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エコマーク運営委員会（第２回）の開催ならびに承認事項について

 第２回エコマーク運営委員会が２０００年３月８日、（財）日本環境協会において開催さ

れました。（座長：森嶌昭夫　上智大学教授、代理　群嶌孝　同志社大学教授）

審議の結果、以下のことが承認されました。

 <承認事項>
  ･平成１２年度エコマーク事業計画及び予算は承認され、別添１の通り確定しました。

  ･無償配布の出版物･印刷物へのエコマーク使用について、一部の印刷物を除くことに決

   まりました。
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無 償 配 布 の 出 版 物 ･ 印 刷 物 へ の エ コ マ ー ク 無 料 使 用 に つ い て

　上記のエコマーク使用については、古紙利用の促進という観点から、特例としてエコマ

ークの無料での使用を認めてきましたが、第２回エコマーク運営委員会において、下記１．

および２．の印刷物を除くこととなりました。           〔2000 年 3 月 21 日より実施〕

１．取扱説明書

　　取扱説明書は本来本体の価格に含まれたものであり、純粋に無償とは言い難く、今後

    は、取扱説明書への無料でのエコマーク使用の対象とはしないことになりました。た

　　だし、有償の印刷物として申請し、認定基準を満たす場合には、従来通り認定します。

    また、エコマーク認定商品の取扱説明書にエコマークを使用することは問題ありませ

    ん。

２．直接的な製品の広告など（カタログ・ちらし・ポスターなど）

　　製品の広告やちらしは企業が利益を得るための手段の一部であって、純粋に無償配布

　　物であるとは考えられないことから、取扱説明書と同様に対象としないこととなりま

    した。ただし、利益を得るためのもの以外に使用する場合は、ちらし･ポスターであっ

    ても対象となります。

    その他、企業案内や企業の環境報告書などについては、直接的な製品の広告等ではな

    ければ、古紙利用の促進という観点から、今後も引き続き無料でエコマークをつける

    ことを認めることとします。ただし、従来通りエコマーク認定の印刷用紙を使用して

    いることが条件です。

エコマーク類型・ 基 準 制 定 委 員 会（第４回）の開催ならびに承認事項について

 第４回エコマーク類型・基準制定委員会が２０００年２月２４日、（財）日本環境協会に

おいて開催され、（座長：群嶌孝　同志社大学教授）審議の結果、以下のことが承認され

ました。

 <承認事項>
  ･エコマーク商品類型試案「パーソナルコンピュータ」の公表が了承されました。

  ･商品類型Ｎｏ．２３「建築用断熱材」の改定について審議した結果、本商品類型は改定

されることとなりました。

エコマーク商品類型試案｢パーソナルコンピュータ｣の公表について

 エコマーク商品類型試案「パーソナルコンピュータ」（別添２）は、回収・リサイクルシ

ステムに関する要求部分を一部修正し、公表することが了承されました。公表に際し、２

０００年６月１５日（木）まで意見の受付を行います。意見の受付については、次ページ

の｢新規類型試案に関する意見の受付について｣をご参照下さい。



3

「新規類型試案の公表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名

　・上記認定基準への意見

　の要旨を、書面(Ａ４)にて、２０００年６月１５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

　　〒105-0003 東京都港区西新橋１－７－２　虎の門高木ビル ７階

　　　　ＴＥＬ　03(3508)2653　　　　ＦＡＸ　03(3508)2656

　(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名

　・上記認定基準についての意見

　の要旨を e-mail にて、２０００年６月１５日（木 17:00 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

商品類型Ｎｏ.23「建築用断熱材」の認定基準一部改定について

    ＜改定理由＞

        品質について、施工方法に関する規定を明確にするため。

    ＜変更点＞

        【改定前】

         １．（５）品質については、該当する日本工業規格（JIS）の基準に適合し、か

         つ、優良断熱建材の認定品であること。

        【改定後】

         １．（５）品質については、該当する日本工業規格（JIS）の基準に適合し、か

         つ、各工業界の定める施工法に適合するものであること。

    ＜改定日＞

         ２０００年４月１５日
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お知らせ

  エコマーク商品常設展示のご案内

　アジア太平洋トレードセンター株式会社においては、環境ビジネスの育成･活性化･支援

を目指し、今年６月に環境商品の常設展示場であるとともに、環境ビジネスに関する情報

を発信する場として｢ＡＴＣグリーンエコマート｣を開設します。この中に（財）日本環境

協会が共催するエコマーク商品を集めた｢エコマークゾーン｣ (別添３ 完成予想図参照)が設

置されます。

 本展示ゾーンの特長として、

① 我が国初のエコマーク商品常設展示

② 商品１点でも展示でき、フロアスタッフが説明や商談取次ぎをする

③ 年間９００万人の集客力のある施設内での展示

④ マスメディアを活用した全国ベースのＰＲ

⑤ 自治体や企業の調達者が来場

⑥ 消費者団体と連携したモニタリングなど充実したフォローアップ

などが挙げられ、エコマーク商品の普及に大いに貢献するものと期待されます。エコマー

ク商品の認定取得企業の皆様には是非ご参画戴きたくご案内致します。

  
    お問合せ先： ＡＴＣグリーンエコマート開設準備室

                 〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2 丁目 1-10
                            ＡＴＣビル O’s (オズ)棟 518(北館 5 階)
                        TEL：06-6615-5230  FAX：06-6615-5021

  

  エコマーク紹介ビデオ｢はじめよう エコマークのある暮し｣完成

  この程、エコマーク紹介ビデオが完成し、北九州･札幌･大阪にて開催されましたグリー

ン購入フェアのエコマークコーナーにて既に上映、ご紹介しています。今後も、ATC エコ

マーク商品常設展等で活用していく予定ですが、ご要望に応じ、実費にて貸し出し或いは

ご提供を広く行っていきたいと考えていますので、ご希望の方はエコマーク事務局までお

申し込み下さい。

    お申込み先： 財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局

                 〒105-0003　東京都港区西新橋 1-7-2 虎の門高木ビル 7F
                             TEL：03(3508)2653  FAX：03(3508)2656
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別添１

     平成１２年度   エコマーク事業に関する事業計画および予算

１． 平成１２年度の事業計画

  １）全体概要

  昨年度制定されたＩＳＯタイプⅠ環境ラベル制度の規格に沿って、エコマークでは制度

および運営手法に関して、より一層の透明性および公正性の向上を図るため、事業実施方

法の改善を図ってきた。新しい「エコマーク運営委員会」、「エコマーク類型・基準制定

委員会」および「エコマーク審査委員会」においては、広く各界の有識者により、活発な

議論が展開されている。

  一方、新規類型の設定や類型見直しのワーキング活動では、やや遅れを生じている。今

年度は、事業実施方法の改善の上に立って、新規類型の設定・見直しの一層の推進を図り

たい。

  また、前年度に引き続いて、普及啓発活動と国際協力活動についても一層力を注ぎたい。

以下に、今年度実施する個々の業務内容について述べる。

  ２）エコマーク商品の認定審査

    （１）委員会の開催については、平成１１年度に続いて、毎月１回（原則として第３

月曜日）実施し、迅速な審査と結果通知を継続する。

    （２）商品認定申請の審議に関しては、必要に応じて、製品の供給者、消費者、第三

者機関の専門家などから、現状や意見を調査する。

    （３）認定上、必要に応じて第三者機関等での商品テストを実施する。

    （４）前年度に引き続いて、事務処理システムの合理化を図る。

  ３）新規類型提案

    新規類型提案については、以下の運営方法を確立する。

   （１）全ての提案について、まず各委員が検討する。その検討結果を考慮しながら、第

一次調査（評価）、第二次調査（評価）に入ることとする。第一次調査はライフサイ

クルの環境負荷など個別評価項目について調査する。第二次調査は、市場調査等を実

施する。

    （２）選定・不選定に関わらず、結果（提案類型名および不選定理由の概要）を「類

型選定結果公表および通知の事務局手続き規程（案）」に基づいて公表することとす

る。

    （３）必要に応じて、意見聴取会（提案内容のヒアリング）を設ける。

  ４）商品類型の見直し・廃止

   商品類型の見直し・廃止については以下のとおりとする。

   （１）１９９６年３月以降に制定されたエコマーク商品類型

　  当該商品類型（いわゆる商品類型番号が１００番台の類型）については、有効期限を

５年以内としている。有効期限内においても、「商品類型廃止および認定基準改定の手

順（案）」制定後、見直し・廃止を検討する。

   （２）１９９６年３月以前に制定された商品類型の見直し・廃止の暫定措置

　  当該商品類型（類型番号７１番までのもの）では、基準に有効期限が示されていない。

また、ライフサイクル全体に亘る商品の環境負荷が考慮していないので、早急に見直

しが必要である。これらの商品類型については、上記の手順（案）第２項の見直し・
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廃止の暫定措置にしたがって見直し・廃止を進める。

  ５）ワーキンググループ（ＷＧ）

    ガイドラインの確立に伴って、順次、ＷＧを立ちあげていく。

    既存類型の見直しを早急に進めることおよびＷＧによる認定基準作成のスピードアッ

プを図るため、ＷＧに関する作業は、外部調査機関の力も一部取り入れて実施する。

  ６）普及啓発活動

    エコマーク事業の広報活動の一環として、

　　　① 認定商品の常設展示（大阪および東京）

　　　② 各種環境フェアでの広報活動

　　　③ 紙製６製品につづく、製品毎の認定基準説明パンフレットの作成

　　　④ エコマークシンポジウムの開催

      ⑤ ホームページの充実

　　　⑥ エコマークニュースの発行

      ⑦ エコマーク商品カタログの発行

　　　などの活動を実施したい。

  ７）調査活動

       本年度は、類型の体系化計画に反映させるため、一般消費者ニーズ調査を実施する。

     また、エコマーク商品が市場においてどのような位置（普及率など）にあるのか、調

査を実施する。

  ８）エコラベリング事業の国際協力

      （１）世界エコラベリングネットワーク（ＧＥＮ）を通じて、情報交換と交流を深

め、ＧＥＮ活動の国際的普及・拡大を図る。

      （２）ＧＥＮ制度加入機関内で共有の商品認定基準作りを進める。

           特に今年度は、エコマークとそれぞれドイツ「ブルーエンジェル」および北

欧「ノルディクスワン」との、複写機の商品認定に関する二国間相互認証につ

いても、実現を図っていく。

      （３）ＧＥＮを介した、開発途上国への技術的支援活動に参加する。

２．予　算

　　上記計画に基づく、エコマーク事業収支予算書を、次葉に掲げる。以下に主要な項目

について、各予算費目への配分を、補足説明する。

(1) 収入の部

　前年度（平成１１年度）の計画では、176,000 千円を見込んだが、認定商品数の増

加により、193,000 千円を計上する。

(2) 支出の部

　事業費の各科目における、主要な予算費目は以下の通りである。

① 認定事業費：各委員会運営費、ＷＧ業務の一部外注委託費、システム保守・改造費な

ど。

②　普及啓発費：常設展示などの広告費、パンフレット作成費、シンポジウム開催費、ホ

ームページ管理費、など。

    ③  調査研究費：新類型提案調査費、基準作成（ＷＧ）調査費、認知度調査費、市場

占有率調査費など。

④  国際協力費：ＧＥＮ会費および会議出張旅費、相互認証調査費、相互認証調査旅

                費など。



7

エ　コ  マ　ー　ク　事　業　収　支　予　算　書（平成１２年度）

平成 12 年 4 月 1 日から平成 13 年 3 月 31 日まで

科　　　　　　目 H12FY
予算額

H11FY
予算額

差  異 備　　　　考

I. 収  入  の 部 千円 千円 千円

  エコマーク事業収入 193,000 176,000

  
  収　　入　　合　　計 193,000 176,000 ＋17,000

II. 支 出  の  部 　

1. エコマーク事業費 173,700 158,400 ＋15,300

(1) 事　業　費 83,700 63,700 ＋20,000

       認  定 事  業  費 27,000 15,900 ＋11,100

       普  及 啓  発  費 28,700 29,000 －300

       調  査 研  究  費 23,000 17,000 ＋6,000

       国  際 協  力  費 5,000 1,800 ＋3,200

  (2) 人　件　費 60,000 58,300 ＋1,700

  (3) 事　務　費 30,000 36,400 －6,400

2. 協会共通経費 19,300 17,600 ＋1,700

　  支　　出　　合　　計 193,000 176,000 17,000
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  別添２                                              　平成１２年４月１５日
　

