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マレーシア  2012年7月2日（月曜日）

家電の規格表示に問題、消費者が混乱＝調査団体［家電］
シンクタンクのマレーシア水・エネルギー調査協会（ＡＷＥＲ）は１日、電気・電子
製品における消費電力などの表示方法に問題があるとする調査結果を発表した。通常は
見ることが難しい製品の底に表示があったり、規格などの表示がメーカーによって異な
り、消費者の混乱を招いているという。ＡＷＥＲは政府による規定の制定などが必要と
指摘している。

今回の調査は、クアラルンプールの英高等弁務官事務所がスポンサーを務める「持続
可能な製品および消費プロジェクト」の一環としてＡＷＥＲが実施した。
調査によると、冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機などの大型の家電において、規格などを
含む製品情報が、消費者に見えづらい製品の底や裏側に表示されているケースが多く見
つかった、また一般消費者からの聞き取り調査などを通じて、規格などを表すのにメー
カーによって異なるタイプのマークが使われており、消費者を混乱させていることが分
かったという。特に電力消費の表示では規格がまちまちであるなどの問題もあった。
加えてＡＷＥＲは、電力消費に関する基準の制定において、現在は特定の製品をエネ
ルギー委員会（ＥＣ）、残りを国内取引・消費省が担当するなど、一貫した専門的な規
定がないことも問題として指摘している。
これらの問題により、消費者が電力消費の効率が悪い製品や、粗悪な製品を買わされ
るなどの事態を招いており、電力浪費などにもつながっているという。
現状に対してＡＷＥＲは、ＥＣに対し（１）電気・電子製品に対する表示基準の明確
化、新たな評価制度の導入（２）現行の家電への星付け制度の中止（３）マレーシア標
準（ＭＳ）を満たした研究施設での検査（４）最低電力消費基準（ＭＥＰＳ）の適応範
囲をほかの電気・電子製品にも拡大（５）強制的な電力消費の星付け制度導入（６）承
認製品のオンラインデータベース化̶̶の６項目を提案している。
ＡＷＥＲは、電気・電子製品に対する表示基準の刷新は不可欠なものとみており、Ｅ
Ｃが改革に取り組む必要があると訴えている。
ＡＷＥＲは、水やエネルギー事業の専門家が集まってできたリサーチ団体が元にな
り、10年９月に設立された。水事業でも国内の無収水について調査結果を発表している
ほか、政府が「持続的な高効率・省エネルギー（ＳＡＶＥ）計画」の一環として進める
エコ家電購入に対する補助金制度についても批判の声を上げるなどしている。
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労働法改正、最低賃金を細かく設定［労働］（7月17日）

［Ｐ Ｒ］ 【NNAのメールマガジン】各国記事の見出し、コラムも毎日掲載。緊急時には速報配信も。
［Ｐ Ｒ］ 【書籍】ホンダ式 一点バカ 強い人材のつくり方 (朝日新書)
［Ｐ Ｒ］NNA POWERのスマートフォン版をリリース！通勤や出張などでデスクに向かうお時間のないとき
にぜひご活用ください。

【マレーシア】 テナガ、ガス価格差額の全面補償要求［公益］（07月21日）
【マレーシア】 液化天然ガス輸入の枠組み、近く発表へ［資源］（07月21日）
【マレーシア】 トップグローブ、15年で30億リンギ投資［製造］（07月21日）
【マレーシア】 メディニイスカンダル、中国企業とコンド建設［建設］（07月21日）
【マレーシア】 ５月の景気動向指数、足元低下も先行上昇［経済］（07月21日）
【マレーシア】 外貨準備高、７月半ばは微増の1,344億ドル［金融］（07月21日）
【マレーシア】 ＲＭ＝24.9円、＄＝3.15ＲＭ（20日）［金融］（07月21日）
【マレーシア】 日本政府が下水道改善支援、ワークショップ開催［公益］（07月20日）
【マレーシア】 テイクオフ：「すっかりマレーシア人…［社会］（07月20日）
【マレーシア】 マラッカ工場に第２ライン：ホンダ、投資額3.5億リンギ［車両］（07月20日）
【マレーシア】 車協会、今年の販売予測61.5万台に据え置き［車両］（07月20日）
【マレーシア】 資料：上半期のブランド別自動車販売＝ＭＡＡ［車両］（07月20日）
【マレーシア】 ６月新車販売35.4％増、消費マインド堅調［車両］（07月20日）
【マレーシア】 ＲＭ＝24.9円、＄＝3.15ＲＭ（19日）［金融］（07月20日）
【マレーシア】 ナザキア、１～６月は11％増の7,000台販売［車両］（07月20日）
【マレーシア】 ナザ・プレミラ、ベスパのショールーム増設［車両］（07月20日）
【マレーシア】 エネ省、ス州の水問題で特別委員会を設置［公益］（07月20日）
【マレーシア】 ペトロナス、伊化学企業とＲＡＰＩＤ投資で合意［化学］（07月20日）
【マレーシア】 中国南車のペラ州車両工場、14年稼働へ［製造］（07月20日）
【マレーシア】 デザートチェーン許留山、来春に12店体制へ［食品］（07月20日）
【マレーシア】 マ証券取引所、上期は３％増益［金融］（07月20日）
【マレーシア】 民間退職年金制度が発足、税制優遇も［経済］（07月20日）
【マレーシア】 東海岸回廊、韓国の工業団地と提携［経済］（07月20日）
【マレーシア】 政府の環境融資枠、７億リンギが未使用［経済］（07月20日）
【マレーシア】 最新鋭の速度測定器、ハリラヤ時期に投入［社会］（07月20日）
【マレーシア】 ６月の消費者物価1.6％上昇、大半の項目で低下［経済］（07月19日）
【マレーシア】 テイクオフ：総選挙の時期は注目度が…［社会］（07月19日）
【マレーシア】 プロドゥア、上期の販売17％増：融資規制の状況改善、「アルザ」も改良
［車両］（07月19日）
【マレーシア】 ＲＭ＝25.0円、＄＝3.15ＲＭ（18日）［金融］（07月19日）
【マレーシア】 プロトン、プレーベのインドネシア発売は来年に［車両］（07月19日）
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