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エコマークワーキンググループにおいて、エコマーク商品類型の見直しとして「再生材
料を使用したプラスチック製品」および新規類型として「複写機」の新たな認定基準案が
作成されたことを受け、エコマーク事務局では認定基準案を別添の通り公表し、１９９９
年７月１日（木）まで意見の受付を行います。意見の送付については、次欄「見直しおよ
び新規基準案に関する意見の受付について」をご参照下さい。
　なお、これらの新規認定基準案は、１９９９年９月１日（水）にエコマーク商品認定基
準として制定する予定です。
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　エコマーク商品類型の認定基準案は、各ワーキンググループにおいて認定基準案が策定
さ れ た 後 、 「 エ コ マ ー ク ニ ュ ー ス 」 や 「 エ コ マ ー ク の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.jeas.or.jp/ecomark）」などで一般に公表されます。
公表に際しては、６０日間の意見の受付を行います。

意見を受付けた後は、必要な認定基準案の修正を行います。修正認定基準案は、エコマー
ク推進委員会で審議し、基準として制定されます。

「見直しおよび新規基準案に関する意見の受付について」「見直しおよび新規基準案に関する意見の受付について」「見直しおよび新規基準案に関する意見の受付について」「見直しおよび新規基準案に関する意見の受付について」

　(1)郵送および FAX による受付
　・住所、氏名、性別、職業、連絡先、電話番号、ＦＡＸ
　・意見を述べるエコマーク商品類型の認定基準案名
　・上記認定基準案への意見
　の要旨を、書面(Ａ４)にて、１９９９年７月１日(木)(同日消印有効)までに、下記
　財団法人　日本環境協会エコマーク事務局宛に郵送またはＦＡＸでお送り下さい。

　　財団法人　日本環境協会　エコマーク事務局
　　〒105-0001 東京都港区虎ノ門１－５－８　オフィス虎ノ門１ビル ５階
　　　　ＴＥＬ　03（3508）2651　　　　ＦＡＸ　03(3508)2570

　(2)e-mail による受付
　・住所、氏名、性別、職業、連絡先、電話番号、ＦＡＸ、e-mail アドレス
　・意見を述べるエコマーク商品類型の認定基準案名
　・上記認定基準案についての意見
　の要旨を e-mail にて、１９９９年７月１日（木）までに下記宛お送り下さい。
　（なお添付ファイルを送付される場合は MS-WORD、一太郎、エクセルでお願いします）

　　ｅ-ﾒｰﾙ　ecomark@japan.email.ne.jp

なお、現在見直しが進められているエコマーク商品類型で、認定商品としてエコマーク
使用契約を締結している場合、見直しが終了し、該当する認定基準が改定されるまでは、
現行の該当する認定基準および基準改定時の契約業務に関する規定によって認定更新、契
約などが行われます。
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    別添１                                       　　　平成１１年　４月３０日
エコマーク商品類型見直し試案

　　　「再生材料を使用したプラスチック製品」(公表案）

                                                              （財）日本環境協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エコマーク事務局

１．環境的背景
国内のプラスチック原材料の生産高は、１９９６年でおよそ１，４６６万トンである。

一方、廃棄されるプラスチックは、（社）プラスチック処理促進協会の統計によると、
産業廃棄物と一般廃棄物がほぼ等しく、合計で９０９万トンとなっている。このうち再
生材料として、いわゆるマテリアルリサイクルされている量は１０３万トン（約１１％）
であり、４６９万トン（５２％）は焼却され、残りの３３７万トンは埋め立てされ　て
いる。
　このような状況において、エコマーク商品としてはプラスチックの再資源化率の向上
に、再生材料の使用を促すことで寄与することが望ましい。そのためには、プラスチッ
クと他の廃棄物との分別回収のみでなく、種類の多いプラスチック種の中でも、できる
だけ同一種毎に分別回収を進めることが望まれる。一例として、PETボトルやPET製品の
リサイクルについては、既にエコマーク商品類型として採り上げ、ポリエステル繊維製
品としての利用を促している。
　また、２０００年４月からは「容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関
する法律」に基づいて、再商品化義務が生ずるが、認定基準としてその方向に合わせる
ことに配慮した。
　本類型では、他のエコマーク商品類型に入っていない、プラスチックを主材料とする
商品をできるだけ幅広く採り上げ、再生材料としてバージン材料に置き換わることを念
頭に検討が進められた。その際に、原料の採取段階（再生材料の使用）のみでなく、商
品の製造工程や使用段階、廃棄やリサイクル段階など、ライフサイクル全体を通して環
境側面に配慮した「再生材料を使用したプラスチック製品」を認定の対象とした。

２．対象商品の範囲
別表１の商品区分Ａに示す廃棄時に一般廃棄物となる商品については、ハロゲン系の

元素を含むポリマー種を使用（表面コーティング等を含む）した製品は対象範囲外とす
る。区分Ｂの商品については対象とする。
　再生材料を使用したプラスチック製品として、他に個別に設定されている類型（例：
「再生PET樹脂を使用した衣服、繊維製品」、「使用済みタイヤ・チューブの再生品」
等）に属する製品は本類型の対象としない。
　また、個々に以下の商品についても対象範囲外とする。
１）厚生省や自治体等で使用が認められていない食品容器や、黒色など不透明プラス
　　チック袋、などの商品

　　　２）一般的に過剰包装と認められる包装用品
　　　３）屋外家具、園芸用品のうち回収されない、または自然に散乱しやすい商品

３．用語の定義
　　再生材料：ポストコンシューマー材料およびプレコンシューマー材料からなる材料。
　　リサイクル：マテリアルリサイクルをいう。サーマルリサイクル等は含まない。
　　ポストコンシューマー材料：製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。
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プレコンシューマー材料：製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する材料または　
　　　　　　　　　　　 不良品。ただし、原料として同一の工程（工場）内でリサイ
　　　　　　　　　　　 クルされるものは除く。

　　プラスチック：単一もしくは複数のポリマーと、特性付与のために配合された添加剤、
　　　　　　　　  充填材等からなる材料。
　　ポリマー：プラスチック中の主な構成成分である高分子材料。
　　産業廃棄物：「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定される廃プラスチック類　
　　　　　　　　で、事業者の責任において適正に処理されるもの。
　　一般廃棄物：上記以外のプラスチック廃棄物
　　使い捨て商品：本来の材料で繰り返し使われている耐久性のある商品がある分野にお　
　　　　　　　　  いて、繰り返しての使用を目的としない商品

４．認定の基準
　　4-1.環境に関する基準
    　(1)製品は別表１に示す商品分類区分毎に、製品全重量に占める再生プラスチックの
　　　　 重量割合が、基準使用割合を満たすこと。他材料との配合使用および再生ポリマ
　　　　 ーとバージンポリマーとの配合使用を認める。
　　　　 原料ポリマーとして、ポストコンシューマー材料からの再生ポリマーを１００　
　　　   ％使用する製品は、表中の［　］内の数値に従う。

　　　(2)製造時に大気汚染物質、水質汚濁物質の排出や労働安全衛生に関して、関連する
　　　　 法規、公害防止協定等を遵守していること。

　　　(3)製品は法令もしくは業界自主基準等として定められている重金属等の有害化学物
　　　　 質を含まないこと。
      　 プラスチック添加物としては、ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協　
　　　   議会等の各業界毎に自主基準で定められているポジティブリストに従うこと。た
　　　　 だし、難燃剤を使用する製品は、「防炎物品」または「防炎製品」の認定品であ
　　　　 って、且つ難燃剤としてＰＢＢ（ポリ臭化ビフェニール）、ＰＢＤＥ（ポリ臭化
　　　　 ジフェニルエーテル）および短鎖塩素化パラフィン（鎖状Ｃ数が１０～１３、含
　　　　 有塩素濃度が５０％以上）を含まないこと。また、フタル酸エステル系の可塑剤
　　　　 や、鉛（Pb）系、カドミウム（Cd）系およびスズ（Sn）系の安定剤または滑剤を
　　　　 含まないこと。
　　　　 プラスチック色材として、商品類型No.104「再生PET樹脂を使用した家庭用繊維　
　　　   品」における「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」など、別表２
　　　　 に示す環境に関する基準第(3)項および「染料」や「蛍光増白剤」の使用に関する
　　　　 同第(4)項、第(5)項に適合すること。また、重金属類の含有量および溶出量につ
　　　　 いては、ポリオレフィン等衛生協議会の「色材の規格基準」に適合すること。

　　　(4)製品は国連環境計画でリストアップされている残留性有機化学物質（別表３：
　　　　 ＰＯＰｓ）を含まないこと、また使用・廃棄時にそれらの発生がないこと。

　　　(5)製品は耐久性があり、原則として「使い捨て商品」でないこと。ただし、用語の
　　　　 定義に言う「使い捨て商品」であっても、使用後回収されリサイクルされるシス
　　　　 テムが確立され、かつ実際にリサイクルされている場合には、この条項は適用し
　　　　 ない。
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　　　(6)別表１の商品区分Ｂに属する製品にあっては、廃棄時に適正に処理・処分がなさ
　　 　　れることが確かであること。

      (7)他材料と組み合わせて使用する製品にあっては、リサイクル容易なように分離・
 　　　　分別の工夫がなされていること。
 　　　　他材料と配合して製造される製品は、リサイクルや回収・処理に害を及ぼさな　
　   　　いこと。

  　　(8)製品にはリサイクルし易いように表示がなされていること。
　　 　　製品へのリサイクルの表示方法は別表４に従うものであること。合成樹脂の種　
　　　   類表示は JIS K6899 または ISO 1043-1 の記号を用い、先頭に”Ｒ－”を付す。
         複数種の使用の場合は、”R-PE,PP,PS”のように併記する。ただし、３種類以　
　　　   上の場合には、”R-PE,PP他”のように多いものから順に２つを表示し、３番目以
　　　　 降は省略する事もできる。

　　4-2.品質に関する基準
      (1)品質については、食品衛生法等の法規およびJIS規格または業界の自主的な規格　
　　　   を満たすものであること。

５．認定基準への適合の証明方法
　　　(1)各基準への適合を証明する添付の付属証明書を、申請者の有印文書として提出す
　　　　 ること。

　　　(2)環境に関する基準4-1、(1)の再生材料については、供給先の発行する原料証明書
　　　　 を添付すること。

      (3)環境に関する基準4-1、(2)については、工場が立地している地域の環境法規等を
　　　　 申請時より過去５年間遵守し、違反等がないことについて、製品を製造する工場
　　　　 長の発行する自己証明書を提出すること。

　　　(4)環境に関する基準4-1、(3)および(4)については、原材料供給者による証明、ま　
　　　   たは第三者試験機関により実施された試験結果の証明書類を提出すること。

　　　(5)環境に関する認定基準4-1、(5)については、使用後回収されリサイクルされるシ
　　　　 ステムが確立されていることを証明する場合には、説明書等の資料を提出するこ
　　　　 と。

　　　(6)環境に関する認定基準4-1、(6)別表１の商品区分Ｂに属する製品にあっては、廃
　　　　 棄時に適正な処理・処分が確実になされることを証明する資料等を提出すること。

      (7)環境に関する認定基準4-1、(7)他材料と組み合わせて使用する製品にあっては、
　　　　 分離・分別の工夫についての説明を加えること。
　　　　 他材料と配合して製造される製品は、リサイクルや回収・処理が困難（例、リ　
　　　   サイクルが現実に出来ていないものや、粉砕等に要するエネルギーが大きいこと
　　　　 など）でないことの説明を加えること。