エコマーク商品類型試案

　               　　 「パーソナルコンピュータ」（案）
                                                                   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（財）日本環境協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エコマーク事務局

1.　環境的背景
　　パーソナルコンピュータ（以下：パソコン）については、１９９５年７月２１日に開

　催された第１５回エコマーク推進委員会において、家庭ならびに業務用の製品として環

　境負荷の削減の観点から電力消費、有害物質、リサイクルなどの点を考慮する必要があ

　ると判断され、エコマーク認定対象製品とすべきとの提案がなされた。その後、同時に

　提案されたコピー機とともにエコマーク認定基準の策定対象として取り上げるべきかど
　うかの検討を進めてきたが、１９９６年３月にはエコマーク事業実施要領が改正され、

　ワーキンググループの設置などの検討方法の改善とともに、検討に際しては商品ライフ

　サイクルを考慮すること、また国際的な動向へも配慮すること等の条件が付加された。

　　これを受けて、１９９７年７月４日の第１９回エコマーク推進委員会では、パソコン

　に関してエコマーク認定対象製品としての可否を審議し、対象とすべきとの決定を行い、

　同時に認定基準の策定のためのワーキンググループを設置することを定めた。

　　近年のパソコンの生産台数の伸びは著しく、個人用、業務用ともに普及が進んでいる。
　　また関連技術の進歩が速く、新規使用者の拡大に加え、買い替え需要も多い。

　　ドイツ、北欧３カ国など６機関ではパソコンを環境ラベルの対象商品とし、その認定

　基準を設けており、我が国においても「グリーン購入ネットワーク」によって購入ガイ

　ドラインが提示される（１９９７年１１月）など、国内外で環境配慮型の商品選択の対

　象として関心が高まっている。

　　「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」の１９９８年６月の改正で

　は、トップランナー方式によるエネルギー効率のさらなる改善の推進政策が提示されて

　いる。こうした使用過程での省エネルギーの側面に関しては、米国との相互認証制度で
　ある環境ラベルとしてエナジースターがすでに存在する。しかしながら、前述したよう

　にパソコンについては、製品のライフサイクル全体を通しての環境負荷の削減が求めら

　れており、こうした点を考慮したエコマークの認定は意義のあるものといえる。

　　また、パソコンは国際流通商品であり、認定基準の設定にあたっては国際的な動向と

　の整合に配慮する必要がある。１９９９年４月にＩＳＯ環境ラベリングとして、エコマ

　ークが該当する第三者認証ラベルであるタイプⅠの規格が制定された。エコマークはす

　でにこの内容に適合する体制を整えている。
　　各国の第三者認証の環境ラベル制度との連携については、我が国はＧＥＮ（Global

　Ecolabelling Network：米国、ドイツなど世界２３機関から会員参加）に加盟し、強化・推進

　している。

　　ＧＥＮでは将来、各国との基準の相互認証を図ることを一つの目標として活動を進め

　ている。したがって、パソコンのエコマーク認定は、国際流通製品に対する典型的な例

　として今後重要な意味を持つと考える。

2.　対　象

　　「日本標準商品分類」に基づく「電子計算機及び関連装置」のうちの「パーソナル

　コンピュータ」（以下：ＰＣ）であって、一般的に使用されるデスクトップ型ＰＣおよび

　ノート型ＰＣを対象とする。
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    本類型では、デスクトップ型ＰＣとは、机上などに設置して使用する型のパーソナ
　ルコンピュータをさす。

　　構成機器は、本体、ＣＲＴモニター、ＬＣＤモニター、キーボード、マウスとする。

　　本類型では、ノート型ＰＣとは、持ち運びながら使用する型のパソコンをさす。

3.　用語の定義
  再 使 用 可 能：ライフサイクルの中で想定された目的のために一定回数の繰り返し使

                  用が行うことができるよう想定し、設計した製品または包装の特質。
　リ サ イ ク ル：マテリアルリサイクルをいう。エネルギー回収（サーマルリサイクル）

　　　　　　　　　は含まない。

　電　　　　　池：一次電池および二次電池。一次電池とは放電が一回のみの電池であり、

　　　　　　　　　二次電池とは充電して繰り返し使用可能である電池をさす。

　再生プラスチック部品：再生プラスチック原材料を含むプラスチック製部品。

  再生プラスチック原材料：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原材料。
  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、材料の製造工程内で発生し、再び同一の工程

　　　　　　　　 （工場）内で原料として使用されるものは除く。
  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｡
　処方構成成分：製品に特性を付与する目的で、意図的に加えられる成分をいう。製造

　　　　　　　　　プロセス上、不可避的に混入する不純物成分は含まない。

  最低保有期間：始期はメーカーが当該性能部品を使用する製品の製造を打ち切ると

　　　　　　　　　きとする。
  ホ モ ポ リ マ：単独重合体。単独種の単量体の重合体。

  コポリマ：共重合体。二種類以上の単量体の重合体。

  ポリマアロイ：二成分以上の高分子の混合あるいは化学結合により得られる多成分

 (ポリマブレンド) 　系高分子の総称。異種高分子を物理的に混合したものをポリマブレ

　　　　　　　　　 ンドと呼ぶ。

4.　認定の基準

　4-1.　環境に関する基準
　　　A.本体（デスクトップ型ＰＣ）
　　　　A-1.リサイクル設計

　　　　　　リサイクル設計・長期使用

　　　　　(1)機器は、「再生資源の利用の促進等に資するための製品設計における事前

　　　　　　 評価マニュアル作成のガイドライン（平成６年７月産業構造審議会　廃棄

　　　　　　 物処理・再資源化部会）」に基づいて作成した添付１「機器のリサイクル

　　　　　　 に適した設計」に適合すること。

　　　　　　 　ただし、申込者のエコマーク認定機器を、申込者が単独で引き取り、再
　　　　　　 使用またはリサイクルする場合、添付１は適用しない。

        　(2)申込者は､機器の修理のために補修用性能部品(性能部品とは､製品の機能

　　　　　　　を維持するため不可欠な部品をいう)の最低保有期間は五年間であること。

          (3)申込者は、エコマーク認定機器の修理を請け負う体制が整備され、機器利

　　　　　　 用者の依頼に応じて修理を行っていること。

        　　 体制の整備として1)修理を請け負うことの情報提供がなされていること。

　　　　　　 2)修理の範囲（サービス内容）、必要期間、費用、機器利用者向けの対応フ

　　　　 　　ローなどに関する情報提供がなされていること。
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　　　　　　プラスチック材料を使用した部品

