅合金管 

その他 
土木建築 

その他 
土木建築資材 

珪藻土、コンクリートパイル、金属柱、下敷きブロック，スチー

ルグレーティング、生石灰、マンホールボックス、電光板、造景

施設物、排水板、その他資材垣根、金属瓦、特殊タイルおよび板

石、コンクリートタイルおよび板石、すべり防止床舗装材、土木

繊維、地盤排水用構造材、軽量気泡混合土、背水堤、ポリエチレ

ン被覆鋼管継手管、プラスチック蓋、コーナー補強材、人工芝、

弾性舗装材、下水悪臭遮断装置、橋梁欄干、マンホール補助物、

鉄筋コンクリート根枷、木材板材 

道路施設 
 /用品 

交通標識板 
(道路案内標) 

標識板 
交通標識、案内板、電光板、道路名住所標識板、安全標識板、ル

ープコイル 

道路分離帯お

よび欄干 
道路分離帯およ

び欄干 
車線分離帯、道路中央分離帯 

吸音板 
防音壁および 

防音板 
防音壁および防音板 
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大分類 中分類 小分類 製品 

道路用品 その他道路用品 

除雪箱、安全フェンス、ボラード、雪および氷の溶解装置、除雪

剤または霜除去剤、視線誘導棒、道路標識鋲、道路安全標識ドラ

ム、遮光誘導板、テープ型車線、衝撃緩衝装置、加速防止段差、

トラフィックコーンまたはデリネーター、カーストッパー 

原副資材 
/その他 

育苗箱 育苗箱 育苗箱 

人工漁礁およ

び副資材 
人工漁礁および 

副資材 
人工サザエ 

土壌改良剤 土壌改良剤 石灰肥料、有機質肥料、堆肥または鳥糞石 

その他 その他原副資材 

ポリエステル繊維、バイオプラスチックフィルム、コンクリート

補強繊維、練磨光沢材、宿泊サービス、自動車保険、排水用鋳鉄

異形管、排水用鋳鉄管、スマートカード、人工漁礁、圧縮された

繊維シート、ポリエチレンフィルム、コーティング布、再生ゴ

ム、尿素樹脂、人造皮革 

 

 

 