　　　(8)環境に関する認定基準4-1、(8)については、製品の表示部分が確認できる写真  
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         等または表示の設計書を提出すること。

　　　(9)品質に関する基準4-2、(1)については、第三者試験機関により実施された試験結
　　　　 果の証明書類を提出すること。

６．その他
    　(1)商品認定区分は、日本標準商品分類に基づく商品機能別の区分（６桁または７桁
　　　　 を目安とする）毎とし、且つ、ブランド名毎とする。色調、大小による区分は行
　　　　 わない。
　　　 　また、使用素材の異なる製品は別区分とするが、素材毎の使用率の違いは問わ　
　　　   ない。ただし、繊維製品については、再生プラスチックの製品全体としての使用
　　　　 率差が１０％以上のものは別区分とする。
　　  (2)マーク下段の表示は、「プラスチックの再利用」または「再生プラスチックの利
　　　　 用○○％」とする。
　　　　 ○○％は、製品全体での再生プラスチック合計使用重量割合を挿入するものと　
　　　   する。
　　　(3)上記のマーク下段表示の内容をより明確に表すため、環境情報表示を行うことが
　　　　 出来るものとする。この場合、下記のごとく、中央揃えの二段表示を矩形枠で囲
　　　　 んだものとし、「プラスチックの再利用」および「Ｒ-ＸＸ○○％」とする。
　　　 　使用する再生プラスチックが３種類以上になる場合は、「Ｒ-ＸＸ,ＹＹ他○○　
　　　   ％」のように３番目以降を省略しても良い。
　　　　

                                

　　　　　　　　　　　　　 プラスチックの再利用
Ｒ-ＸＸ,ＹＹ○○％

制定予定日：平成１１年　９月　１日

本商品類型の認定基準は制定日より５年を期限として、見直しを行い、必要に応じて認定基
準の改定または商品類型の廃止を行います。
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          別表１　再生プラスチック商品の区分と再生材の配合基準等
商品区分 区分け理由 商品例 製品全重量に対する再生プ その他回収、材質表示

ラスチックの使用割合 等に関する留意事項

Ａ．廃棄時に一般廃 リサイクル利用さ
　　棄物となる
　　商品

れにくい商品

食品・化粧品容 食品衛生等衛生上 弁当箱タイプトレー、化粧品容器、　　　　４０％以上 別表の材質表示に従う
器、玩具等 の配慮必要 トランプ札

フィルム製品 再生材の高配合が 包装用品、多層フィルム使用のファ 　　　　４０％以上 別表の材質表示に従う
困難 イル　ただし、過剰な包装材、黒色

の袋類は除く
繊維製品 既存類型との整合 衣服、カーペット、テント 　　　　５０％以上 別表の材質表示に従う

機能性事務所 バージン材の配合 カセットテープカートリッジ、空気   　　　５０％以上 別表の材質表示に従う
用品等 必要、他材料の割

合が高い
清浄器フィルター、金属を含むシャ
ープペン、粘着テープ

文房具 エコマーク申請の
多い商品分野

ボールペン、ファイル、ペントレー、
写真用ホルダー

７０％以上
[６０％以上]

別表の材質表示に従う

屋外家具・園芸
用品

エコマーク申請の
多い商品分野

ベンチ、テーブル、植木鉢、柵 ５０％以上
 [４０％以上]

別表の材質表示に従う。
自然に放置され易いもの
は除く（例：土押さえネ
ット、園芸用ひも）

その他家庭用
品、建築構造用

上記以外の区分Ａ
に属する商品

卵パック、バケツ、ごみ箱、ハンガ
ー、簀の子、たわし、ソファー、

７０％以上
[６０％以上]

別表の材質表示に従う

品等 ボード、アンカーピン

Ｂ．廃棄時に産業廃
棄物となる商品

同一素材の回収品
としてリサイクル

合成建材、プリント基板、産業用容
器、部品等搬送容器および緩衝材、

 ５０％以上
[４０％以上]

適正な処理・処分を必須
とする

　 の可能性が高い商
品

安全標識板・杭、擬木 別表ｓの材質表示に従う

     注１）原料ポリマーとして、ポストコンシューマー材料からの再生ポリマーを１００％使用する製
　　　　 品は、表中の［　］内の数値に従う。
   注２）消耗品等として補充使用される部分は製品全重量から除く。
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　　　　　別表２　商品類型No.104で規定されている関連項目
環境に関する基準 　　　　　　　　　　　　内　　　　　　容

　　第(3)項 「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」、「ホルマリン樹脂

加工について（昭和４７年７月２０日４７繊局第５６９号通商産業省繊維
雑貨局長　現生活産業局長）」などの衣服を対象とする法規及び通達等に
適合していること。ただし、上記の法規及び通達等において製品中の遊離
ホルムアルデヒド量が「残留しない」と定められていない製品にあって
は、製品中の遊離ホルムアルデヒド量の残留は７５ppm以下であること。
　ディルドリンについては、使用のないこと。

  　第(4)項 　羊毛にあっては、ベンジジン染料および下表の物質が発生する染料の使

用のないこと。
　羊毛以外の繊維にあっては、ベンジジン染料、クロム系染料および下表
の物質が発生する染料の使用のないこと。

    第(5)項   蛍光増白剤は、過剰な使用のないこと。

　　　別表２－付表  １以上のアゾ基の分解によって以下のアミンの一つを生成し得るアゾ色素
４－アミノジフェニル ３，３’－ジメチルベンジジン

ベンジジン ３，３’－ジメチル－４，４’－ジアミノ
４－クロロ－0－トルイジン       ジフェニルメタン
２－ナフチルアミン ｐ－クレシジン
0－アミノアゾトルエン ４，４’－メチレン－ビス－（２－クロロ
２－アミノ－４－ニトロトルエン       アニリン）
ｐ－クロロアニリン ４，４’－オキシジアニリン
２，４－ジアミノアニソ－ル ４，４’－チオジアニリン
４，４’－ジアミノジフェニルメタン 0－トルイジン
３，３’－ジクロロベンジジン ２，４－トルイレンジアミン
３，３’－ジメトキシベンジジン ２，４，５－トリメチルアニリン

　　　　別表３  国連環境計画で挙げられている残留性有機化学物質
ＤＤＴ アルドリン

ディルドリン エンドリン

クロルデン ヘプタクロール

ヘキサクロロベンゼン マイレックス

トキサフェン ポリ塩化ビフェニール類

ダイオキシン類 フラン類
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　　　　別表４　再生プラスチック商品の材質表示
商品区分 商品例 材質および処分方法に関する表示

Ａ．廃棄時に一般廃

　　棄物となる商品

食品・化粧品容 弁当箱タイプトレー、化粧品 １樹脂部に使用合成樹脂の種類（例：R-

器、玩具等 容器、トランプ札 　PE等）を表示する
２樹脂部に、またはステッカー等で、使
　用合成樹脂の重量割合および再生材の
　使用部位を表示する

フィルム製品 包装用品、多層フィルム使用 １樹脂部に使用合成樹脂の種類と重量割

のファイル 　合を表示する

繊維製品 衣服、カーペット、テント １樹脂部に、またはステッカー等で、使

　用合成樹脂の種類と重量割合を表示す
　る

機能性事務所用 カセットテープカートリッ １樹脂部に、またはステッカー等で、使

品等 ジ、空気清浄器フィルター、 　用合成樹脂の種類と重量割合を表示す
金属部を含むシャープペン、 　る
粘着テープ

文房具 ボールペン、ファイル、ペン １樹脂部に、またはステッカー等で、使

トレー、写真用ホルダー 　用合成樹脂の種類と重量割合を表示す
　る

屋外家具・園芸 ベンチ、テーブル、植木鉢、 １樹脂部に使用合成樹脂の種類を表示す

用品 柵 　る
２樹脂部に、またはステッカー等で、使
　用合成樹脂の重量割合を表示する

その他家庭用 卵パック、バケツ、ごみ箱、 １樹脂部に使用合成樹脂の種類を表示す

品、 ハンガー、簀の子、たわし、 　る
建築構造用品等 ソファー、ボード、アンカー ２樹脂部に、またはステッカー等で、使

ピン 　用合成樹脂の重量割合を表示する

Ｂ．廃棄時に産業廃 合成建材、プリント基板、産 １ステッカー等で適正な処理・処分方法

　　棄物となる商品 業用容器、部品等搬送容器お 　を表示する
よび緩衝材、安全標識板・ ２樹脂部に使用合成樹脂の種類を表示す
杭、擬木 　る

３樹脂部に、またはステッカー等で、使
　用合成樹脂の重量割合を表示する

 注１）材質表示は商品本体の樹脂部に付ける。
 注２）ステッカー等は樹脂部に表示することが困難な場合に、補助的手段として用いる。
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解解解解説説説説  「再生材料を使用したプラスチック製品」商品認定基準「再生材料を使用したプラスチック製品」商品認定基準「再生材料を使用したプラスチック製品」商品認定基準「再生材料を使用したプラスチック製品」商品認定基準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１１年　４月３０日

１．環境的背景の補足１．環境的背景の補足１．環境的背景の補足１．環境的背景の補足
プラスチック廃棄物の現状を、東京２３区の一般廃棄物を例にとってみれば、都市ご

み中のプラスチックの割合は、１９８５年から９５年の間に約９％から約１２％へと増
加しており、９５年のプラスチックごみの排出量は５０万トン／年と約１.４倍に増え
ている。注） 
　ごみを形状別に見れば、東京２３区の場合、都市ごみ中の事業系一般廃棄物を除く家
庭ごみは約４０％であるが、そのうちの半分は包装フィルム製品の廃棄物と推定されて
おり、以下パック・カップ類、ボトル類、食品トレーの順である。
　また、プラスチック種類別に見ると、ポリエチレン（PE）が最も多く約２８％、以下
ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）、PET、ポリ塩化ビニール（PVC）、ポリ塩
化ビニリデン（PVDC）の順と推定されている。塩素系プラスチックのPVCとPVDCを合わ
せると約１４％であり、事業系を加えた一般廃棄物中の約５％より高くなっている。ま
た、プラスチックごみ中には、プラスチック以外のごみが３０～４０％混入していると
報告されている。
　プラスチック廃棄物に関連して、ごみ焼却炉からのダイオキシンの排出問題について
は以下のように考え方を整理した。現時点で、①大型の条件の良い焼却炉では、通常の
都市ごみ焼却においてもダイオキシンの排出濃度は基準を下回っていること；②ダイオ
キシンの排出濃度が問題となっている焼却炉は、炉の方式や運転条件および排ガス処理
方法などによってほとんど類別されること；が明らかになっている。実際に諸外国でも
既にこのような考え方で対策をとり、解決がなされている。しかし、焼却の仕方が不適
切であれば、塩素系のプラスチックを燃やした場合、ダイオキシンの排出が問題となり
うることもまた事実である。ＷＨＯによる安全基準（ＴＤＩ：人が１日、体重１ｋｇあ
たり許容される摂取量）の見直しもあり、プラスチックは極力マテリアルリサイクルの
方向が望ましくなってこよう。また、今後廃プラスチックのエネルギーとしての回収利
用の拡大を目指して、脱塩素技術の研究も進められているが、廃棄物はその発生する時
点で分別することが大切である。
　したがって、エコマーク商品の基準化に当たって、「容器包装リサイクル法」の具体
的取り組み方向を睨みながら、できるだけ分別回収を進める方向としたい。プラスチッ
ク廃棄時において、全てのプラスチック種類にわたって、種類毎の分別回収を図ること
が再利用にとってはベストである。しかし、これを実現するためには、社会的なコンセ
ンサスに基づいた回収方法の確立を待たねばならない。したがって現段階で本類型では、
ハロゲン系の元素を含むポリマーとそれ以外のポリマー種との区分を対象商品範囲と
して盛り込んだ。
　　　　注）資源環境対策、Vol.33(1997)No.12、p.1093