　　　　　(4)プラスチック製部品は、一つのホモポリマまたはコポリマから作ること。

　　　　　　　 ポリマブレンド（ポリマアロイ）は使用して差し支えない。ただし、

            ２５ｇ未満の部品を除く。

　　　　　(5)プラスチック製筐体部品は、２種類以下の互いに分離可能なポリマまたは
　　　　　　 ポリマブレンドにより構成すること。

　　　　　(6)プラスチック製の大型筐体部品は、プラスチック材料としてリサイクルで

　　　　　　 きるように構成されていること。ただし、マーキング対象外である２５ｇ

　　　　　　 未満の部品を除く。

　　　　　　電池

　　　　　(7)電池は、機器利用者が交換または取り外し可能であること。ただし、機器利

　　　　　　 用者による取り外しを想定しない基板などに取り付けられた電池は除く。
    　　  (8)機器利用者による取り外しを想定しない基板などに取り付けられた電池は、

　　　　　　 少なくとも１０年間の寿命を有すること。それらの電池は、寿命となったと

　　　　　　 き、修理のときなどに実装されているプリント基板などの全体を交換する

　　　　　　 ことなく、交換または取り外し可能であること。

　　　　A-2.回収・リサイクルシステム

　　　　  (9)申込者は、機器利用者の依頼により、申込者のエコマーク認定機器を、機
　　　　　　 器利用者の使用終了後に引き取り、再使用またはリサイクルすること。

　　　　　　　 機器のうちで活用できない部分は、これを環境に調和した方法で処理・

　　　　　　 処分すること（エネルギー回収を含む）。申込者は、使用終了後の引き取

　　　　　　 りの際に再使用・リサイクル・環境に調和した処理・処分に際して不適切

　　　　　　 な改造がなされた機器について、引き取りを拒否することができる。

　　　　　(10)申込者は、機器利用者の依頼により、機器利用者によって交換される電池

　　　　　　　を引き取って、再使用、リサイクルまたは廃棄処理を行うこと。

　　　　A-3.化学物質

　　　　　　プラスチック材料

　　　　　(11)プラスチック類は、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物を処

　　　　　　　方構成成分として添加していないこと。

　　　　　　　　ただし、プラスチック材料の物理的な特性の改善のために使用される有

　　　　　　　機フッ素添加物（例えば、アンチドリッピング剤で含有量０．５重量％以

　　　　　　　下）、電線被膜を除く。
　　　　　(12)プラスチック類は、ＰＢＢ、ＰＢＤＥまたは短鎖塩化パラフィン（鎖状Ｃ

  　　　　　　数が10-13、含有塩素濃度が50％以上）を処方構成成分として添加してい

　　　　　　　ないこと。

　　　　　(13)プラスチック類は、カドミウム、鉛を処方構成成分として添加していない

　　　　　　　こと。

　　　　　(14)プラスチック類は、次のいずれかを処方構成成分として添加していないこ

　　　　　　　と。

　　　　　　　Ａ）ＩＡＲＣ（国際がん研究機関）の発がん性物質に分類されている物質
　　　　　　　　　（レベル１、２Ａ、２Ｂ）

　　　　　　　Ｂ）ＭＡＫリストの発がん性物質（クラス３Ａまたは３Ｂ）および変異原

　　　　　　　　　性、生殖毒性物質。
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      　　　電池

　　　　　(15)電池は、カドミウム、鉛および水銀を処方構成成分として添加していない

　　　　　　　こと。

　　　    (16)電池は、（社）電池工業会マーキングガイドラインに従ってマーキングを

　　　　　　　していること。

　　　　　　基板

　　　　　(17)プリント基板はＰＢＢ、ＰＢＤＥまたは塩化パラフィンを処方構成成分と

　　　　　　　して添加していないこと。プリント基板とは、半導体などを含まない状態

　　　　　　　のプリント基板をさす。

　　　　　　製造時

　　　　　(18)工場長の証明により、最終組立工場からの特定フロンの使用がないこと、

　　　　　　　代替フロンおよび塩素化炭化水素（四塩素化炭素）の排出がないことを明
　　　　　　　確にしていること。

　　　　　　　　また、有害物質の排出について、最終組立工場が立地している地域の関

　　　　　　　連する環境法規および公害防止協定などを遵守している旨の条項を明確に

　　　　　　　していること。

　　　　　　　　直接部品納入者による部品製造工場からの特定フロン、代替フロンおよ

　　　　　　　び塩素化炭化水素（四塩化炭素）の排出がないことを明確にしていること。

               ただし、申込者への直接部品納入者の工場長証明に代わるものとして、
　　　　　　　部品購買契約書などを用いてもよい。

             特定フロン、代替フロンについては別表２を参照

　　　　A-4.エネルギー消費

　　　　　(19)本体は、その機器をエコマークに申込む時点のエネルギースタープログラ

　　　　　    ムに準拠していること。

　　　　　(20)本体は、その機器をエコマークに申込む時点の「エネルギーの使用の合理

              化に関する法律（省エネ法）」に定める「自動車、家電・ＯＡ機器に関す
              る判断基準（省エネ基準）」に適合していること。

　　　　　(21)電源スイッチを備えていること。電源スイッチ「オフ」状態での消費電力

　　　　　　　は、1Wを越えてはならない。制御ユニットが、電源スイッチ「オフ」状

　　　　　　　態で他の機能（例えば、機器の通信機能の確保）を果たさなければならな

　　　　　　　い場合、消費電力は最大5Wとする。

　　　　　(22)比較的長期間（少なくとも４週間）にわたって機器の電源プラグを電灯線

　　　　　　　のコンセントから抜いておいても、機器の機能に障害が生じてはならない
          　　（日付、時刻といったタイマー情報の喪失は障害とみなさない）。

　　　　A-5.騒音

　　　　　(23)ＩＳＯ９２９６の3.2.5による音量レベルは、アイドル状態で４８ｄＢを

　　　　　　　越えないこと。作動状態（フロッピーディスク、ハードディスクなどへの

　　　　　　　アクセス状態）では、５５ｄＢを越えないこと。

　　　　A-6.情報提供
　　　　　  A-6.1.リサイクル設計・長期使用

　　　　　(24)取扱説明書（ユーザーマニュアル）は、（１）（２）および（３）に規定

　　　　　　　する「機器のリサイクルに適した設計」、補修用性能部品の最低保有期間、

              修理に関する項目への適合性に関する情報を記載していること。

          (25)取扱説明書（ユーザーマニュアル）は、電池がどのようにして交換できる
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　　　　　　　るかの情報を記載していること。

　　　　　  A-6.2.回収・リサイクルシステム

　　　　　(26)取扱説明書（ユーザーマニュアル）は、（９）に規定する項目への適合性

　　　　　　　に関する情報として、使用後の機器の引き取り、再使用またはリサイクル

              情報を記載していること。

　　　　　　　　引き取りに関する情報の例「本機器は、使用後に産業廃棄物として排出
　　　　　　　される場合、○○の方法で引き取りを行います。△△までお問い合わせ下

　　　　　　　さい。」

　　　　　(27)取扱説明書（ユーザーマニュアル）は、（１０）に規定する項目への適合

　　　　　　　性に関する情報として、使用後の電池の引き取り活用または廃棄物処理情

　　　　　　　報を記載していること。

　　　　　  A-6.3.化学物質

　　　　　(28)カドミウム、シアン、鉛、クロム、ヒ素、水銀、フッ素、ホウ素、セレン、

　　　　　　　ＰＣＢ、アンチモンを使用する機器にあっては、これらの物質を機器に使
　　　　　　　用している旨の情報提供を機器利用者に行っていること。

・ 情報提供例「本機器の○○（基板、ディスクなど）には重金属（カド

　ミウム、フッ素などの物質名をカッコ内に記入）が使用されています。

　（使用後は回収・リサイクルに出しましょう。）」

          (29)取扱説明書（ユーザーマニュアル）に、以下の注意書または同様の注意書

　　　　　    を記載していること。「重金属を含む電池は、一般の家庭廃棄物と一緒に

　　　　　    廃棄してはならない。リサイクルや適切な処理のために、製造者、販売店
　　　　　　　・代理店に返却すること。」

　　　　　  A-6.4.エネルギー消費

          (30)申込者は、取扱説明書（ユーザーマニュアル）に電源スイッチ「オフ」状

　　　　　　　態での消費電力に関する詳細な情報を記載し、このエネルギー消費の回避方

　　　　　　　法（例えば、機器の電源プラグを電灯線のコンセントから抜くことによって

　　　　　　　のみ避けることができるなど）を記載していること。

          (31)取扱説明書（ユーザーマニュアル）は、動作状態での最大消費電力、動作

　　　　　　　状態での最小消費電力（すなわち入出力プロセスが動作していない時の消
　　　　　　　費の消費電力）を記載していること。

　　　　A-7.安全性

　　　　　(32)機器の安全性については、ＩＥＣ（国際電気標準会議）９５０に準拠した

　　　　　　　安全規格に適合していること。

　　　　　(33)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。

　　　Ｂ.ＣＲＴモニター

　　　　Ｂ-1.リサイクル設計

　　　　　　リサイクル設計・長期使用

　　　　　(1)～(3)はＡ－１に同じ。

　　　　　　プラスチック材料を使用した部品

　　　　　(4)～(6)はＡ－１に同じ。

　　　　　　電池

　　　　　(7)および(8)はＡ－１に同じ。
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　　　　Ｂ-2.回収・リサイクルシステム

　　　　　(9)および(10)はＡ－２に同じ。

　　　　Ｂ-3.化学物質

　　　　　　プラスチック材料
　　　　　(11)～(14)はＡ－３に同じ。

      　　　電池

　　　　　(15)および(16)はＡ－３に同じ。

　　　　　　基板

　　　　　(17)はＡ－３に同じ。

　　　　　　製造時

　　　　　(18)はＡ－３に同じ。

　　　　Ｂ-4.エネルギー消費

　　　　 (19)モニターは、その機器をエコマークに申込む時点のエネルギースタープロ

　　　　　　 グラムに準拠していること。

 　　　　(21)はＡ－４に同じ。
 　　　　(22)はＡ－４に同じ。

 　　　Ｂ-5.騒音

 　　　　(23)はＡ－５に同じ。

 　　　Ｂ-6.情報提供

　　　　　  Ｂ-6.1.リサイクル設計・長期使用

　　　　　(24)および(25)はＡ－６に同じ。
　　　　　  Ｂ-6.2.回収・リサイクルシステム

　　　　　(26)および(27)はＡ－６に同じ。

　　　　　  Ｂ-6.3.化学物質

　　　　　(28)および(29)はＡ－６に同じ。

　　　　　  Ｂ-6.4.エネルギー消費

　　　　　(30)はＡ－６に同じ。

          (31)取扱説明書（ユーザーマニュアル）は、動作状態での最大消費電力、動作
　　　　　　　状態での最小消費電力（すなわち入出力プロセスが動作していない時の消

　　　　　　　費電力）および２つの静止状態（スリープモード、ディープスリープモー

　　　　　　　ド）での消費電力を記載していること。

　　　　Ｂ-7.安全性

　　　　　(32)および(33)はＡ－７に同じ。

　　　Ｃ．ＬＣＤモニター

　　　 Ｃ-1.リサイクル設計

　　　　　　リサイクル設計・長期使用

　　　　　(1)～(3)はＡ－１に同じ。
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　　　　　　プラスチック材料を使用した部品

　　　　　(4)～(6)はＡ－１に同じ。

　　　　　　電池

　　　　　(7)および(8)はＡ－１に同じ。

　　　 Ｃ-2.回収・リサイクルシステム

　　　　　(9)および(10)はＡ－２に同じ。

　　　 Ｃ-3.化学物質

　　　　　　プラスチック材料

　　　　　(11)～(14)はＡ－３に同じ。

      　　　電池

　　　　　(15)および(16)はＡ－３に同じ。

　　　　　　基板

　　　　　(17)はＡ－３に同じ。

　　　　　　製造時
　　　　　(18)はＡ－３に同じ。

　　　 Ｃ-4.エネルギー消費

　　　　 (19)モニターは、その機器をエコマークに申込む時点のエネルギースタープロ

　　　　　　 グラムに準拠していること。

 　　　　(21)はＡ－４に同じ。

 　　　　(22)はＡ－４に同じ。

 　　　Ｃ-5.騒音

 　　　　(23)はＡ－５に同じ。

 　　　Ｃ-6.情報提供

　　　　　  Ｃ-6.1.リサイクル設計・長期使用

　　　　　(24)および(25)はＡ－６に同じ。

　　　　　  Ｃ-6.2.回収・リサイクルシステム
　　　　　(26)および(27)はＡ－６に同じ。

　　　　　  Ｃ-6.3.化学物質

　　　　　(28)および(29)はＡ－６に同じ。

　　　　　  Ｃ-6.4.エネルギー消費

　　　　　(30)はＡ－６に同じ。

          (31)取扱説明書（ユーザーマニュアル）は、動作状態での最大消費電力、動作

　　　　　　　状態での最小消費電力（すなわち入出力プロセスが動作していない時の消

　　　　　　　費電力）および２つの静止状態（スリープモード、ディープスリープモー
　　　　　　　ド）での消費電力を記載していること。

　　　 Ｃ-7.安全性

　　　　　(32)および(33)はＡ－７に同じ。
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　　　　Ｃ-8.ディスプレイ(ＬＣＤ)

　　　　　 (34)ＴＲＧＳ９０５，９００またはＭＡＫリストの物質を処方構成成分として添加し

　　　　　　　ていないこと。ただし、水銀と水銀化合物を除く。

　　　Ｄ.キーボード、マウス

　　　　Ｄ-1.リサイクル設計

　　　　　　リサイクル設計・長期使用
　　　　　(1)～(3)はＡ－１に同じ。

　　　　　　プラスチック材料を使用した部品

　　　　　(4)～(6)はＡ－１に同じ。

　　　　　　電池

　　　　　(7)および(8)はＡ－１に同じ。

　　　　Ｄ-2.回収・リサイクルシステム

　　　　　(9)および(10)はＡ－２に同じ。

　　　　Ｄ-3.化学物質

　　　　　　プラスチック材料

　　　　　(11)～(14)はＡ－３に同じ。

　　　　  (12)については２５ｇ未満の部品であっても基準に適合すること。

      　　　電池

　　　　　(15)および(16)はＡ－３に同じ。

　　　　　　基板

　　　　　(17)はＡ－３に同じ。

　　　　　　製造時
　　　　　(18)はＡ－３に同じ。

　　　　Ｄ-４.情報提供

　　　　　  Ｄ-４.1.リサイクル設計・長期使用

　　　　　(24)および(25)はＡ－６に同じ。

　　　　　  Ｄ-４.2.回収・リサイクルシステム

　　　　　(26)および(27)はＡ－６に同じ。
　　　　　  Ｄ-４.3.化学物質

　　　　　(28)および(29)はＡ－６に同じ。

　　　　Ｄ-５.安全性

　　　　　(32)および(33)はＡ－７に同じ。

　　　Ｅ.取扱説明書

        (35)製品と共に提供される申込者発行の取扱説明書（ユーザーマニュアル）は、
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　　　　　　エコマーク認定基準「印刷用紙」を満たしていること（エコマーク認定紙で

　　　　　　なくてもよい）。

　　　Ｆ.包装材
　　　　(36)製品の包装に使用されるプラスチックは、ＩＳＯ１１４６９に沿ってマーキ

　　　　　　ングされていること。

　　　　(37)包装材は、「再生資源の利用の促進等に資するための製品設計における事前

　　　　　　評価マニュアル作成のガイドライン（平成６年７月産業構造審議会　廃棄物

　　　　　　処理・再資源化部会）」に適合すること。

　　　　(38)包装材は、特定フロン、代替フロンおよび塩素化炭化水素を使用しないこと。

      　(39)機器の包装に使用されるプラスチック材料はハロゲンを含むポリマおよび

　　　　　　有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。

　　　Ｇ.ノート型ＰＣ

        Ｇ-1.リサイクル設計
　　　　　　リサイクル設計・長期使用
　　　　　(1)～(3)はＡ－１に同じ。

　　　　　　プラスチック材料を使用した部品
　　　　　(4)～(6)はＡ－１に同じ。

　　　　　　電池

　　　　　(7)および(8)はＡ－１に同じ。

　　　　Ｇ-2.回収・リサイクルシステム

　　　　　(9)および(10)はＡ－２に同じ。

　　　　Ｇ-3.化学物質

　　　　　　プラスチック材料

　　　　　(11)～(14)はＡ－３に同じ。

      　　　電池

　　　　　(15)および(16)はＡ－３に同じ。

　　　　　　基板

　　　　　(17)はＡ－３に同じ。

　　　　　　製造時

　　　　　(18)はＡ－３に同じ。

　　　 Ｇ-4.エネルギー消費

　　　　 (19)ノート型ＰＣは、その機器をエコマークに申込む時点のエネルギースタープ

　　　　　　 ログラムに準拠していること。
　　　　 (20)ノート型ＰＣは、その機器をエコマークに申込む時点の「エネルギーの使用

　　　　　　 の合理化に関する法律（省エネ法）」に定める「自動車、家電・ＯＡ機器に
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　　　　　　 関する判断基準（省エネ基準）」に適合していること。

 　　　　(21)はＡ－４に同じ。

 　　　　(22)はＡ－４に同じ。

 　　　Ｇ-5.騒音

 　　　　(23)はＡ－５に同じ。

 　　　Ｇ-6.情報提供

　　　　　  Ｇ-6.1.リサイクル設計・長期使用

　　　　　(24)および(25)はＡ－６に同じ。

　　　　　  Ｇ-6.2.回収・リサイクルシステム

　　　　　(26)および(27)はＡ－６に同じ。

　　　　　  Ｇ-6.3.化学物質

　　　　　(28)および(29)はＡ－６に同じ。
　　　　　  Ｇ-6.4.エネルギー消費

　　　　　(30)はＡ－６に同じ。

         (31)取扱説明書（ユーザーマニュアル）は、動作状態での最大消費電力、動作

　　　　　　　状態での最小消費電力（すなわち入出力プロセスが動作していない時の消

　　　　　　　費電力）および２つの静止状態（スリープモード、ディープスリープモー

　　　　　　　ド）での消費電力を記載していること。

　　　　Ｇ-7.安全性

　　　　　(32) および(33)はＡ－７に同じ。

　　　　Ｇ-8.ＬＣＤディスプレイ

　　　　　(34)ＴＲＧＳ９０５，９００またはＭＡＫリストの物質を処方構成成分として添

　　　　　　　加していないこと。ただし、水銀と水銀化合物を除く。

　4-2.　品質に関する基準

　　　　な　　し

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資料を、申込書に添付すること。また、審査にあたり

　 本基準への適合確認ができるよう、申込商品を１台提出する用意があること。

　　　(2)認定基準4-1.(1)については、申込者は添付１｢機器のリサイクルに適した設計｣

　　　　 へ必要事項を記入し、提出すること。

　　　(3)認定基準4-1.(2)については、補修用性能部品の最低保有期間に関する証明書を

　　　　 提出すること。本事項を明記した取扱説明書等を提出すること。

　　　(4)認定基準4-1.(3)については、機器利用者の依頼に応じて修理を行うことに関す
　　　　 る証明書を提出すること。体制が整備されていること（処理能力、基準に定め

　　　　 る情報提供内容等）等を明記した取扱説明書等を提出すること。

      (5)認定基準4-1.(4)(5)および(6)については、本項目の遵守を明記した証明書を提

　　　　 出すること。使用しているプラスチック材料のリスト(添付２)を提出すること。

　　　(6)認定基準4-1.(7)(8)については、電池の使用箇所、別表１に基づく取り外し方

　　　　 法（区分記号を明記すること）等に関する証明書を提出すること。

　　　(7)認定基準4-1.(9)および(10)については、引き取り、再使用またはリサイクルの
　　　　 体制が整備されていること(処理能力､処理内容等)の説明書を提出すること。
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　　　(8)認定基準4-1.(11)については、原料事業者（プラスチック材料）の発行する証

　　　　 明書を提出すること。証明書にはハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化

　　　　 合物の添加の有無を明記すること。

　　　(9)認定基準4-1.(12)(13)および(14)については、本項目の遵守を明記した証明書

　　　　 を提出すること。証明書には使用難燃剤名を明記すること。

　　　(10)認定基準4-1.(15)については、電池製造事業者の発行する証明書を提出するこ
　　　　　と。

　　　(11)認定基準4-1.(16)については、マーキングの有無に関する証明書を提出するこ

　　　　　と。

　　　(12)認定基準4-1.(17)については、原料事業者（プリント基板）の発行する証明書

　　　　　を提出すること。証明書には使用難燃剤名を明記すること。

　　　(13)認定基準4-1.(18)については、工場が立地している地域の環境法規等を申込時

　　　　  より過去５年間遵守し、違反等のないことについて、製品を製造する工場長の

　　　　  発行する証明書を提出すること。申込者への直接部品納入者に対して、工場長
　　　　　証明に代わるものとして、部品購買契約書等を用いてもよい。

　　　(14)認定基準4-1.(19)については、エネルギースタープログラムに適合しているこ

　　　　　との証明書(エネルギースターロゴ使用製品届出書の写し等)を提出すること｡

　　　(15)(20)(21)および(22)については、本項目の遵守を明記した証明書を提出するこ

　　　　　と。

　　　(16)認定基準4-1.(23)については、試験記録を提出すること。

　　　(17)認定基準4-1.(24)～(31)については、取扱説明書（ユーザーマニュアル）の該
　　　　　当ページを提出すること。

　　　(18)認定基準4-1.(32)については、ＩＥＣ９５０に準拠した安全規格に適合してい

　　　　　ることの証明書を提出すること。

　　　(19)認定基準4-1.(33)については、ＶＣＣＩに適合していることの証明書（適合確

　　　　　認届出書の写し等）を提出すること。

　　　(20)認定基準4-1.(34)については、本項目の遵守を明記した証明書を提出すること。

　　　(21)認定基準4-1.(35)については、使用する印刷用紙の銘柄および製紙事業者名を

　　　　　説明すること。
　　　(22)認定基準4-1.(36)については、マーキングの有無に関する証明書を提出するこ

　　　　　と。

　　　(23)認定基準4-1.(37)については、ガイドラインへの適合を説明すること。

　　　(24)認定基準4-1.(38)については、包装材事業者の発行する証明書を提出すること。

　　　　　証明書には特定フロン、代替フロンおよび塩素化炭化水素の使用の有無を明記

　　　　　すること。

　　　(25)認定基準4-1.(39)については、包装材事業者の発行する証明書を提出すること。
　　　　　証明書には使用プラスチック材料明を明記し、ハロゲンを含むポリマおよび有

　　　　　機ハロゲン化合物の添加の有無を明記すること。

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。色、寸法の大小による区分は行わ

　　 ない。シリーズ機毎の場合、同一申込としてよいが、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。
　　 　商品区分は、デスクトップ型ＰＣの構成機器は各機器を単独で申し込むことがで

　 　きる。セット販売を主とする商品の場合は、本体、ＣＲＴモニター、ＬＣＤモニター、

　　 キーボード、マウスを同一申込にまとめることができる。セット販売の場合、セッ

　　 ト販売内の各機器がそれぞれの基準を満たしていること。

　　 　申込にあたり、取扱説明書を添付する商品は、申込機器の基準を満たすとともに
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　　 取扱説明書の基準を満たしていること。商品出荷時に包装材を使用する商品は、申

　　 込機器の基準を満たすとともに包装材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を補足するため、環境情報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５段表示を矩形枠で囲んだものと

　　 する。

制定予定日２０００年９月１０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。

低電力モード消費電力　　W

エネルギー消費効率
長期使用設計

リサイクル設計

再生プラスチックの使用



添付１
チェックリスト「機器のリサイクルに適した設計」 (本表は環境に関する基準4-1.(1)に基づくﾁｪｯｸﾘｽﾄです)

要求　　　　　カテゴリーＭ：実現されなければならない要求　　　　　　カテゴリーＳ：実現されるべき要求

「リサイクルに適した設計」への要求は、すべての「Ｍ」要求が「はい」と
回答される場合に、適合しているとみなされる。

　　該当ユニット：本体、CRTモニター、LCDモニター、キーボード、マウス、ノート型ＰＣ

要求 対象サブアッセンブリー カテゴリー 実現

再利用部品または再生資源としての利用の容易化

比較可能な機能の部品の材料の種類は１種類に限定されているか。

材料の種類が少ない商品は、手作業の取り外しおよび分離の工程において、効率が
向上する。具体的には、同一機能の筐体サブアッセンブリーが異材料で構成される
場合、本項目には適合しない。