２．対象とする商品の範囲について２．対象とする商品の範囲について２．対象とする商品の範囲について２．対象とする商品の範囲について
上述の観点から、対象範囲として分類を「廃棄時にリサイクル利用されにくい一般廃

棄物となる商品区分：Ａ」と「廃棄時に同一素材の回収品としてリサイクル利用の可能
性が高い産業廃棄物となる商品区分：Ｂ」に２分した。
　区分Ａについては、廃棄時に焼却処理や再生燃料として利用する場合、環境への負荷
増加がないように、ハロゲン系の元素を含むポリマーを使用した商品は対象外とした。
　また、自然に放置されやすい商品や一般的に見て過剰な包装用品等、個々の商品用途
について環境保全上望ましくない商品は対象外とした。この場合、過剰な包装の判断基
準は時代とともに変わるものであるので、その判断はエコマーク専門委員会で行うこと
とした。



11

３．用語の定義について３．用語の定義について３．用語の定義について３．用語の定義について
再生材料の認定については、現在策定中のISO案「環境ラベルと宣言－自己宣言によ

る環境主張（ISO/DIS 14021.2）」に準拠した。ただし、同一工程のみならず、同一工
場内で発生する廃材のリサイクルはプレコンシューマー材料とは認められず、再生材料
に入らないとした。これは、工場内で生じた廃材の、同じ工場内でのリサイクルは、製
造者において当然なされるべき行為であり、エコマークとして採り上げるべき事由には
あたらないからである。したがって、同じ工場内で原料としてリサイクル使用される欠
陥製品や製造過程で発生するランナー、ゲートなどの成形時端材は、本類型で言うとこ
ろの「再生材料を使用」には該当しない。

４．環境に関する基準策定の経緯４．環境に関する基準策定の経緯４．環境に関する基準策定の経緯４．環境に関する基準策定の経緯
基準の設定にあたっては、商品ライフステージ環境負荷項目選定表を使い、環境の観

点から商品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を考慮した上で、認定基準を設定す
るに際し重要と考えられる負荷項目が選定され、選定された項目について定性的または
定量的な基準が策定される。
　商品類型「再生材料を使用したプラスチック製品」において考慮された環境負荷項目
は、商品ライフステージ環境負荷項目選定表に示したとおり（表中○印）である。この
うち最終的に環境に関する基準として選定された項目は、Ａ－１、Ｂ－５、Ｂ－６、Ｂ
－９、Ｄ－１、Ｄ－４、Ｄ－８、Ｅ－４、Ｅ－５、Ｅ－７、Ｅ－８、、、、Ｅ－９およびＦ－
１、Ｆ－７（表中◎印）である。なお、表中の　　印の欄は検討対象とならなかった項
目、または他の項目に合わせて検討された項目を示す。以下に環境に関する基準の策定
の経緯を示す。

　　　表「ライフステージ環境負荷項目選定表および検討対象とされた負荷項目」
                                                                                

      商品のライフステージ
Ａ． Ｂ． Ｃ． Ｄ． Ｅ． Ｆ．

    　　 環境負荷項目 資源 製造 流通 使用 廃棄 ﾘｻｲｸ
採取 消費 ﾙ

１資源の消費  ◎  ○  ◎  ◎
２地球温暖化影響物質の排出
３オゾン層破壊物質の排出  ○
４生態系の破壊  ◎  ◎
５大気汚染物質の排出  ◎  ◎
６水質汚濁物質の排出  ◎
７廃棄物の排出・廃棄  ○  ◎  ◎
８有害物質等の使用・排出  ◎  ◎
９その他の環境負荷  ○  ◎  ○  ○  ◎  ○
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Ａ　資源採取段階Ａ　資源採取段階Ａ　資源採取段階Ａ　資源採取段階
　◇Ａ－１（資源の消費）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)再生材料をできるだけ多く使用していること
　上記については、再生材料の使用率はできるだけ高くすることが望ましい。一方で
は、とくにこれまで再生利用の極めて少ない家庭ごみから回収されたプラスチック　
（回収率１％未満）を使った製品は、例えば使用率が低くても認めるなどの処置を講
ずるべき、との意見があった。しかし、ポストコンシューマー材料として、家庭ごみ
から回収する社会的なシステムはまだできていないことや、製品中の家庭ごみから回
収された材料の含有量をチェックすることも難しいことなどが指摘された。結果とし
て、現状では家庭ごみからの回収に限らず、ポストコンシューマー材料の利用全体に
インセンティブを与えて、リサイクル利用の向上を図るべきとの方向になった。
　一方、商品によっては再生材が使いづらい用途もある。例えばフィルム製品では技
術的に、食品分野では衛生上内面ラミネート加工などの対策を行うことにより、再生
材料の使用割合は低くならざるを得ない。現実に、エコマークの新商品類型提案にお
いても、この種の再生プラスチック材料を使用した機能性商品が多い。これらの分野
にもできるだけ門戸を拡げて、再生材の利用拡大を図るべきとの意見が大勢であった。
この観点と、消費者から見て分かりやすいと言うことから、商品区分を設定し、それ
ぞれ区分毎に認定に必要な再生材基準配合割合を定めることとなった。また、原料ポ
リマーとしてポストコンシューマー材料のみを使用した製品のいくつかの区分につ
いては、再生材の認定基準配合割合を下げ、インセンティブを与えるものとした。こ
れらの事柄は基準として選定された。

　◇Ａ－９（その他の環境負荷）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)労働安全衛生法の第１条～第５８条を遵守すること

　　　労働環境に付いて、各ライフステージにおいてISOの環境管理に該当する項目が必要
　　ではないか、との議論があった。この項目については、製造段階（Ｂ-３，-５，-６お
　　よび-９項）でまとめて議論された。本ライフステージでは、資源採取場所や方法につ
　　いて特定されず、本項目の基準化は難しいと判断され、基準は策定されなかった。

Ｂ　製　造　段　階Ｂ　製　造　段　階Ｂ　製　造　段　階Ｂ　製　造　段　階
　◇Ｂ－１（資源の消費）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1) 製造時に副原料・副資材等の資源をなるべく消費しない
(2) 出来るだけ単一種の樹脂を使用すること

　　　(1)項については、再生プラスチック製品の製造において、とくに副原料や副資材等
　　の使用量が必要以上に増大することは考えにくく、その使用抑制を基準として策定する
　　必要はないものと判断された。
　　  (2)項については、できるだけ単一種の再生プラスチック材料を使用して、紙の再生
　　利用と同じように再利用の流れを作りたいとの意見があった。混合種にするとそこで流
　　れがとぎれてしまうからである。しかし現状１１％程度と低い廃プラスチックの有効利
　　用を少しでも前に進める必要があるとの観点からは、混合種の使用を認めるべきである
　　との意見もあった。現実に１００％ポストコンシューマー材料を使用しているところで
　　は、混合種でやっているところが多い。例えば杭などでは、混合種の再生品をさらにリ
　　サイクル利用している。
　　　これらの議論の結果、プラスチック種類の混合使用も認めるべきであるとの結論にい
　　たり、本項目は基準には盛り込まれなかった。



13

　◇Ｂ－３（オゾン層破壊物質の排出）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)特定フロンを使用していないこと

    　プラスチック発泡剤等として、特定フロンを使用しないことは「オゾン層を破壊す　
　　る物質に関するモントリオール議定書」に基づいて法律として定められており、当然　
　　守るべきことである。製造段階で環境法規等を遵守することは、Ｂ－５、Ｂ－６およ　
　　びＢ－９の項目と併せて議論され、本項目は関連する法規等の遵守に関する基準とし　
　　て策定された。

　◇Ｂ－５（大気汚染物質の排出）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)製造時に大気汚染物質の排出が少ないこと

　　　再生材料を使用するからと言って、大気汚染物質の排出管理がきちんとなされてい　
　　ない製造状況では困る。この観点から、Ｂ－３項と同じく関連する法規等を守ってい　
　　ることとする基準として策定された。

　◇Ｂ－６（水質汚濁物質の排出）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)製造時に水質汚濁物質の排出が少ないこと

    　特に廃棄物を再生材料の原料として扱う工場においては、水質汚濁物質の排出管理　
　　および工場内の汚染防止対策がきちんと行われている必要がある。
　　　これらの観点から、本項目はＢ－３項と同じく関連する法規等の遵守に関する基準　
　　として策定された。

　◇Ｂ－９（その他の環境負荷）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)環境に有害な電磁波を出さないこと
(2)労働安全衛生法の第１条～第５８条を遵守すること

　　　上記（１）および（２）については、製造時に原料溶融炉等から発生する電磁波が、
　　労働現場周辺へ影響を及ぼす可能性があることが指摘された。この事柄については、　
　　労働安全衛生法に沿ってきちんと管理が行われていることが必要とされた。
　　　これらの観点から、本項目はＢ－３項と同じく関連する法規等を守っていることと　
　　する基準として策定された。

Ｃ　流　通　段　階Ｃ　流　通　段　階Ｃ　流　通　段　階Ｃ　流　通　段　階
　◇Ｃ－９（その他の環境負荷）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)労働安全衛生法の第１条～第５８条を遵守すること

　　　本項目に関しては、流通段階では特段の基準を設ける必要はないものと判断され、　
　　基準の策定はなされなかった。
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Ｄ　使用Ｄ　使用Ｄ　使用Ｄ　使用・消費段階・消費段階・消費段階・消費段階
　◇Ｄ－１（資源の消費）およびＤ－７（廃棄物の排出・廃棄）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)安全かつ耐久性に優れていること

　　　安全性および耐久性のうち、食品衛生法等のように製品品質に関するものは、第４　
　　-２項で品質に関する基準として策定されている。本項目は、耐久性について次の
　　Ｄ-７項で併せて議論され、基準化された。

　◇Ｄ－４（生態系の破壊）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)使用時に生態系の破壊を生じないこと