同じプラスチック材料から製造されている部品は、統一的にまたは適合性を
もって着色されているか。
統一的とは同(系)色をさす。適合性をもった着色とは、所定の色が混合リサイクル
材料から再び実現可能の場合を指す。

プラスチック部品への直接的な印刷は必要最小限（例：製造者名）に限定さ
れているか。
表面に大面積の塗料層があるプラスチック部品は、リサイクルされる場合、除去工
程が必要となる。レーザーマーキングなどは本項目に示す「印刷」に含まない。

再生プラスチック部品を使用しているか。

分離・分解の容易化(破砕・焼却の容易化を含む)

相互に適合性を有さない材料でできたサブアッセンブリー同士は、分離可能
かまたは分離補助部を介して結合されているか。
「筐体とシャシー間」ならびに「シャシーと電子サブアッセンブリー間」の結合は
重要であり、　分離可能性は1)サブアッセンブリーと材料を分離して再使用・リサ
イクルするため 2)有害物質を含む部品の安全で速やかな取り外しのための前提条件
となる。

「分離補助部」とは、予定破壊箇所などをさす。

材料間の「適合性」は例えば、適合性マトリックスによりチェックすることができ
る（ＶＤＩ２２４３を参照）。ここでいう「適合性マトリックス」については例え
ば、ＶＤＩ２２４３シート１の４．３（特に表２）を参照。

分離すべき結合箇所は容易に見つけられるか。

分解時に分離すべき結合箇所は容易にかつ速やかに見つけられるようでなくてはな
らない。これが隠れた場所にある場合には、製品にその旨の指示が取り付けられて
いること。

リサイクルのための分解は一般的な工具だけでできるか。

「一般的な工具」とは一般的な市販の工具をさす。

分解工具のために必要な掴み点および作業空間が考慮されているか。

掴み点とは、結合要素に工具により力を伝えるべき点を指す。そして工具による分
解動作を実行できるためには、十分な作業空間が存在しなければならない。組立工
程とは逆に、分解のためには工具が必要なスナップ結合は特にこの要求の対象とな
る。

分解するべきすべての結合要素は軸方向から手が入るか。

分解すべき結合部に手を入れるのが困難あるいは直接には不可能の場合には、分解
工数が余計必要になる。例えば、ネジ結合は半径方向からしか手が入らないと分解
に時間がかかる。

サブアッセンブリー同士間の結合には統一的なネジ頭（例：十字溝）が使用
されているか。
標準化された統一的な結合要素は分解作業を楽にする。工具の交換が少なくてすめ
ば、分解も組立もより簡単になる。

筐体部品、シャ

シー、電子サブ

アッセンブリー
5

8
筐体、シャ

シー、電子サブ

アッセンブリー

6 筐体、シャシー

7
筐体、シャシー、電子

サブアッセンブリー

4 筐体、シャシー Ｓ はい／いいえ

3 筐体 Ｓ はい／いいえ

はい／いいえ

2 筐体、シャシー Ｓ はい／いいえ

1 筐体、シャシー Ｍ

Ｍ

10
筐体、シャ

シー、電子サブ

アッセンブリー
Ｓ

筐体、シャ

シー、電子サブ

アッセンブリー

Ｓ はい／いいえ

はい／いいえ

Ｓ はい／いいえ

はい／いいえ

9

Ｍ はい／いいえ

Ｍ はい／いいえ
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プラスチック部品間の分離可能な結合は、少なくともその半分は差込／ス
ナップ／ネジ式結合か。
差込／スナップ／ネジ式結合の割合を目安として、分解に適した結合技術の選択を
チェックする。なお、差込／スナップは破壊しリサイクルすることを主目的とし、
ネジ式は部品として再使用することを主目的とした分離可能な結合である。

同時に分離するべきスナップ結合は、一人の人間で分離できるか。

例えば、アンダーカット角度が９０°あるいはそれ以上の場合には、任意の数の同
じ結合方向のスナップ結合を同時に結合することはできるが、これを解くことは常
に可能とは限らない。この要求は、二つ以上の結合が同時に解かれなければならな
い場合に適用される。

全分解工程は受け面を変更せずに行うことができるか。

この要求は、間接的に、ユニットが階層構造を有するかどうかをチェックする。組
立／分解時のハンドリング工数は階層構造の場合には少なくてすむ。

筐体に固定された電子サブアッセンブリーの数はゼロか。

電子回路の物質グループの有害物質除去および分離をきれいにかつ速やかに行える
ために、すべての電子サブアッセンブリーはシャシーに固定されていること。筐体
に電子部品が固定されていないこと。

製品はモジュラー構造を有するか（本項目は本体のみ適用）。

モジュラー型の製品構造においては、機能のグループはサブアッセンブリーとして
実現される。システムの性能の向上または拡張が必要な場合には、製品の全体を置
き換える必要はない。

部品などの分別の容易化

16
プラスチック部品は、ＩＳＯ１１４６９によるマーキングを施しているか。
重さ２５ｇ未満あるいは平らな部分の面積が２００m㎡ 未満の部品はこの限
りではない。

ｍ≧２５ｇまた

はｍ≧200ｍ㎡の

部品

Ｍ はい／いいえ

処理・処分時の安全性の確保など

有害物質を含む部品は容易に見つけられ、取り外し可能であるか。

有害物質：認定基準に規定する化学物質。もしくは法令等で規定する物質。

再利用部品および再生資源の利用

再生されたサブアッセンブリーの使用が、予めスペックとして組み込まれて
いるか（本項目は本体のみ適用）。
製造事業者は、再生された部品をスペアパーツあるいはＥＴＮ(equivalent to new)部
品として機器に組み込み可能であることが望ましい。「ETN部品」とは新品と同等
の再使用部品をさす。審査は、スペックとして組込可能であるかの確認とする。

長期使用化

基本システムは、システム性能向上のための機能拡張可能か（本項目は本体
のみ適用）。
システム性能向上のためには、特定の条件が最初から備わっている必要があり、製
品寿命の延長が可能となる。具体的には、プロセッサ・ＧＣ・ＣＤ－ＲＯＭ・ＣＰ
Ｕキャッシュ・記憶装置（ＨＤＤなど）およびRAMメモリのアップグレード、拡張
スロットの有無などが挙げられる。

システムは、機能拡張可能か（本項目は本体のみ適用）。

他の機器（テレビ、ファクシミリ）の機能を組み込むような機能拡張も、製品寿命
の延長を可能とする。審査は、機能拡張を可能にする前提条件の確認とする。例：
スロット場所

21
製造事業者は試し分解を６，７，８，９，１０，１１，１２，          １３，
１４，１５および１８に従って行い、記録したか。

ユニット全体 Ｍ はい／いいえ

22
材料の選択はNo.１，２，３，４，５および１７に従って行い、文書化した
か。

筐体、シャ
シー

Ｍ はい／いいえ

18
シャシー、電子

サブアッセンブ

リー
Ｓ はい／いいえ

20
すべてのサブ

アッセンブリー
Ｍ はい／いいえ

すべてのサブ

アッセンブリー
Ｍ はい／いいえ

はい／いいえ15 シャシー Ｍ

14
筐体、電子サブ

アッセンブリー
Ｍ

12 筐体、シャシー Ｓ

はい／いいえ

13 ユニット全体 Ｓ はい／いいえ

11 筐体、シャシー Ｓ はい／いいえ

はい／いいえ

19

17
電子サブアッセ

ンブリー
Ｍ はい／いいえ

21



添付２

(本表は環境に関する基準4-1.(4)(5)(6)に基づくリストです)

「パーソナルコンピュータ」のプラスチック材料リスト

申込者名 印
(申込会社の印)
記入日 　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

パーソナルコンピュータの商品ブランド名（名称）

□　本体 (該当するものにチェックをして下さい。複数機器の場合、本リストにまとめて結構です。)

□　CRTモニター
□　LCDモニター
□　キーボード
□　マウス

部品名称 プラスチック製造者 プラスチック製品名 マーキング

22
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　別表１

 区　　分  　　　項 　　目 　　　　　　　評価項目の例

範囲 記号   中分類 　小分類

容易

 Ａ ワンタッチ ワンタッチ ・電源部が分離型で、ワンタッチで電池

  （パック）取り出しが可能

 Ｂ 蓋の手外し ワンタッチ ・蓋の手外しが可能で、ワンタッチで電池

  （パック）の取り出しが可能

取

コネクタ外し ・蓋の手外しが可能で、コネクタを外すこ

  とにより電池（パック）の取り出しが可

　能

り

出

 Ｃ 蓋のネジ外し ワンタッチ ・蓋のネジ外しが可能で、ワンタッチで電

　池（パック）の取り出しが可能

し

容

易

コネクタ外し ・蓋のネジ外しが可能で、コネクタを外す

　ことにより電池（パック）の取り出しが

　可能

化

の

範

 Ｄ 蓋のネジ外し 切断 ・蓋のネジ外しが可能で、接続をニッパー

　等で切断することにより電池（パック）

　の取り出しが可能

囲  Ｅ 全体を分解

(ネジ外し)

コネクタ外し ・全体のネジ外し分解が可能で、コネクタ

　を外すことにより電池（パック）の取り

　出しが可能

 Ｆ 全体を分解

(ネジ外し)

切断 ・全体のネジ外し分解が可能で、接続をニ

　ッパー等で切断することにより電池（パ

　ック）の取り出しが可能

困難

 Ｇ 全体を分解

（解体）

コネクタ外し ・全体を解体して、コネクタを外すことに

　より電池（パック）の取り出しが可能

切断 ・全体を解体して、接続をニッパー等で切

　断することにより電池（パック）の取り

　出しが可能

　　太線の枠内は、一般消費者が使用する製品に関する取り出し容易化の範囲を示す。
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　別表 2

特定フロン、代替フロン

表示 物質名称

┌ 1,1,1-トリクロロエタン

┌ 四塩化炭素

┌ ジフルオロクロロメタン

┌ 1,1 –ジフルオロ-1-クロロエタン

┌ ジクロロフルオロメタン

┌ トリフルオロクロロメタン

┌ ジクロロジフルオロメタン

┌ フロン –11
┌ ブロモトリフルオロメタン

┌ クロロペンタフルオロエタン

┌ ジクロロテトラフルオロエタン

┌ 1,1-ジクロロ-1,2,2,2 –テトラフルオロエタン

┌ 1,2-ジクロロ-1,1,2,2 –テトラフルオロエタン

┌ フロン-113
┌ テトラクロロジフルオロエタン

┌ 1,1,1,2-テトラクロロジフルオロエタン

┌ 1,1,2,2-テトラクロロジフルオロエタン

┌ 2-クロロ-1,1,1-トリフルオロエタン

┌ クロロフルオロメタン

┌ ブロモジフルオロメタン

┌ クロロジフルオロブロモメタン

┌ 1-クロロフルオロ-2-トリフルオロエタン

┌ 1-ジクロロ-2-トリフルオロエタン

┌ クロロテトラフルオロエタン

┌ ジクロロトリフルオロエタン

┌ ジブロモジフルオロエタン

┌ ジブロモジフルオロプロパン

┌ ジブロモテトラフルオロプロパン

┌ ジブロモトリフルオロエタン

┌ ジブロモトリフルオロプロパン

┌ ジブロモフルオロエタン

┌ ジブロモフルオロプロパン

┌ ジブロモフルオロメタン

┌ ジブロモペンタフルオロプロパン

┌ テトラブロモジフルオロプロパン

┌ テトラブロモトリフルオロプロパン

┌ テトラブロモフルオロエタン

┌ テトラブロモフルオロプロパン

┌ トリブロモジフルオロエタン

┌ トリブロモジフルオロプロパン

┌ トリブロモテトラフルオロプロパン
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┌ トリブロモトリフルオロプロパン

┌ トリブロモフルオロエタン

┌ トリブロモフルオロプロパン

┌ ハロン 2402
┌ フロン 111
┌ フロン 121
┌ フロン 122
┌ フロン 131
┌ フロン 132
┌ フロン 141
┌ フロン 141b
┌ フロン 142
┌ フロン 151
┌ フロン 211
┌ フロン 212
┌ フロン 213
┌ フロン 214
┌ フロン 215
┌ フロン 216
┌ フロン 217
┌ フロン 221
┌ フロン 222
┌ フロン 223
┌ フロン 224
┌ フロン 225
┌ フロン 225ca
┌ フロン 225cb
┌ フロン 226
┌ フロン 231
┌ フロン 232
┌ フロン 233
┌ フロン 234
┌ フロン 235
┌ フロン 241
┌ フロン 242
┌ フロン 243
┌ フロン 244
┌ フロン 251
┌ フロン 252
┌ フロン 253
┌ フロン 261
┌ フロン 262
┌ フロン 271
┌ ブロモジフルオロエタン

┌ ブロモジフルオロプロパン

┌ ブロモテトラフルオロエタン
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┌ ブロモテトラフルオロプロパン

┌ ブロモトリフルオロエタン

┌ ブロモトリフルオロプロパン

┌ ブロモフルオロエタン

┌ ブロモフルオロプロパン

┌ ブロモフルオロメタン

┌ ブロモヘキサフルオロプロパン

┌ ブロモペンタフルオロプロパン

┌ ヘキサブロモフルオロプロパン

┌ ペンタブロモジフルオロプロパン

┌ ペンタブロモフルオロプロパン
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　解説案　　　　　「パーソナルコンピュータ」商品認定基準
　　　                                              　　　　　　平成１２年４月１５日

１．環境的背景の補足

　　日本のパソコン出荷量は、（社）日本電子工業振興協会（以下：JEIDA）発行「パソ

　コン白書」によると、パソコン本体総出荷台数（国内出荷＋輸出）821万2千台（対前

　年比100%、平成１０年度）であり、「使用済みコンピュータの回収・処理・リサイク

　ルの状況に関する調査報告書（JEIDA平成１１年５月）」によると、このうち家庭での

　パソコン利用は３２．５％（平成１０年度）となっている。

　　使用済みパソコンの発生量は、平成１０年度４．１万ｔであり、このうち家庭からの

　発生量は１．１万ｔであった。また、予測として平成１３年度７．１万ｔ、平成１５年

　度１３．３万ｔ発生すると推計されている。＊１

　＊１：「使用済みコンピュータの回収・処理・リサイクルの状況に関する調査報告書」

　　　（JEIDA平成１１年５月）

２．対象について

　　本類型は、総務庁作成「日本標準商品分類」に規定される「パーソナルコンピュー

　タ」のうち、デスクトップ型ＰＣおよびノート型ＰＣについて規定するものである。「日

　本標準商品分類」では、デスクトップ型ＰＣ、サーバー、ワークステーション、ノート型

　（ポータブル）ＰＣについて定義はないが、社会一般で用いられている概念をもとに「机

　などに設置して使用する型のパーソナルコンピュータ」がデスクトップ型ＰＣであると整

　理した。ノート型ＰＣは、「持ち運びながら使用する型のパーソナルコンピュータ」と整

　理した。

３．用語の定義について

　　「電池」の定義は電池工業会資料に基づいて作成した。「再使用可能」「リサイク

　ル」「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」の定義はＩＳＯ１４０２１ＦＤＩＳの定義をもとに作成した。「ホモポリマ」

　「コポリマ」および「ポリマアロイ」は理化学辞典（（株）岩波書店）を引用した。

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「パーソナルコンピュータ」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○印および◎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、Ａ－９、Ｂ－３、

　　Ｂ－５、Ｂ－６、Ｂ－８、Ｂ－９、Ｃ－９、Ｄ－１、Ｄ－２、Ｄ－９、Ｅ－８、

　　Ｅ－９、Ｆ－１およびＦ－９(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。
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　　　表「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～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)環境情報の提供（取扱説明書への記載項目）

                                                                        

　　　本類型の認定基準は、機器そのものだけではなく、機器の環境負荷低減を支援する

　　体制（使用後の引き取り、リペア、消費電力量、使用化学物質など）についても基準

　　を策定する項目として規定している。これらの支援体制は、申込者だけでは到底成り

　　立つものではなく、機器利用者の積極的な関与が必要である。

　　　従って、エコマーク認定の意味を機器利用者に知らせ、ＰＣの環境負荷低減を図る

　　ため、エコマーク認定基準に適合し、どのような環境負荷低減になるかを取扱説明書

　　などに記載することについて基準を策定する項目として選定した。

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)再生資源の使用

 (2)エコマーク認定基準「印刷用紙」を満たしていること（取扱説明書）

                                                                        

　　　（１）については、各製造者の取組として再生プラスチックの使用が進められてい

　　ることから検討項目として取り上げられた。現状の技術レベルを考慮すると、数値基

　　準を設定するレベルには到達していない。しかし、重要な観点であることから、基準

　　を策定する項目として選定された。なお、本項目はドイツ環境ラベル「ブルーエンジ

　　ェル」にも基準としては規定されていない。

　　　（２）については、添付説明書における環境負荷低減も機器同様に重要であること

　　から、非塩素漂白紙および再生紙の使用について検討された。非塩素漂白紙は、ブル

　　ーエンジェルでは基準として規定されているが、地域的事情により日本では入手が困

　　難である。一方、再生紙の使用は、ブルーエンジェルに規定されていないものの、エ

　　コマーク事業として「古紙の利用」を進めているところであり「印刷用紙」という商

　　品類型がある。従って、再生紙の使用について基準を策定する項目として選定された。

　　　なお、申込者（申込者発行を含む）以外から供給される取扱説明書は、申込者が使

　　用紙を管理することが困難であるため、本項目の規定を適用しないこととした。
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Ｂ　製造段階

　◇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、代替フロンの排出（購買契約書などによる環境仕様）

                                                                        

　　　（１）については、環境への影響を考えるとフロンに限定することなく排出を抑制

　　する必要がある。ＰＣそのものからの有害物質の排出は機器廃棄後にあり得るが、回

　　収と有害物質添加を基準としたため、問題はないと考えられる。そこで、商品製造時

　　の有害物質の排出に特定して検討を行った。有害物質を使用することは、Ｂ－８に述

　　べているとおり使用後の排出管理（回収、適正処理など）を行えば問題ない。したが

　　って、商品製造時に工場立地地域の環境法規等を遵守していることが基準として選定

　　された。

　　　特定フロン、代替フロンについては、国際的な合意が得られていることから、特定

　　フロンは使用を認めず、代替フロンは工場からの排出を認めないこととして、基準を

　　策定することとした（包装材についても同様の結論）。

　　　また、これらの物質は、ＰＣの最終組立工場ではほとんど使用されておらず、部品

　　も含めて本来使用しているステージでの使用削減、排出削減をしなければ効果が小さ

　　いことから、部品工場に遡った環境負荷低減を行うよう、部品の購買契約書によって

　　最終組立工場と同等の基準を策定することとした。

      エコマーク認定基準に規定する工場長証明書、部品購買契約書ひな形を以下に例示

　　する。

          工場長証明ひな形例

　  「申込者が所有する工場は、特定フロンの使用、代替フロンおよび塩素化炭化水素

　　　（四塩化炭素）の排出がないことを証明します。」

  　「申込者が所有する工場は、有害物質の排出について、工場が立地している地域の関

　　　連する環境法規および公害防止協定などを遵守していることを証明します。関連す

　　　る環境法規は△△です。」

  　「○○製造工場は、特定フロンの使用、代替フロンおよび塩素化炭化水素（四塩化炭

　　　素）の排出がないことを証明します。」

  　「○○製造工場は、有害物質の排出について、工場が立地している地域の関連する環

　　　境法規および公害防止協定などを遵守していることを証明します。関連する環境法

　　　規は△△です。」

  　      部品購買契約書ひな形例

  　『申込者が所有する工場の部品購買契約書は、「（購買する部品の製造工場は）有害

　　　物質の排出について、工場が立地している地域の関連する環境法規および公害防止

　　　協定などを遵守している」旨の条項を明確にしていること。』

　  『申込者が所有する工場の部品購買契約書は、「契約締結者（部品メーカー）は、締

　　　結者の購買契約書に（購買部品の工場は）有害物質の排出について、工場が立地し

　　　ている地域の関連する環境法規および公害防止協定などを遵守している」旨の条項

　　　を入れることを明確にしていること。』

  　『申込者の所有する工場の部品購買契約書は、「（購買する部品の製造工場は）特定

　　　フロンの使用、代替フロンおよび塩素化炭化水素（四塩化炭素）の排出がない」旨

　　　の条項を明確にしていること。』

　  『申込者の所有する工場の部品購買契約書は、「契約締結者（部品メーカー）は、締

　　　結者の購買契約書へ（購買部品の工場は）特定フロンの使用、代替フロンおよび塩

　　　素化炭化水素（四塩化炭素）の排出がない」旨の条項を入れることを明確にしてい

　　　ること。』
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　◇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)有害物質の排出

                                                                        

　　　本項目については、Ｂ－３に解説しているとおり、商品製造時に工場立地地域の環

　　境法規等を遵守していることとし、基準を策定する項目として選定された。

　　　エコマーク認定基準では、工場立地地域の関連する環境法規等の遵守状況について、

　　エコマーク申込時から過去五年間の範囲で審査を行う。五年以上前に土壌汚染行為が

　　あり、汚染が最近になって発見された場合は、以下のとおり扱う。

　　　汚染行為以前に、汚染物質の規制が制定され、汚染行為がエコマーク申込時から過

　　去五年以内になされた場合は、エコマーク認定基準に不適合と判断する。

　◇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)有害物質の排出

                                                                        