　　　現在、世界の外洋や極地地方に生息する動物の体内にも、外因性内分泌かく乱化学　　　　現在、世界の外洋や極地地方に生息する動物の体内にも、外因性内分泌かく乱化学　　　　現在、世界の外洋や極地地方に生息する動物の体内にも、外因性内分泌かく乱化学　　　　現在、世界の外洋や極地地方に生息する動物の体内にも、外因性内分泌かく乱化学　
　　物質　　物質　　物質　　物質（いわゆる環境ホルモン）が検出されることが報告されている。このような物質　（いわゆる環境ホルモン）が検出されることが報告されている。このような物質　（いわゆる環境ホルモン）が検出されることが報告されている。このような物質　（いわゆる環境ホルモン）が検出されることが報告されている。このような物質　
　　が動物の体内に取り込まれる経路の一つの可能性として、プラスチック容器等使用時　　　が動物の体内に取り込まれる経路の一つの可能性として、プラスチック容器等使用時　　　が動物の体内に取り込まれる経路の一つの可能性として、プラスチック容器等使用時　　　が動物の体内に取り込まれる経路の一つの可能性として、プラスチック容器等使用時　
　　または適切に処理されず廃棄されたプラスチック類から、溶出や発生すると考えられ　　　または適切に処理されず廃棄されたプラスチック類から、溶出や発生すると考えられ　　　または適切に処理されず廃棄されたプラスチック類から、溶出や発生すると考えられ　　　または適切に処理されず廃棄されたプラスチック類から、溶出や発生すると考えられ　
　　る化学物質が疑われている。それらの物質の中で、とりわけ、食物連鎖等で動物の体　　　る化学物質が疑われている。それらの物質の中で、とりわけ、食物連鎖等で動物の体　　　る化学物質が疑われている。それらの物質の中で、とりわけ、食物連鎖等で動物の体　　　る化学物質が疑われている。それらの物質の中で、とりわけ、食物連鎖等で動物の体　
　　内で濃縮されるような物質として、残留性有機化学物質　　内で濃縮されるような物質として、残留性有機化学物質　　内で濃縮されるような物質として、残留性有機化学物質　　内で濃縮されるような物質として、残留性有機化学物質（ＰＯＰｓ）が国連環境計画　（ＰＯＰｓ）が国連環境計画　（ＰＯＰｓ）が国連環境計画　（ＰＯＰｓ）が国連環境計画　
　　で採り上げられ、現在別表３に示されている１２の物質類についてはこれを規制する　　　で採り上げられ、現在別表３に示されている１２の物質類についてはこれを規制する　　　で採り上げられ、現在別表３に示されている１２の物質類についてはこれを規制する　　　で採り上げられ、現在別表３に示されている１２の物質類についてはこれを規制する　
　　事になっている。　　事になっている。　　事になっている。　　事になっている。
　　　また、今後ＰＯＰｓの条約化と物質類の追加がなされることになっているので、新　
　　たに追加された物質についても、それらを含有しないこと、または使用および廃棄処　
　　理時に発生しないこととされた。
　　　本項目は基準として選定された。

　◇Ｄ－７（廃棄物の排出・廃棄）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)使い捨て商品等でないこと

      再生材料のリサイクル使用であっても、過剰包装のように本来機能として必要のな　
　　いもの（例えば、缶ビール詰め合わせ箱に入っているプラスチック製のトレーなど）　
　　に使用する事は避けるべきである。
　　　また、本来の材料で繰り返し使われている耐久性のある商品がある分野において、　
　　繰り返しての使用を目的としない商品（例えば、家庭内で１回のみ使用するためのプ　
　　ラスチック製のスプーンやフォーク）も同様に再生材料を使っているからと言って環　
　　境負荷を減ずることにはならない。ただし、例えば木製の箱や鉄製パイプに替わり、　
　　繰り返し使用を目的とするプラスチック製の箱やパイプであって、耐久性が従来の木　
　　製や鉄製のものと同等であれば、再生材料の有効利用と認める。これは木製や鉄製と　
　　プラスチック製との間の、材質的な環境負荷の増減を、定量的に評価する事が現状で　
　　は難しいからである。
　　　さらに、使い捨て商品であっても、使用後回収されリサイクルされるシステムが確　
　　立されている商品については、認定の対象とすべきとされた。
　　　本項目は基準を策定すべき項目として選定された。
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　◇Ｄー８（有害物質の使用・排出）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)有害化学物質等を含まないこと

　　　一般的に法令、もしくは業界自主基準等で使用が禁止されているものについては、　
　　それらの物質を含まないことは当然である。
    　ここでは商品使用時の問題として、まずプラスチック添加剤の安全性が論じられた。
　　我が国のポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会が発行している、プラスチ
　　ック添加物の食品衛生容器に関するポジティブリストは世界の添加物基準で最も厳し
　　いものであるが、環境に与える負荷が小さいこととの観点から、本類型の対象となる全
　　プラスチック商品に付いてこのポジティブリストに従うこととされた。
　　　そのほかに、とくにプラスチック添加物については、エコマークとして使用を認めて
　　いない、または使用する事が好ましくないと判断した一部の難燃剤、可塑剤や安定剤を
　　除外した。すなわち、難燃剤に付いては既に存在するエコマークの規定に従うこととし
　　た。また「水環境保全に向けた取り組みのための要調査項目リスト」に挙げられた化学
　　物質のうち、可塑剤として使われるフタル酸エステルは含まないこととしたが、リン酸
　　エステルについては現状では代替が難しいことから、使用を認めることとした。安定剤
　　および滑剤等にはPb系、Cd系およびSn系等の重金属を含む系は使用しないこととした。
　　　さらに、プラスチック色材については、「再生ＰＥＴ樹脂を使用した家庭用繊維製品」
　　の認定基準と整合性を取った。すなわち、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関す
　　る法律」や「染料」、「蛍光増白剤」に関する要求事項を満たすこととした。
　　　また同時に、色材中の重金属に関してもポリオレフィン等衛生協議会の規格基準に従
　　うこととした。一方、有機色材中には塩素を含有するものがあるが、有機色材のプラス
　　チックへの添加量が少ないことと、現在の技術では有力な代替手段がないことから、除
　　外しなかった。次回の基準見直し時には、改めて検討したい。
　　　本項目は基準を策定する項目として選定された。

Ｅ　廃　棄　段　階Ｅ　廃　棄　段　階Ｅ　廃　棄　段　階Ｅ　廃　棄　段　階
　◇Ｅ－４（生態系の破壊）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)廃棄時に生態系の破壊を生じないこと

　　　本項目に関する議論は，Ｄ－４項でまとめて述べた。

　◇Ｅ－５（大気汚染物質の排出）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)燃焼時に有害物質が基準を超えて排出されないこと

　　　商品の燃焼廃棄時に発生するＮＯｘやＳＯｘ等の大気汚染物質の排出については、　
　　製造者のコントロール外であり、とくに基準化の必要はないものと判断された。

　◇Ｅ－７（廃棄物の排出・廃棄）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)安易な使い捨てにならないこと
(2)焼却しにくい、かさばるなど廃棄後の処理が困難でないこと

　　　項目（１）については、Ｄ-７項で併せて論じられ、内容については既にそこで述べ
　　た。本項目は基準を策定すべき項目として選定された。
　　　項目（２）については、必要なことではあるが基準への適合を証明する仕方が難しく、
　　基準として選定されなかった。
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　◇Ｅ－８（有害物質等の使用・排出）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)廃棄時に有害物質が排出されないこと
(2)出来る限りポリ塩化ビニール、ポリ塩化ビニリデン等を使用しないこと

　　　項目（１）および（２）について、燃焼廃棄時のポリ塩化ビニールおよびポリ塩化　
　　ビニリデン等の含有とダイオキシンの発生との関係が主として議論された。商品は廃　
　　棄時に、産業廃棄物としてきちんと処理されるものと一般消費者に廻るものとは、棲　
　　み分けするものと考えるべきことや、これらのハロゲン系プラスチックを家庭ごみ等　
　　から排除することが、ダイオキシン対策にどれだけ寄与できるか、などの議論が行わ　
　　れた。
　　　議論内容の概要とその結論については、本解説の「１．環境的背景の補足」に述べ　
　　ているが、特に家庭ごみがきちんとした焼却設備のないところで燃焼廃棄されたり、　
　　産業廃棄物が違法な焼却（野焼き）等をされた場合のダイオキシンの発生の回避が論　
　　じられた。家庭ごみについては、ごみになる前に分別することが大切であり、対象商　
　　品の範囲区分Ａを設けることによって、燃焼条件によってはダイオキシンの発生要因　
　　となりうるハロゲン系の元素を含むポリマー種の商品は除かれる。したがって、商品　
　　区分Ａについてはとくに基準として策定はされなかった。
　　　産業廃棄物については商品区分Ｂとして、違法な焼却の回避や廃棄時自然へ放置し　
　　ないことなどを意図し、廃棄時に産業廃棄物として適正に処理・処分がなされること　
　　が確かであることとされ、基準として選定された。

　◇E－９（その他の環境負荷）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)労働安全衛生法の第１条～第５８条を遵守すること

　　　商品の廃棄段階においても、本項目はＢ-３項等で論じられたように必要なことであ
　　る。しかし、一般的に言って商品を製造する事業者、販売事業者等が、廃棄段階での　
　　作業について管理することは不可能である。したがって、本項目は基準として採用さ　
　　れなかった。

Ｆ　リサイクル段階Ｆ　リサイクル段階Ｆ　リサイクル段階Ｆ　リサイクル段階
　◇Ｆ－１（資源の消費）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)リサイクル時に資源の消費が少ないこと

　　　本項については、再生プラスチック製品のリサイクル段階において、とくに原料や　
　　資材等の使用量が必要以上に増大することは考えにくく、その使用抑制を基準として　
　　策定する必要は無いものと判断された。
　　　したがって、本項目は基準を策定する項目として選定されなかった。

　◇Ｆ－７（廃棄物の排出・廃棄）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)リサイクルしやすい表示がなされていること
(2)リサイクルされた製品は廃棄後もなるべくリサイクル容易なこと
(3)回収された製品は再利用される部分が多いこと

　　（１）項については、リサイクルや焼却に関連して、材質表示の有効性が議論された。
　　ＳＰＩ材質表示法に従った数字標記を各商品に表示しても、廃棄時にその数字標記に対
　　応する回収箱が無ければ、リサイクル上意味がないこと。現在ＰＥＴではプラスチック
　　工業連盟による表示法が義務付けられているが、単一のバージン材だけを対象にしてい
　　ること。リサイクル材料は混合したものもあり、表示し辛いこと。金型に彫り込む商品
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　　には、複雑な表示はできないこと、などの意見があった。
　　　これに対して、バージン材と区別するためにリサイクル商品の材質表示として、Ｒ　
　　-ＰＥやＲ-ＰＰのような先頭に「Ｒ-」を付した表示が考えられること、混合材料につ
　　いては複数の材質名を表示できること、消費者の意識が高まっておりできれば材質表示
　　だけでなく、○○％と再生材の含有量も表示したいこと、金型による表示が難しいもの
　　については、補助的な手段も考えられること、などの意見があった。
　　　これらの議論の結果、マテリアルリサイクル率向上の観点から、エコマーク商品とし
　　てプラスチックの材質表示は是非進めて行くべきとされ、基準を策定すべき項目に選定
　　された。
　　　（２）項については、他材料と組み合わせて、または他のプラスチック種や他の材料
　　が配合されて使用する場合が議論された。
　　　プラスチック材料と他の材料の組み合わせ使用する商品については、分離等が容易な
　　ことが必要とされた。
　　　また、これまでにバージンプラスチックと再生プラスチックとの配合使用は認めてい
　　なかったが、このような申請商品も多くとくにこれを排除する理由はないとされた。
　　　他の材料とプラスチックとの配合使用（混合使用）については、Ａ－１項およびＢ－
　　１項の議論と同様に、現在の低いリサイクル率の状況から、できるだけリサイクル材の
　　使用を進めることが大切とされた。したがって、廃棄後に配合状態のまま再利用する、
　　耐用寿命が長い、またはバージン材においてもマテリアルリサイクルは期待できない商
　　品分野で使用するなど、リサイクルや回収処理に新たに悪影響を及ぼさなければ認める
　　こととされた。
　　　この項目は基準として選定された。
　　　（３）項については、容器等の再利用については別に商品類型があり、そこで取り上
　　げるべき事項とし、本類型では基準化しないこととされた。