　　　本項目については、Ｂ－３に解説しているとおり、商品製造時に工場立地地域の環

　　境法規等を遵守していることとし、基準を策定する項目として選定された。

　◇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)有害物質の排出

                                                                        

　　　本項目については、Ｂ－３に解説しているとおり、商品製造時に工場立地地域の環

　　境法規等を遵守していることとし、基準を策定する項目として選定された。

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)軽量・小型化（省スペース）

                                                                        

　　　本項目は、数値的な基準を設定することが難しく、基準を策定する項目として選定

　　されなかった。ただし、基準４－１．（６）などに定める「再生資源の利用の促進等

　　に資するための製品設計における事前評価マニュアル作成のガイドライン」では、軽

　　量・小型化の観点を盛り込んでおり、各機器ごとに何らかの配慮がなされる。

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。
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 (1)機器修理のために補修用性能部品の最低保有期間は五年間確保されること

 (2)修理の請負体制が整備され、機器利用者の依頼に応じて修理を行っている

    こと

 　 （リペアシステム）

 (3)保証は三年間であること

                                                                        

　　　（１）および（２）については、ＰＣでは、体制として「機器の長寿命性」を活か

　　すポイントが二つある。第一は、機器利用者自身による部品交換であり、交換用部品

　　の供給がポイントとなる。第二には、機器利用者以外の製造者などによる部品交換・

　　修理であり、積極的に修理を請け負うことは、機器を長く使うために重要である。通

　　商産業省では「リペア」の充実を環境負荷低減の重要項目として掲げたところである。

　　　従って、本項目は基準を策定する項目として選定された。

　　　なお、本項目への適合は、申込者以外の事業者委託を含む。

　　　審査にあたっての具体的な判断は、

　　　　１．「本機器は機器利用者の依頼により修理を請け負います。」もしくはこれに

　　　　　　類する情報が取扱説明書に明記され、機器利用者に提示されていること。

　　　　２．１．の情報は、他の情報と独立させ、機器利用者に明確に認識させるよう配

　　　　　　慮されていること。

　　　　　　例：当該情報のみを掲載したページ、文字を大きくする、字体を周囲の文字

　　　　　　　　と変える、枠囲い、色を変えるなど

　　　　３．修理を行うために必要な情報（修理の範囲(サービス内容)、必要期間、費用、

　　　　　　機器利用者にとっての修理手続きフローなど）を明記している、もしくは必

　　　　　　要な情報を提供できるよう連絡先などを明記していること。

　　　　　　例：｢本機器の修理につきましては、当社サービスセンター(TEL:○○)まで

　　　　　　　　故障状況をお知らせ下さい。ご必要の場合、修理範囲（サービス内容）、

　　　　　　　　修理費用の目安､修理期間､手続きなど説明いたします。｣

　　　　　　注：連絡先とは電話、ＦＡＸなどを指す。機器故障時を想定しているため、

　　　　　　　　インターネット連絡先のみでは基準不適合と判断する。

　　　（３）については、基準を策定する項目として選定されなかった。ブルーエンジェ

　　ルにおいて機器の長寿命性という観点から基準として規定されている項目であるが、

　　環境に関する事項ではなく、また保証事項は各製造者のサービス戦略によるところも

　　大きく、基準とする必要はないと判断された。

　◇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)低電力消費であること（エネルギースターに準拠）

(2)省エネ法に定める省エネ基準に適合していること

                                                                        

　　　（１）については、地球温暖化影響物質の排出として、低電力消費であることが必

　　要とされた。低電力消費については、すでに財団法人省エネルギーセンターにおいて

　　「国際エネルギースタープログラム」による取組がなされている。したがって、各取

　　組との整合性を考慮し、「エネルギースターに準拠していること」が基準として選定

　　された。なお、ブルーエンジェルでは、数値基準として設定がなされているが、本類

　　型は、国内の各取り組みとの整合を優先した。

　　　（２）については、（１）と同様であり、「エネルギーの使用の合理化に関する法律

　　（省エネ法）」として定められている。本認定基準１．環境的背景に述べたとおり、

　　省エネ法への適合は、省エネルギーの側面で重要な環境負荷低減項目となるため、基準
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　　として選定された。

　◇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)ＩＥＣ９５０に準拠した安全規格に適合していること

 (2)電磁適合性についてＶＣＣＩに適合していること

 (3)電磁波の放出（健康影響）

 (4)音量レベル（騒音）

　　　機器の安全性については、国際規格として最も広く使用されているＩＥＣ（国際電

　　気標準会議）９５０またはこれに準拠した安全規格に従うものとした。

　　　コンピュータなどから発生する電波ノイズがテレビなどの受信機に妨害を与えな

　　いよう、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）

　　に適合するものとした。

　　　電磁波の放出（健康影響）については、ＣＲＴモニターなどからの放出が指摘され

　　ている。しかし、「電磁環境の健康影響に関する調査研究　財団法人日本環境協会」

　　によると、"Occupational Health & Safety"誌にコンピュータ画面から70mG、電気毛

　　布や電気カミソリから10000mG(10G)程度の磁界が発生することからも有害性を明らか

　　にすることは困難であるとの指摘があり、他の調査研究も含め、環境庁では本報告に

　　基づき、現時点で電磁界暴露の健康影響の有無を結論付けることはできないとしてい

　　る。

　　　音量レベルについては、ＩＳＯ７７７９およびＩＳＯ９２９６がある。本類型では

　　国際整合の観点からブルーエンジェルの規定するＩＳＯ９２９６を採用し、レベルも

　　ブルーエンジェルの値を参考にし、基準を策定する項目として選定した。基準値４８

　　～５５ｄＢは静かな事務所と同程度の音量となる。

Ｅ　廃棄段階

　◇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)プリント基板は、ＰＢＢ、ＰＢＤＥおよび短鎖塩化パラフィンを処方構成

    成分として添加していないこと

 (2)プラスチック類は、ＰＢＢ、ＰＢＤＥおよび短鎖塩化パラフィン（炭素数

    10-13、塩素含有量＞50％）を処方構成成分として添加していないこと

 (3)プラスチック類は、カドミウム、鉛を処方構成成分として添加していない

    こと

 (4)プラスチック類は、発がん性物質、変異原性、生殖毒性物質を添加してい

    ないこと

 (5)電池は、カドミウム、鉛および水銀を処方構成成分として添加していない

    こと

 (6)プラスチック類（包装に使用されるプラスチック材料を含む）は、ハロゲ

    ンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加して

    いないこと

 (7)ディスプレイ（LCD）は、ＴＲＧＳ９０５、９００またはＭＡＫリストの

    物質を処方構成成分として添加していないこと。ただし、水銀と水銀化合

    物を除く。

                                                                        

　　　化学物質は、ＰＣへの含有、製造時使用・排出・発生など様々な形で関与する。
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　　　含有については、製品そのものがもつ環境負荷であり、機器の対象部位、対象物質

　　と含有レベルを規定した。基本的には、商品製造時に添加を認めないこととして、基

　　準を策定する項目として選定された。

　　　（１）、（２）および（６）については、ポリ塩化ビニールおよびポリ塩化ビニリ

　　デン、臭素系難燃剤などの含有と燃焼廃棄時のダイオキシンの発生との関係があげら

　　れる。検討の結果、有害物質の発生を極力回避するため、基準を策定する項目として

　　選定された。ＰＶＣの使用制限については、被膜、ケーブル類など微小部品に使用さ

　　れている可能性がある。これらは汎用性のある代替品がないため、現時点では基準と

　　して策定しないこととされた。

　　　なお、有害物質を使用するものであっても、回収を行っている場合は含有・使用を

　　制限する必要はないという意見があげられた。

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。

 リサイクル設計・長期使用

 (1) 「再生資源の利用の促進等に資するための製品設計における事前評価マニ

     ュアル作成のガイドライン」に基づいて作成した添付１「機器のリサイク

     ルに適した設計」に適合すること

 (2) 包装材は、「再生資源の利用の促進等に資するための製品設計における事

     前評価マニュアル作成のガイドライン」に適合すること

 プラスチック材料・電池

 (3) プラスチック製部品は、一つのホモポリマまたはコポリマから作ること

 (4) プラスチック製筐体部品は、２種類以下の互いに分離可能なポリマまたは

     ポリマブレンドにより構成すること

 (5) プラスチック製大型筐体部品は、プラスチック材料としてリサイクルでき

     るように構成されていること

 (6) 電池は、機器利用者が交換または取り外し可能であること。機器利用者に

     よる取り外しを想定しない電池は、交換または取り外し可能であること。

 回収・リサイクルシステム

 (7) 機器の引き取り、再使用またはリサイクル

 (8) 電池の引き取り、再使用またはリサイクル

 マーキング

 (9) プラスチック部品は、ＩＳＯ１１４６９によるマーキングを施すこと

 (10)電池は、電池工業会マーキングガイドラインに従ってマーキングしている

     こと

 (11)包装に使用されるプラスチックは、ＩＳＯ１１４６９に沿ってマーキング

     されていること

                                                                        

　リサイクル設計・長期使用

　　　（１）リサイクル設計・長期使用については、材料的規定を設けるだけではなく、

　　ユニットの複合体であるＰＣをどのようにアッセンブル（組立）しているかが長寿命

　　・再使用・リサイクルの重要なポイントとなる。本類型では、通商産業省の設置する

　　産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会の作成したガイドラインを満たすこととし

　　た。本ガイドラインは数値などによる規定はなく、審査にあたっては本ガイドライン
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　　の観点に基づき機器設計がなされていることの申込者による説明書面の確認をするこ