　◇Ｆ－９（その他の環境負荷）
　　　本項目では以下の点が検討された。
(1)環境に有害な電波を出さないこと
(2)労働安全衛生法の第１条～第５８条を遵守すること
(3)リサイクルシステム構築への努力があること

　　　（１）および（２）項については、Ｅ-９項と同じく商品のリサイクル段階において
　　も本項目は必要なことであるが、一般的に商品を製造する事業者、販売事業者等が、リ
　　サイクル段階での作業について管理することは不可能である。したがって、本項目は基
　　準として採用されなかった。
　　　（３）項については、具体的に基準化し辛いことから、基準として策定はされなか　
　　った。

４．品質に関する基準について４．品質に関する基準について４．品質に関する基準について４．品質に関する基準について
    プラスチック製品全体としては、様々な商品分野にわたっており、品質規格の全部を　
　列挙することは困難である。したがって、品質については、JIS規格があるものについて
　はこれを満たすこと、またJIS規格のないものについては業界自主規格を満たすものであ
　ることとされた。
　　また食品衛生法など用途毎に定められた品質に関する法規の適用を受ける商品につい
　ては、併せてその法規を満たすこととされた。
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　　　　　　　　　　　　付属証明書

　　　　　　　                                                        申請者印

  表１　4-1.(1)製品全体の材料使用比率

製品または 使用再生プラスチッ 再生プラスチック中 再生プラスチック以
部品名およ クのポリマー名およ のプレコンシューマ 外の材料名(プラスチ

Ｎｏ び全重量(g) びその重量(g)と重量 ー材料のポリマー名 ックの場合はポリマ 　証明書番号
割合(%) および重量割合(%) ー名)およびその重量

(g)

 １ 　原料証明１

 ２   原料証明２

 ３   原料証明３

 ・

 ｎ   原料証明ｎ

合計

＊以下の余白に原料供給事業者を含む製造プロセスへの関与事業者分担（表）を示して下さい。

　表２　4-1.(2)工場立地地域の環境法規などの遵守                                           
Ｎｏ      項　目       適　　合    　証明書番号
 １ 工場立地地域の環境法   適合する／しない 　適合証明書２－１

規などの遵守
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　表３　4-1.(3)有害化学物資                                                               
Ｎｏ 　　　項　目       適　　合      証明書番号
 １ 法令の遵守   適合する／しない   適合証明書３－１
 ２ 業界自主基準への適合   適合する／しない   適合証明書３－２
 ３ ポリオレフィン等衛生

協議会の添加物ポジテ   適合する／しない   適合証明書３－３
ィブリストへの適合

 ４ 塩ビ食品衛生協議会の
添加物ポジティブリス   適合する／しない   適合証明書３－４
トへの適合

 ５ 難燃剤の使用、   使用有り／使用無し
(使用有りの場合)   適合する／しない   適合証明書３－５

　表３　4-1.(3)有害化学物資（つづき）                                                     
Ｎｏ 　　　項　目       適　　合      証明書番号
 ６ フタル酸エステル系の   適合する／しない   適合証明書３－６

使用
 ７ 鉛系、カドミュウム   適合する／しない   適合証明書３－７

系、スズ系の含有
 ８ 有害物質を含有する家

庭用品の規制に関する   適合する／しない   適合証明書３－８
法律

 ９ 染料   適合する／しない   適合証明書３－９
１０ 蛍光増白剤   適合する／しない   適合証明書３－１０
１１ ポリオレフィン等衛生   適合する／しない   適合証明書３－１１

協議会の色材規格基準

　表４　4-1.(4)残留性有機化学物質                                                         
Ｎｏ       項　目        適　合     証明書番号
 １ 含有      有り／無し   適合証明書４－１
 ２ 使用・廃棄時の発生      有り／無し   適合証明書４－２

  表５　4-1.(5)商品の耐久性                                                               
Ｎｏ       項　目        適　合     証明書番号
 １ 耐久性      有り／無し   適合証明書５－１
 ２ 使い捨て商品      該当／非該当   適合証明書５－２
 ３ 回収リサイクルシステ      有り／無し   適合証明書５－３

ム(使い捨て商品のみ)

　表６　4-1.(6)廃棄時の適正な処理・処分                                                   
Ｎｏ       項　目        適　合     証明書番号

製品の商品区分        Ａ／Ｂ
 １ 適正な処理・処分(商品   適合する／しない   適合証明書６－１

区分Ｂのみ)
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　表７　4-1.(7)他材料との組み合わせ使用、配合使用                                         
Ｎｏ       項　目        適　合     証明書番号
 １ 他材料と組み合わせ   使用有り／無し

分離・分別の工夫(使用   適合する／しない   適合証明書７－１
有の場合のみ)

 ２ 他材料の配合使用   使用有り／無し
リサイクル、回収・処   適合する／しない   適合証明書７－２
理(使用有の場合のみ)

　表８　4-1.(8)製品への表示　                                                             
Ｎｏ       項　目        適　合     証明書番号
 １ 製品へのプラスチック 　表示有り／無し 適合証明書８－１(写真

材質表示 または表示の設計書)

　表９　4-2.(1)品質基準                                                                   
Ｎｏ       項　目        適　合     証明書番号
 １ 該当する製品品質規格      有り／無し   　該当規格名

の有無
 ２ 該当規格への適合   適合する／しない   適合証明書９－１
＊該当規格のない場合、類似規格への適合について、以下の余白にご説明下さい。
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     　　　　　　　　                                    　  平成１１年４月３０日
エコマーク商品類型試案

　　　　　　　　　　　　「複写機」（公表案）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　(財)日本環境協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エコマーク事務局

１．環境的背景
　現在、事業所において複写機は多く使用されている事務機器のひとつであり、１９９７
年の国内生産台数は２５０万台に上ると言われている。これらの台数をまかなう電力量は
年間で５８００万ｋＷｈになる。今この電力を節約できれば、電力負荷低減はもちろん、
ＣＯ２低減にもつながる事になる。また、作業面の観点からは、設置場所が主にオフイス
や家庭であることから、製品の素材や使用時に発生する物質の安全性および使用済の廃棄
物処理に対する配慮も必要である。
　一方、複写機は構造上、鉄を始めとしてプラスチック、銅、アルミニウム等を使用して
おり、一見リサイクルしづらい複雑な機器でもある。しかし、事業所で使用する複写機は
一般に逆販売ルートで引き取り回収・処理がなされており、事務機器の中でもリサイクル
率が高いと言える。これはメーカ、販売会社・販売店等が機器のレンタル、リースによる
販売と、保守契約等による販売先の機器管理を行っていること。また、下取り制度という
商習慣によって自主的に引き取り回収をしてきた結果である。１）ただ、最近になって複写
機の個人ユースが増えており、これら使用済の機器をいかに効率よく回収できるかの課題
が残っている。いずれにしろ、今後の複写機の動向は、可能な限りリサイクルを考慮した
設計を心がけることが必要になる。以上の事から、事務機器として普及度の高い「複写機」
にエコマークを認定することは、ユーザが商品を購入する際の選択指標になり、それによ
って認定商品が広く普及することは意義が大きい。本商品類型では、資源採取からリサイ
クルまで商品のライフサイクル全体を通して環境に配慮した複写機を採り上げた。

２．対象
　静電複写機

３．用語の定義
　処方構成成分            ：明確な目的のために調合される成分であり、技術的に不可

避な不純物として含まれる成分でないもの。
　プラスチック            ：単一もしくは複数のポリマー材料と、特性付与のために配

合された添加剤、充填材等からなる材料。
　ポリマー                ：プラスチック中の主な構成成分である高分子材料。
　再生プラスチック         ：プレコンシューマー材料およびポストコンシューマー材料

からなるプラスチック。
　プレコンシューマー材料  ：製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する材料または

不良品。ただし、原料として同一の工程（工場）内でリサ
イクルされるものは除く。

  ポストコンシューマー材料：製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。
再生プラスチック部品     :再生プラスチック比率が２０％以上のプラスチック製部品。

  再生プラスチック比率     :全プラスチック（再生＋バージン）に対する再生プラスチ
ックの重量割合。

  再使用部品　　　　　　　：過去に使用され、再度使用されている部品。
　再使用予定部品　　　　　：過去に使用され、再度使用が予定されている部品。
　再利用部品              ：本体機器からの分解または洗浄作業等で再利用できる部品。
  再資源化部品            ：エネルギーを加え、形状または性状を変える部品。
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４．認定の基準
  4-1　環境に関する基準
　(1)再生プラスチック部品を１００ｇ以上使用していること。
　(2)再使用部品または再使用予定部品があること。
　(3)保守部品の供給期間は製造停止後、７年以上とすること。
　(4)製造段階で特定フロンを使用しないこと。
　(5)製造段階で大気汚染物質、水質汚濁物質および有害物質の排出に配慮されていること。
  (6)梱包材に代替フロンの使用がないこと。
　(7)包装に使用されるプラスチック材はハロゲンを含むポリマを含んでいないこと。
　(8)使用できる用紙は少なくとも１種類以上、古紙１００％配合の再生紙が使用可能なこ

と。
　(9)トナー容器についてはその回収システムがあること。
　(10)両面コピーは国際エネルギースタープログラム２）（以後「エナジースター」と略記）

に登録された時点の基準に適合すること。
　(11)電力消費はエナジースターに登録された時点の基準に適合すること。
　(12)機器の粉塵（ほこり）の放出は室内空気中の濃度０．０７５ｍｇ／ｍ3を越えないこ

と。なお粉塵の濃度測定方法は日本事務機械工業会の方法またはブルーエンジェル
３）の付録３に記載する試験条件下で測定するものとする。

　(13)機器のオゾンの放出は、室内空気中の濃度０．０２ｍｇ／ｍ3を越えないこと。なお
オゾンの濃度測定方法は日本事務機械工業会の方法またはブルーエンジェルの付録
４に記載する試験条件下で測定するものとする。

　(14)機器のスチレンの放出は、室内空気中の濃度０．０７ｍｇ／ｍ3を越えないこと。な
おスチレンの濃度測定方法は日本事務機械工業会の方法またはブルーエンジェルの
付録５に記載する試験条件下で測定するものとする。

　(15)トナーの重金属に関しては、処方構成成分として水銀化合物、鉛化合物、カドミウ
ム化合物および６価クロム化合物を意図的に添加していないこと。

　(16)トナーのアゾ着色剤に関しては、ＭＡＫリスト４）において発がん性もしくは発がん
性の疑いのある（ＭＡＫ Ⅲ Ａ１、ＭＡＫ Ⅲ Ａ２またはＭＡＫ Ⅲ Ｂ）ものとし
て分類された物質をアミン成分として含むアゾ着色剤（染料または顔料）を使用し
ないこと。

　(17)トナーに関するその他の危険物質については以下の(a)～(ｄ)の各物質が処方構成
成分として意図的に添加されていないこと。

  　(ａ)ＥＵの危険物質政令５）の§４ａ（危険物質政令の§４ａによる危険な物質および
調剤のリストの告示）により分類されており、かつ危険物質政令の付録Ⅰにより
次のＲ番号の表示が義務付けられている物質。

　　　　  Ｒ２６（吸入すると強毒性）
　　　　  Ｒ２７（皮膚接触すると強毒性）
　　　　  Ｒ４０（不可逆的な危害の可能性がある）
　　　　  Ｒ４２（吸入すると感作性の可能性がある）
　　　　  Ｒ４５（発がん性がある）
　　　　  Ｒ４６（遺伝可能な損害を引き起こす可能性がある）
　　　　  Ｒ４９（吸入すると発がん性がある）
　　　　  Ｒ６０（生殖能力に危害を与える可能性がある）
　　　　  Ｒ６１（胎児に危害を与える可能性がある）
　　　　  Ｒ６２（場合によっては生殖能力に危害を与える可能性がある）
　　　　  Ｒ６３（場合によっては胎児に危害を与える可能性がある）
　　　　  Ｒ６４（母乳を介して乳児に危害を与える可能性がある）
　　(ｂ)ＩＡＲＣ６）（国際がん研究機関）の発がん物質（レベル１、２Ａ、２Ｂ）に分類

されている物質。ただし、カーボンブラックは除く。      
    (ｃ) ＥＵの危険物質政令の付録Ⅰの第２号により、製品全体に危険シンボルを表示す
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る必要性を生じさせる物質。
    (ｄ) ＥＵの危険物質政令の付録ⅠによりＲ４３（皮膚接触すると感作性の可能性があ

る）を表示する必要性を生じさせる物質。
　(18)騒音についてはＩＳＯ７７７９またはブルーエンジェルに従うこと。
　(19)機器の安全性についてはＩＥＣ（国際電気標準会議）９５０に適合していること。

または電気用品取締法 技術基準省令１項または省令２項に適合した商品であるこ
と。ただし、ＩＥＣ９５０に適合する場合、コンセントのプラグ形状については
ＪＩＳ規格が作成されたならばそれに従うものとする。

　(20)電磁適合性についてはＶＣＣＩ（情報処理装置等電磁障害自主規制協議会）に適合
していること。

　(21)設置条件については、特記事項があれば取扱説明書に明記すること。
  (22)使用する電池は、カドミウム化合物、鉛化合物および水銀化合物を含まないこと。
  (23)感光体はカドミウム化合物、鉛化合物および水銀化合物を含まないこと。
  (24)トナーカートリッジは「事務機械製品の安全確保のための表示実施要領」７）に基づ

いた表示をした製品を使用すること。
　(25)筐体のプラスチックに使用する難燃剤についてはＰＢＢ（多臭化ビフェニール）、Ｐ

ＢＤＥ（多臭化ジフェニルエーテル）または塩素化パラフィンを含まないこと。
　(26)プラスチック部品はＩＳＯ１１４６９に従いマーキングを行うこと。ただし、２５

ｇ未満または平ら面積が２００ｍｍ２ 未満の部品または再使用するプラスチック
はこの限りではない。また再使用するプラスチックはマーキングされていないもの
も使用可能とする。

  (27)分解が容易であること。
　(28)もし同型の製品が回収されている場合、その回収製品重量に対する再利用または再

資源化部品重量が５０％以上であること。回収されていない場合は、この限りでは
ない。

　
  4-2　品質に関する基準
　  (1)日本工業規格（ＪＩＳ規格）のある製品については該当するＪＩＳ規格に適合して

いること。上記の規格に該当しない場合は、類似のＪＩＳ規格と同等の品質を有す
ること。

５．認定基準への適合の証明方法
    表１に示す各証明書を申請者（原料の場合は原料供給者）の有印文書として提出する

こと。なお各証明書は写しでも可とする。

　  (1)4-1-(1)は再生プラスチック使用重量リストと原料証明書を提出すること。（記入
例、証１に相当するもの）

    (2)4-1-(2)は個々の複写機に対して、再使用部品がある場合には、その再生使用部品
リストを提出すること。また再使用予定部品がある場合には、確実に再使用できる
ことの証明書（回収システムの仕組み）および再使用予定部品リストを提出するこ
と。（記入例、証２に相当するもの）

    (3)4-1-(3)は各保守部品の供給期間リストまたは取扱い説明書に記載されている各保
守部品の供給期間を提出すること。（記入例、証３に相当するもの）

    (4)4-1-(4)は特定フロンの使用のないことを製品を組み立てる事業所の責任者または
工場長の発行する自己証明書を提出すること。（記入例、証４に相当するもの）

 　 (5)4-1-(5)はＩＳＯ１４００１の認証を受けている工場で組立てのこと。認定登録書
を提出すること。（記入例、証５に相当するもの）

 　 (6)4-1-(6)は梱包材に代替フロンの使用がないことを製品を組み立てる事業所の責任
者または工場長の発行する自己証明書を提出すること。（記入例、証６に相当する
もの）
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　  (7)4-1-(7)は包装に使用されるプラスチック材がハロゲンを含むポリマを含んでいな
いことを製品を組み立てる事業所の責任者または工場長の発行する自己証明書を
提出すること。（記入例、証７に相当するもの）

　  (8)4-1-(8)の使用する「用紙」についてはメーカ名、商品ブランド名および古紙配合
率が１００％であることの証明書を提出すること。（記入例、証８に相当するもの）

 　 (9)4-1-(9)は回収システムの仕組みを提出すること。（記入例、証９に相当するもの）
　 (10)4-1-(10)はエナジースターに適合していることの証明書を提出すること。（記入例、

証１０に相当するもの）
 　(11)4-1-(11)はエナジースターに適合していることの証明書を提出すること。（記入例、

証１１に相当するもの）
 　(12)4-1-(12)～(14)は日本事務機械工業会またはブルーエンジェルの測定方法に適合

していることの証明書およびその実測値を提出すること。（記入例、証１２に相当
するもの）

   (13)4-1-(15)～(17)は該当物質の含有の有無記載リストを提出すること。（記入例、
証１３に相当するもの）

   (14)4-1-(18)はＩＳＯ７７７９またはブルーエンジェルの範囲内であることの試験デ
ータを提出すること。ただし、コピー時の７１＜ｃｐｍ（毎分コピー速度）および
待機時の３１＜ｃｐｍの実測値は参考値として提出すること。（記入例、証１４に
相当するもの）

　 (15)4-1-(19)はＩＥＣ９５０に適合していることの証明書を提出すること。またはＳマ
ーク取得の証明書を提出すること。（記入例、証１５に相当するもの）

 　(16)4-1-(20)はＶＣＣＩに適合していることの証明書を提出すること。（記入例、証１
６に相当するもの）

　 (17)4-1-(21)は設置条件に対する特記事項があれば、その部分の写しを提出すること。
（記入例、証１７に相当するもの）

   (18)4-1-(22)は該当物質の含有の有無記載のリストを提出すること。（記入例、証１８
に相当するもの）

　 (19)4-1-(23)は該当物質の含有の有無記載のリストを提出すること。（記入例、証１９
に相当するもの）

   (20)4-1-(24)は「事務機械製品の安全確保のための表示実施要領」に基づき、表示をし
ていることの証明書を提出すること。（記入例、証２０に相当するもの）

 　(21)4-1-(25)はプラスチックの筐体にＰＢＢ、ＰＢＤＥおよび塩素化パラフィンを含有
していないことをプラスチックメーカからの自己宣言書を提出すること。（記入例、
証２１に相当するもの）

　 (22)4-1-(26)はプラスチックのマーキング部品リストまたはＩＳＯ１１４６９に従っ
ていることの証明書を提出すること。（記入例、証２２に相当するもの）

   (23)4-1-(27)はその仕組みまたは基準またはチェックリストを提出すること。（記入例、
証２３に相当するもの）

　 (24)4-1-(28)はもし同型の製品が回収されている場合、回収製品の再利用または再資源
化部品が回収製品全体に対する重量比で５０％以上であることのリストを提出す
ること。（記入例、証２４に相当するもの）

 　  
６．その他
　　(1)商品区分は機種毎またはシリーズ機毎とする。ただし、シリーズ機毎の場合、申請

はまとめて（１回で）良いが、シリーズ内の各機器がそれぞれの基準を満たしてい
ること。

　　(2)マーク下段の表示は「省資源、省エネ、低廃棄物」とする。
　　　　また上記のマーク下段表示の内容をより明確に表すため、環境表示を行うことが

できるものとする。この場合、下記のとおり中央揃えの３段表示を矩形枠で囲んだ
ものとする。
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７．提出書類
　１）エコマーク商品認定申込書　様式２
  ２）エコマーク使用申込書　様式３
　３）表１（資料を添付している場合は、表１のＮｏに○印を付記のこと）
　４）添付資料として証１～証２４の内、必要な資料およびその他資料。
　

制定予定日：平成１１年９月１日

本商品類型の認定基準は制定日より５年間を期限として、見直しを行い、必要に応じて認
定基準の改定または商品類型の廃止を行います。

待機・使用時のエネルギーが少ない、
部品を再利用・再資源化する、
廃棄物が少ない複写機
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　　　　  解　説　「複写機」商品認定基準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．環境的背景の補足
　通商産業省環境立地局編の産業環境ビジョン８）に、複写機の１９９７年の国内生産台数
およびＣＯ２排出量が算出されている。
また、上記の産業環境ビジョンによれば複写機の構成物質は重量比で鉄が約６０％、プラ
スチックが２０%、銅が約１０％、アルミニウムが約７％、残りが紙となっている。

２．対象について
　ワーキンググループ（ＷＧ）の議論において業務用に限定するという意見があったが、
厳密には業務用と家庭用の区別がなく、またあえて範囲を狭める必要性のないことから静
電式複写機の全てを対象にすることにした。用語はＪＩＳ Ｂ ０１３７（複写機用語）に
従い、｢静電複写機｣とした。
   
３．用語の定義について

４．認定の基準について
　４－１　環境に関する基準の策定の経緯
　　基準の設定にあたっては、「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」を用い、環境の
観点から商品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を考慮した上で、認定基準を設定す
るに際し重要と考えられる負荷項目が選定され、それらの項目について定性的または定量
的な基準が策定される。
　　商品類型「複写機」において考慮された環境負荷項目は「商品ライフステージ環境負
荷項目選定表」に示したとおり（表中○印およぶ◎印）である。このうち最終的に環境に
関する基準として選定された項目はＡ－１、Ｂ－１、Ｂ－３、Ｂ－５、Ｂ－６、Ｂ－８、
Ｃ－２、Ｃ－７、Ｄ－１、Ｄ－２、Ｄ－８、Ｄ－９、Ｅ－５、Ｅ－８、Ｅ－９、Ｆ－１、
Ｆ－７およびＦ－８（表中◎印）である。
　　なお、表中    印の欄は検討対象にならなかった項目または他の項目に合わせて検討
された項目を示す。以下に環境に関する基準の策定の経緯を示す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　表　「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」

  商品の ライフ ステー ジ
        環境負荷項目 Ａ．

資源
採取

Ｂ．
製造

Ｃ．
流通

Ｄ．
使用
消費

Ｅ．
廃棄

Ｆ．
ﾘｻｲｸﾙ

１資源の消費   ◎   ◎   ○   ◎   ○   ◎
２地球温暖化影響物質の排出   ◎   ◎   ○   ○
３オゾン層破壊物質の排出   ◎
４生態系の破壊
５大気汚染物質の排出   ◎   ◎   ○
６水質汚濁物質の排出   ◎   ○
７廃棄物の排出・廃棄   ◎   ○   ◎
８有害物質等の使用・排出   ◎   ◎   ◎   ◎
９その他の環境負荷   ◎   ◎