　　ととなる。

　　　「機器のリサイクルに適した設計」は、ブルーエンジェルにおいて基準とされてい

　　るリストでもあり、本類型も基本要件は同一とした。ブルーエンジェルでは、物質と

　　してリサイクルすることを想定しているが、本類型では、部品として再使用する場合

　　（リユース設計）も考慮したリストとして、考え方を進化させた。

　　　なお、「機器のリサイクルに適した設計」は誰が回収しても再使用・リサイクルし

　　やすいよう一律的に設けた。多様な環境保全への取組を考慮し、申込者が自社のエコ

　　マーク認定機器をすべて引き取り、再使用・リサイクルする体制が組まれている場合、

　　「機器のリサイクルに適した設計」に適合する必要のないこととした。

　プラスチック材料・電池

　　　（３）～（６）については、ブルーエンジェルにおいて基準とされている項目であ

　　る。機器の再使用・リサイクルを進めるためには汎用性のある樹脂を用いること、単

　　素材化を進めることが重要である。プラスチックは様々なものとブレンドが可能であ

　　るため、特性が多様であると同時にそれらのリサイクルを難しくしている。本類型で

　　は、再使用・リサイクルを進めるために基準を策定する項目として選定した。

　　　なお、エネルギーとしての回収より、物質として再利用できることを優先した。

　　　大型筐体部品とは、ここでは重量２５ｇ以上の部品を指す。

　　　電池の取り外しについては、機器利用者が取り外しできない電池があったとしても、

　　機器自体の回収を進めるため、回収者などによって取り外しできればよい。また、機

　　器の修理時に製造者などが基板全体を交換することなく電池を交換できることが重要

　　であると判断した。具体的には、「平成３年度国庫補助事業　使用済みニカド電池の

　　再資源化促進に関する調査検討報告書　財団法人クリーンジャパンセンター」の「ニ

　　カド電池取り出し容易化アセスメントマニュアル（取り出し容易化の範囲）」（別表

　　１）をもとに、記号Ａ～Ｃを機器利用者による取り外しが容易、記号Ａ～Ｆを機器利

　　用者による取り外しを想定しない電池の取り外しが容易と判断する。

　回収・リサイクルシステム

　　　（７）および（８）については、「使用済みコンピュータの回収・処理・リサイク

　　ルの状況に関する調査報告書　JEIDA」によると、本類型の対象であるパソコンは、

　　平成１３年度に約７万ｔ発生し、平成１５年度には約１３万ｔ、その後も同程度発生

　　すると予想されていることから、使用済みの機器を回収・再使用・リサイクルするこ

　　とが重要な課題となってくる。

　　　また、ＰＣには重金属などの有害物質が使用されており、循環利用することで、環

　　境中にこれらの物質を放出しないことも併せて重要である。有害物質を使用しなけれ

　　ばならない製品があった場合、引き取り、再使用・リサイクル体制をあらかじめ組ん

　　でおくという事業者の登場に期待する。

　　　したがって、基準を策定する項目として選定された。

　　　なお、本項目への適合は、申込者以外への事業者委託を含めてよい。

　　　回収については、ブルーエンジェルにおいても基準として規定されている。日本国内

　　では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により一般廃棄物とされる機器の引き取りに

　　は市町村長の許可が必要なこと、有償での買い取りはコスト的に体制を組むことが難し

　　いことなどの事情から、ワーキンググループにおいては、当面、事業系パソコンの回収

　　に限定し、産業廃棄物となる機器の引き取りを条件とする。一般廃棄物としての家庭か

　　らのパソコンについては、「特定家庭用機器再商品化法（通称：家電リサイクル法）」

　　でのパソコン対象化の検討状況を見守ることにすべきとされ、「機器利用者とは事業者

　　を指し、当面、個人を除く」ことを基準案とした。この基準案は、エコマーク類型・基

　　準制定委員会において審議され、個人の機器利用者を引き取り対象者から除くとするこ

　　とに異議が出た。そこで「当面、個人を除く」に代わり、一般廃棄物となる機器の引き

　　取り、再使用・リサイクル体制など法制度の状況をエコマーク審査委員会で確認の上で
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　　判断することとした。本項目については、基準を策定する項目として選定された。なお、

　　本類型では、回収費用について規定を設けない。

　　　また、ブルーエンジェルでは引き取り所に関する規定を設けているが、回収・再使

　　用・リサイクルの体制整備は、引き取り所持ち込みに限定する必要がなく、各地域の

　　事情により設定されるべきものであることから、相互認証の検討においても問題はな

　　いと判断し、基準を策定しないこととした。

　マーキング

　　　（９）～（11）については、使用される素材の確認が難しいプラスチックおよび電

　　池にマーキングをすることで回収時の処理がスムーズになるよう基準を策定する項目

　　として選定した。プラスチックについては、国際規格ＩＳＯ１１４６９に従うものと

　　した。なお、「複写機」ＷＧでは２５ｇ未満または平ら面積２００mm２ 未満のレベル

　　設定に関して適切ではないという意見が出ていたが、国際的整合性を優先するため、

　　基準に盛り込んでいる。本類型においても同様の結論とした。

　４－２．その他

　　パソコンは購入後の機能拡張が特徴の一つであるため、使用者がエコマーク認定機器

　を購入後に機能拡張を行うことで、エコマーク認定基準を満たさなくなる可能性がある。

　　本類型のエコマーク商品認定審査は、販売時の仕様をもって行い、消費者に推奨する

　ものである。

    商品区分については、別表３の例を参考に「エコマーク商品認定・使用申込書」へ記

　入すること。「別紙記入」とし、別紙添付してもよい。

別表３

「エコマーク商品認定・使用申込書」「２．商品ブランド名」

　・機種毎申込の場合　　　　機種名を明記

　・シリーズ毎申込の場合　　シリーズ名を明記

「エコマーク商品認定・使用申込書」「３．型式」

　・機種毎申込の場合　　　申込機器が本体、CRTモニター、LCDモニター、キーボー

　　　　　　　　　　　　　ド・マウス、ノート型ＰＣのいずれであるかを明記、

　　　　　　　　　　　　　品番等を明記

　・シリーズ毎申込の場合　申込機器が本体、CRTモニター、LCDモニター、キーボー

　　　　　　　　　　　　　ド・マウス、ノート型ＰＣのいずれであるかを明記、

　　　　　　　　　　　　　シリーズ内の機種名および品番等を明記



表１  証明書一覧
シリーズ機種名  

(1) (2) (3) (4) (n)

NO 認定基準 項目 必要な証明書等 記入例 必須性 添付有無 事務局 添付有無 事務局 添付有無 事務局 添付有無 事務局 …… …… 添付有無 事務局 特記事項

1 4-1.(1) 添付１｢機器のリサイク
ルに適した設計」への適
合

添付１｢機器のリサイクルに適した
設計｣

添付１ ◎(必須) 申込者単独で引き取り、再使用ま
たはリサイクルしており、添付１
を適用しない場合、その旨を示す

2 4-1.(2) 補修用性能部品の最低保
有期間

補修用性能部品の最低保有期間を
明記した証明書、取扱説明書等

証１ ◎

3 4-1.(3) 修理の請負 機器利用者の依頼に応じて修理を
行うことを明記した証明書、体制
が整備されていること等を明記し
た取扱説明書等

証２ ◎

 
4 4-1.(4) プラスチック材料 基準項目の遵守を明記した証明

書、添付２使用しているプラス
チック材料のリスト

証３ ◎

5 4-1.(5) プラスチック材料 基準項目の遵守を明記した証明
書、添付２使用しているプラス
チック材料のリスト

証４ ◎

6 4-1.(6) プラスチック材料 基準項目の遵守を明記した証明
書、添付２使用しているプラス
チック材料のリスト

証
５、
添付

◎

7 4-1.(7) 電池（機器利用者の交
換）

電池の使用箇所、別表１に基づく
取り外し方法等の証明書

証６ ◎

8 4-1.(8) 電池（機器利用者の取り
外しを想定しない電池の
交換）

電池の使用箇所、別表１に基づく
取り外し方法等の証明書

証７ ◎

9 4-1.(9) 使用終了後の機器の引き
取り、再使用またはリサ
イクル

引き取り、再使用またはリサイク
ルの体制が整備されていることの
説明書

証８ ◎

10 4-1.(10) 機器利用者によって交換
される電池の引き取り、
再使用またはリサイクル

引き取り、再使用またはリサイク
ルの体制が整備されていることの
説明書

証９ ◎

11 4-1.(11) プラスチック類（ハロゲ
ン）

原料事業者の発行する証明書、ハ
ロゲンを含むポリマおよび有機ハ
ロゲン化合物の添加の有無を明記

証１
０

◎

12 4-1.(12) プラスチック類（難燃
剤）

基準項目の遵守を明記した証明
書、使用難燃剤名を明記

証１１ ◎

13 4-1.(13) プラスチック類（重金 基準項目の遵守を明記した証明書 証１２ ◎
14 4-1.(14) プラスチック類（発がん

性物質等）
基準項目の遵守を明記した証明書 証１３ ◎

15 4-1.(15) 電池（重金属） 電池製造事業者の発行する証明書 証１４ ◎
16 4-1.(16) 電池（マーキング） マーキングの有無に関する証明書 証１５ ◎
17 4-1.(17) プリント基板（難燃剤） 基準項目の遵守を明記した証明

書、使用難燃剤名を明記
証１６ ◎

18 4-1.(18) 製造時 工場が立地する地域の環境法規等
を遵守し違反等のないことについ
ての工場長発行の証明書

証１７ ◎ 直接部品納入者に対しては、
部品購買契約書も可。

19 4-1.(19) エネルギースタープログ
ラムの準拠

エネルギースタープログラムに適
合していることの証明書

証１８ ◎ 証明書：エネルギースターロ
ゴ使用製品届出書の写し等

20 4-1.(20) 省エネ法の適合 基準項目の遵守を明記した証明書 証１９ ◎
21 4-1.(21) 電源スイッチ 基準項目の遵守を明記した証明書 証２０ ◎
22 4-1.(22) 電源プラグ抜時の機能障

害
基準項目の遵守を明記した証明書 証２１ ◎

23 4-1.(23) 騒音 試験記録 証２２ ◎
24 4-1.(24) 情報提供 取扱説明書の該当ページ 証２３ ◎

各機種名
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表１  証明書一覧
シリーズ機種名  

(1) (2) (3) (4) (n)

NO 認定基準 項目 必要な証明書等 記入例 必須性 添付有無 事務局 添付有無 事務局 添付有無 事務局 添付有無 事務局 …… …… 添付有無 事務局 特記事項

各機種名

25 4-1.(25) 情報提供 同上 証２４ ◎
26 4-1.(26) 情報提供 同上 証２５ ◎
27 4-1.(27) 情報提供 同上 証２６ ◎
28 4-1.(28) 情報提供 同上 証２７ ◎
29 4-1.(29) 情報提供 同上 証２８ ◎
30 4-1.(30) 情報提供 同上 証２９ ◎
31 4-1.(31) 情報提供 同上 証３０ ◎
32 4-1.(32) ＩＥＣ９５０ ＩＥＣ９５０に準拠した安全規格

に適合していることの証明書
証３１ ◎

33 4-1.(33) ＶＣＣＩ ＶＣＣＩに適合していることの証
明書

証３２ ◎ 証明書：適合確認届出書の写
し等

34 4-1.(34) LCD 基準項目の遵守を明記した証明書 証３３ ◎
35 4-1.(35) 取扱説明書 使用する印刷用紙の銘柄および製

紙事業者名
証３４ ◎

36 4-1.(36) 包装材 マーキングの有無に関する証明書 証３５ ◎
37 4-1.(37) 包装材 ガイドラインへの適合を説明 証３６ ◎
38 4-1.(38) 包装材 包装材事業者の発行する証明書、

特定フロン、代替フロンおよび塩
素化炭化水素の使用の有無を明記

証３７ ◎

39 4-1.(39) 包装材 包装材事業者の発行する証明書、
使用プラスチック材料名を明記、
ハロゲンを含むポリマおよび有機
ハロゲン化合物の添加の有無を明
記

証３８ ◎

　 　               
記入方法
１）単独機種、シリーズ機種どちらでも申請可能です。
２）添付資料がある場合、「添付有無」の欄に「証１－（１）」等を記入してください。
３）「事務局」欄は記入しないでください。

申請者印
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