　Ａ　資源採取段階
　　◇ Ａ－１　（資源の消費）
        本項目では以下の点が検討された
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    （1)リサイクル材料の使用①再生プラスチックを使用していること②再使用された部
品を含むこと

      
　　　リサイクル材料として、鉄、アルミニウムがリサイクルされていることは判断が困

難であり、ここではプラスチックに限定することにした。
　　また、上記①②は別々の分野であり、両方を満たすものとした。
      ①の再生プラスチック部品については、現状の技術レベルを考慮すると、再生プラ

スチック部品としてバージンプラスチック比率は８０％以上が必要であるとされた。
（再生プラスチック比率が２０％以下）しかし、プラスチックのリサイクルを促進す
るために、この再生プラスチック比率の２０％を下限として、再生プラスチック比率
が２０％以上のものを再生プラスチックと定義した。

    ①の再生プラスチックの使用についてはできるだけ各メーカが対応できるように、使
用点数および製品全体の重量比は採用せず、使用重量にした。その重量の目安として
はメインカバーの約半分の１００ｇ以上とした。

      ②の再使用された部品を含むことについては各メーカ毎に使用率が不明なので、使
える様なシステムが整備されていることとした。つまり、再使用部品がある場合には、
その再使用部品リストを提出してもらうこととした。また、再使用予定部品がある場
合には、確実に再使用できることの証明書（例えば回収システムの仕組み）および再
使用予定部品リストを提出してもらうこととした。

　Ｂ　製造段階
　  ◇ Ｂ－１　（資源の消費）
　　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)製品のサイクルをできる限り延命なものとすること
  　 (2)長寿命性であること

　　  （１）～（２）については保守部品の長寿命性が問題となり、保守部品の供給期間
は日本事務機械工業会の基準に従い、その部品の製造停止後、７年以上とした。

　　　
　  ◇ Ｂ－３　（オゾン層破壊物質の排出）
　　     本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)特定フロンの使用および排出に配慮されていること

　　   製造段階で上記の項目を遵守する必要性があることから、本項目は基準を策定する
項目として選定された。

  
　  ◇ Ｂ－５　（大気汚染物質の排出）
　　     本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)製造工程で大気汚染物質の放出に配慮されていること

　　   製造時において大気汚染防止法を遵守する必要ことは当然のことであり、別の意味
で自己認証になるので、ＩＳＯ１４００１の認定工場で製造していることとした。ま
た製造工程のどこまでこの項目を適用するか議論したが、部品１点１点に適用するこ
とは困難であることから、組立工場に限定することとした。

　  ◇ Ｂ－６　（水質汚濁物質の排出）
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　　     本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)製造工程で水質汚濁物質の排出に配慮されていること

　　  Ｂ－５に同じ。

　  ◇ Ｂ－８　（有害物質等の使用・排出）
　　　   本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)有害物質の使用が少ないこと、あるいは排出に配慮されていること
　　  
　　  Ｂ－５に同じ。
　　
Ｃ　流通段階
　◇ Ｃ－１　（資源の消費）
       本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)製品の軽量化を図り輸送時の資源消費量を抑制すること
　　 (2)輸送時の梱包材を繰り返し使用できるものとすること
　　 (3)梱包の簡素化、再利用できること

　　　（１）については「軽量化」より、「減容化」の方が効果が大きく、また（２）、（３）
についてはメーカ側として常日頃から努力している項目であり、定性的な観点からは
必要なことであるが、その証明方法が困難であるとして本項目は基準を策定する項目
として選定されなかった。

    ◇ Ｃ－２　（地球温暖化影響物質の排出）
       本項目では以下の点が検討された。

     (1)梱包材は代替フロンの使用および排出に配慮されていること

       半導体、液晶製造工程では、洗浄剤として代替フロンを使用している。現状ではこ
れに代わる技術がないため、梱包材に限定した。

　　◇ Ｃ－７　（廃棄物の排出・廃棄）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)包装材において有害物質の使用のないこと

　　 ブルーエンジェルと同様に「包装に使用されるプラスチック材はハロゲンを含むポリ
マを含んでいてはならない。」とした。

　Ｄ　使用消費段階
　　◇ Ｄ－１　（資源の消費）
　　　 本項目では以下の点が検討された。
     
     (1)再生紙が使用可能であること。
     (2)トナー容器等再使用可能であること
     (3)両面コピーが使用可能なこと
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　　（１）は使用する「用紙」の観点から必要条件であるとされ、ブルーエンジェルに従
い、少なくとも１種類は、「古紙１００％配合率の再生紙」が使用可能なこととした。

　　（２）はトナーを回収することに意義があるとして、「回収システム」があることとし
た。

　　（３）は、エナジースターに適合することとした。

　　◇ Ｄ－２　（地球温暖化影響物質の排出）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)省エネルギー設計であること
　　 (2)低電力消費であること（エナジースターに準拠)

　　　 （１）～（２）については、地球温暖化影響物質の排出として、省エネルギー設計
および低電力消費であることが必要とされ、「エナジースターに適合している」とい
う記述で、基準を策定する項目として選定された。

　　◇ Ｄ－８　（有害物質等の使用・排出）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)オゾン、粉塵、スチレンが低排出であること
　　 (2)トナー中の有害物質の使用禁止①ＩＡＲＣ、ＥＵ危険物質政令、ＡＣＧＩＨ、日

本産業衛生学会の発がんの疑いのある物質。ただし、カーボンブラック等の使用
において、問題のないことが確認されている場合は除く②特定のアミンを生成す
る可能性のあるアゾ染料③水銀、鉛、カドミウム

　　 （１）の排出量については日本事務機械工業会の試験方法が制定されていればそれに
従うものとし、制定前であればブルーエンジェルに従うものとした。

     （２）トナーに関する有害物質としては、ブルーエンジェルに従うものとした。発が
ん性物質については、ＴＲＧＳ９０５およびＭＡＫリスト４）が挙がっているが、前
者はＩＡＲＣに包含されており、また後者は②で考慮することにし、国際的な視野を
考慮してＩＡＲＣを採用した。ただし、カーボンブラックは対象外とした。

     ②はブルーエンジェルに従い、ＭＡＫリストを採用した。
     ③はブルーエンジェルに従い、「水銀化合物、鉛化合物、カドミウム化合物および６

価クロム化合物を処方構成成分として含まないこと。」とした。
   　なお、ＩＡＲＣのレベルは「平成９年度環境庁委託　化学物質要覧作成調査」に依っ

た。９）

　　◇ Ｄ－９　（その他の環境負荷）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)騒音の発生、電磁場の影響が少ないこと
　　 (2)設置場所の騒音などの作業環境を悪化させないこと
　　 (3)低騒音であること
     (4)機器の安全性および電磁適合性を考慮すること
     (5)設置条件を明記すること

　　　 （１）の電磁場の影響については（４）で議論した。（１）～（３）の騒音の基準
についてはＩＳＯ７７７９とＩＳＯ９２９６がある。ＩＳＯ７７７９は一般的（国
際的に整合性あり）であり、ＩＳＯ９２９６は統計的処理（危険率等を考慮）をし
たものである。またＩＳＯ９２９６は量産品が対象であり、抜き取り検査を行う必
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要性がある等制約がある。従ってＩＳＯ７７７９に従うこととする。またレベルに
ついては、ブルーエンジェルの値も採用した。

       （４）の機器の安全性については国際規格として一番広く使用されているＩＥＣ９
５０または電気用品取締法に従うものとした。ただし、コンセントのプラグ形状に
ついてはＪＩＳ規格が作成されたならばそれに従うものとした。

      また電磁適合性についてはＶＣＣＩに適合するものとした。
       （５）についてはアメニティ（快適性）の観点から特記事項があれば取扱説明書に

明記することとした。（例えば何台以上集中して設置する場合は、強制換気すること
等）

Ｅ　廃棄段階
　　◇ Ｅ－１　（資源の消費）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)廃棄時に資源の消費が少ないこと
　　 (2)廃棄が容易であること

　　　 （１）および（２）は複写機の廃棄量は車や家電に比較して少ない。（リサイクル
率が高い）たとえ最終的にシュレッダーダストになったとしてもその電力は小さい。
また（２）はＦの”リサイクル”促進と相反する事項であり、ここでは基準を策定
する項目として選定されなかった。

  　◇ Ｅ－２　（地球温暖化影響物質の排出）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)廃棄時に化石燃料の使用が少ないこと

　　  　Ｅ－１と同様で使用済の廃棄物は再使用部品を除いて最終的にシュレッダーダス
トになり、埋め立てされる。車や家電に比較して廃棄量も少なく、焼却する比率も
少ないことから基準を策定する項目として選定されなかった。

  　◇ Ｅ－５　（大気汚染物質の排出）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)廃棄処理の際に汚染物質の放出が一定レベル以下であること
　　 (2)廃棄時に大気汚染物質の放出のないこと
　　 (3)筐体、筐体部品のプラスチック材への材料的要求
　　 (4)プラスチックの有害物質の禁止(筐体材料への臭素系難燃剤の禁止。ただしリサイ

クル材の使用の場合は除く)

　　　 （１）～（４）については現時点でダイオキシンに特化してプラスチックの難燃剤
に統合して議論し、その難燃剤の扱いは当協会のルールに従うものとした。１０）

　　　  
  　◇ Ｅ－６　（水質汚濁物質の排出）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)廃棄処分の際、土壌、水質を汚染しないこと
　　 (2)廃棄時の埋立て処分において周辺水質への溶出影響のないこと

　　　  Ｅ－８で議論することにした。
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　　◇ Ｅ－７　（廃棄物の排出・廃棄）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)廃棄処理量が少ないことあるいは容易なこと
　　
       Ｅ－１と同様とした。

　　◇ Ｅ－８　（有害物質等の使用・排出）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)電池中の有害物質の禁止(鉛、カドミウム、水銀)
　　 (2)感光体の有害物質の使用禁止(鉛、カドミウム、水銀)
     (3)製品が廃棄された際、生物に脅威を与える危険性がないこと
　　 (4)廃棄後の生物、植物に対する危険性がないこと

　　　 （１）～（２）はブルーエンジェルに従うものとし、「電池、感光体は鉛化合物、
カドミウム化合物および水銀化合物を含まないこと」とした。

       （３）～（４）は有害なものとして挙げられるものの一つに、電子基盤、はんだ中
の鉛があり、現状では代替技術がないため、あえて基準を策定する項目には挙がら
なかった。

　　◇ Ｅ－９　（その他の環境負荷）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)廃棄時に粉塵の飛散がないこと

　　    Ｄ－１で一緒に議論することとし、トナーカートリッジは「事務機械製品の安全
確保のための表示実施要領」７）に基づいた表示をした製品を使用することとした。

Ｆ　リサイクル段階
　◇ Ｆ－１　（資源の消費）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)リサイクル時に資源の消費が少ないこと
　　 (2)プラスチックへのマーキングを行うこと
　　 (3)分解の際、容易であること(ブルーエンジェルのチェックリストのようなもの)
　　 (4)再利用、再資源化されていること(ただし、回収されたものについて製品の重量比

５０％以上が再利用または資源化されていること。)

　　　 （１）については一般的に新規製作とリサイクル時を比較すると、リサイクル時の
方が資源の消費が少ないことから、基準を策定する項目に選定されなかった。

　　　 （２）についてはブルーエンジェルと同様にＩＳＯ１１４６９に従うものとした。
当ＷＧではマーキングそのものの意義について議論したが、特に２５ｇ未満または
平ら面積が２００ｍｍ２　未満のレベルに関して適切でないという意見もあり、環
境的側面ではなく、国際的に整合性を合わす意味で基準に盛り込むことにした。ま
た、現状使用（流通）しているプラスチック部品には必ずしもマーキングがされて
いない実態からすると、再使用するプラスチックがマーキングされていないとする
と、それを使用できないことになるので、再使用プラスチックについてはマーキン
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グされていないものも使用可能とした。
　　　 （３）についてはそういう仕組みができてあれば、その基準あるいはチェックリス

トを提出してもらうことにした。
　　　 （４）については各メーカの実態を考慮し、再利用・再資源化部品重量は５０％以

上とした。

　　◇ Ｆ－２　（地球温暖化影響物質の排出）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)リサイクル品の製造過程で化石燃料の消費が少ないこと

　　　 複写機のＬＣＡを考慮した場合、本体フレームに再生品を使用するとバージン品に
比べＣＯ２が減少することが確認されている。１１）しかし、定量化および基準化が困
難であるとして、基準を策定する項目として選定されなかった。

　　◇ Ｆ－５　（大気汚染物質の排出）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)リサイクル品の製造工程で大気汚染物質の放出のないこと

　　　 Ｆ－２と同様とした。

　　◇ Ｆ－７　（廃棄物の排出・廃棄）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)容易にリサイクルできること
　　 (2)回収された製品は再利用される部分が多いこと
　　 (3)消耗品容器等の回収がなされていること(トナー容器の回収がユーザが要求すれ

ば可能なこと)

　　　 （１）～（２）はＦ－１に包含されるとして、基準を策定する項目として選定され
なかった。

　　　 （３）はトナーを回収することに意義があるとして、「回収システムがあることと」
した。

　　◇ Ｆ－８　（有害物質等の使用・排出）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

　　 (1)リサイクルの工程から有害物質の排出がないこと

　　　 Ｂ－８に同じ。

４－２　品質に関する基準について
　(1)ＩＳＯ１４０２４に従い最低水準の品質を確保するために、国内標準があるものにつ
いてはその規格（例えばＪＩＳ規格）に従うことにした。また一部規格がないものについ
てもエコマーク商品の普及を促進するために、類似の規格と同等の品質を有することとし
た。

５．その他
   (1)マーク下段の表示について
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　　　基準項目が多岐にわたるため、「再資源、省エネ、低廃棄物」とした。
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証１ 再生プラスチック使用重量リスト＆原料証明書

NO
再生プラスチック部品
使用個所

再生プラスチッ
ク部品重量(ｇ)

再生プラスチック比率
(％)

原料証明書

 １ 前カバー 　８０         ２０ 原料証明１

 ２ 後カバー 　２０         ２０ 原料証明２

 ：

合計 ≧１００ｇ        ≧２０％

原料証明１（原料供給者の有印文書）

原料証明２（原料供給者の有印文書）

証２ 再使用部品リスト    または再使用予定部品リスト＆証明書

NO 使用個所 使用個所（予定）

 １ 転写ドラム 駆動部

 ２

 ：

 ｎ

証３ 保守部品の供給期間リスト

NO 保守部品名 供給期間

 １ トナーカートリッジ 　　７年

 ２

 ：

 ｎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑７年以上

または取扱い説明書に記載されている各保守部品供給期間

証４ 特定フロンの未使用

　　　製造段階で特定フロンを使用しておりません。

　　　　　　　　　　　　　　○○　工場長　　　印

証５ 大気汚染、水質汚濁および有害物質の排出配慮

　　　当工場はＩＳＯ１４００１の認定工場です。

記入例

回収システムの
仕組み
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証６　梱包材の代替フロンの未使用

　　　　　梱包材に代替フロンを使用しておりません。

　　　　　　　　　　　　　　○○　工場長　　　印

証７　包装材に使用されるプラスチック材のハロゲンを含むポリマーの非含有

　　　　　包装材にプラスチック材のハロゲンを含むポリマーを使用していません。

　　　　　　　　　　　　　　○○　工場長　　　印

証 8　Ã�z�¦POO�Ìp��Xg�´¿Ø¾�

NO メーカ名 商品ブランド名 証明書

 １ Ｎ製紙 ホワイト 原料証明書１

 ２           

 ：

 ｎ           

 ↑ｎは１以上

原料証明書１（原料供給者の有印文書）

 証９ 回収システムの仕組み

　

 証１０ 両面コピー

     複写速度：       ３０   枚／分

適合可否

両面コピー機能 ≦２０枚／分    問わない 　　

  ≦４４枚／分  　オプション 　　○

  ＞４４枚／分  　デフォルト

 エナジースターに適合していることの証明書

メーカー ユーザー

　販売店

　引取業者
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証１１ 低電力消費

     複写速度：     ３０    枚／分

　　　　実測値 　適合可否

低電力ﾓｰﾄﾞへの移行時間 T1(分) １５分 　　　　１５分 　○

低電力ﾓｰﾄﾞ消費電力(Ｗlow) ≦２０枚／分  　問わない

  
≦４４枚／分  　＜3.85×複
写速度+5WWWW

　　　　９０Ｗ 　○

＞４４枚／分  　＜3.85×複
写速度+5WWWW

低電力ﾓｰﾄﾞからの回復時間 T3(分) ≦２０枚／分  　問わない

  ≦４４枚／分  　≦３０秒 　　　　２０秒 　○

＞４４枚／分  　≦３０秒を
推奨

ｵﾌﾓｰﾄﾞ消費電力(Ｗom) ≦２０枚／分  　≦５WWWW 　　　　

  ≦４４枚／分  　≦１５WWWW 　　　　1０Ｗ 　○

＞４４枚／分  　≦２０WWWW

ｵﾌﾓｰﾄﾞへの移行時間Ｔ２(分) ≦２０枚／分  　≦３０分分分分

  ≦４４枚／分  　≦６０分分分分 　　　　５０分 　○

＞４４枚／分  　≦９０分分分分

  エナジースターに適合していることの証明書

証１２ 有害物質の放出（粉塵、オゾン、スチレン）

基準値 実測値 適合可否

  粉塵の放出 ＜０．０７５ｍｇ／m3  ０．０３ ｍｇ／m3  　　○

  オゾンの放出 ＜０． ０２  ｍｇ／m3  ０．０１ ｍｇ／m3  　　○

  スチレンの放出 ＜０．０７  ｍｇ／m3  ０．０３ ｍｇ／m3  　　○

  日本事務機械工業会またはブルーエンジェルに適合していることの証明書
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証１３ トナー中の有害物質

中分類 小分類 NO 物質名 含有の有無

重金属  １ 水銀化合物 有り／無し

 ２ 鉛化合物 有り／無し

 ３ カドミウム化合物 有り／無し

 ４ ６価クロム化合物 有り／無し

アゾ着色剤  １ ＭＡＫⅢ Ａ１ 有り／無し

 ２ ＭＡＫⅢ Ａ２ 有り／無し

 ３ ＭＡＫⅢ Ｂ 有り／無し

その他 ＥＵ危険物質政令  １ 付録Ⅰ　Ｒ２６ 有り／無し

 ２ 付録Ⅰ　Ｒ２７ 有り／無し

 ３ 付録Ⅰ　Ｒ４０ 有り／無し

 ４ 付録Ⅰ　Ｒ４２ 有り／無し

 ５ 付録Ⅰ　Ｒ４５ 有り／無し

 ６ 付録Ⅰ　Ｒ４６ 有り／無し

 ７ 付録Ⅰ　Ｒ４９ 有り／無し

 ８ 付録Ⅰ　Ｒ６０ 有り／無し

 ９ 付録Ⅰ　Ｒ６１ 有り／無し

 １０ 付録Ⅰ　Ｒ６２ 有り／無し

 １１ 付録Ⅰ　Ｒ６３ 有り／無し

 １２ 付録Ⅰ　Ｒ６４ 有り／無し

ＩＡＲＣ  １ 発がん性 有り／無し
製品全体の危険シンボ
ル表示

 １ 付録Ⅰ　第２号 有り／無し

 ２ 付録Ⅰ　Ｒ４３ 有り／無し

証１４　 騒音

  複写速度：      ３０    枚／分

（   ）はブルーエンジェルの値 　　　　実測値 適合可否

コピー時 ≦３０枚／分  　≦６３(６６)ｄB(A) 　　　　６０ 　○

  ≦５０枚／分  　≦６８(７１)ｄB(A)

≦７０枚／分  　≦７５(７８)ｄB(A)

待機時 ≦３０枚／分  　≦４０(４０)ｄB(A) 　　　　４０ 　○

  ≦５０枚／分  　測定不要(測定不要)

≦７０枚／分  　測定不要(測定不要)

ＩＳＯ７７７９またはブルーエンジェルに適合していることの証明書
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証１５　機器の安全性の証明書

　　　　　本機器はＩＥＣ９５０に適合しています。

　　　　　ｏｒ

　　　　　Ｓマークを取得しています。

証１６　電磁適合性の証明書

　　　　　本機器はＶＣＣＩの基準に基づく…装置です。

　　　　　

証１７　設置条件に対する特記事項の記載

　　　　　本機器を５台以上集中して設置する場合は、強制換気すること。

証１８ 電池の重金属の非含有

NO 重金属名 含有の有無

 １ 水銀化合物 有り／無し

 ２ 鉛化合物 有り／無し

 ３ カドミウム化合物 有り／無し

証１９ 感光体の重金属の非含有

NO 重金属名 含有の有無

 １ 水銀化合物 有り／無し

 ２ 鉛化合物 有り／無し

 ３ カドミウム化合物 有り／無し

証２０　トナーカートリッジの扱い

　　　

　　　　　「事務機械製品の安全確保のための表示実施要領」に基づいた

　　　　　　表示をしています。
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証２１　筐体プラスチックの難燃剤の非含有

NO 難燃剤名 含有の有無

 １ ＰＢＢ 有り／無し

 ２ ＰＢＤＥ 有り／無し

 ３ 塩素化パラフィン 有り／無し

プラスチックメーカからの自己宣言書（原料供給者の有印文書）

証２２ プラスチックのマーキング部品リスト

NO 使用個所 部品重量（ｇ） 部品平ら面積（ｍｍ２）

 １ ソータ部品 　１００ 　１０００

 ：

 n

　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　　　　　　↑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５ｇ以上または２００ｍｍ２以上

　またはＩＳＯ１１４６９に適合していることの証明書

証２３　分解の容易性

　　　　

　　　　　本機器は分解容易な…基準に基づいています。

証２４ 回収製品の再利用または再資源化部品名とその重量比リスト
NO 再利用または再資源化部品

名
部品重量（ｇ or kg） 重量比（％）

１ 筐体フレーム（鉄） ５０ｋｇ ５０

２ 補強材（アルミ） １０ｋｇ １０

： ：

　　　合計 全体重量１００ｋｇ ６０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑５０％以上


