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　エコマークは環境省の指導のもと、（財）日本環境協会が自主的に運営している事業で

す。エコマークの活動予算は、すべて認定企業の皆様からのエコマーク使用料で賄われて

います。この「エコマークニュース」では、「エコマーク事業実施要領」に基づき、新規

選定のエコマーク商品類型、認定基準案など、エコマーク事業に関する情報を提供してい

ます。
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エコマーク類型・ 基 準 制 定 委 員 会（第 1 1 回）の開催ならびに決定事項について

  第 11 回エコマーク類型・基準制定委員会（委員長：郡嶌 孝　同志社大学教授）が 2001
年 5 月 31 日、（財）日本環境協会において開催され、審議の結果、以下のことが決定され

ました。

 <決定事項>
　・本年 1 月から 3 月までにエコマーク類型・基準制定委員会に提案のあった新商品類型
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　　提案（27 件）について 1 次評価が行われました。

　・第 9 回エコマーク類型・基準制定委員会に提案のあった新規商品類型提案「再生原料

　　を使用した陶磁器食器」について 2 次評価が行われました。

・ エコマーク商品類型認定基準公開案「リターナブル容器・包装資材」ならびに「プリ

ンタ」の公表が決定されました。

　･ エコマーク審査委員会より上程されたエコマーク商品認定基準 No. 33「芳香族炭化水

　　素を含まない塗料」および No. 40「再生パルプを使用した壁紙・建具用紙」を一部改

　　定する案は承認され、改定されることが決定しました。

・ 繊維製品ならびに再生ガラスを使用した製品に関するエコマーク商品類型見直しのた

　めのワーキンググループを設置することが決定しました。

新 商 品 類 型 提 案 の 審 議 結 果 に つ い て

・ 第 11 回エコマーク類型･基準制定委員会に提案のあった新規商品類型提案（27 件）に

ついて 1 次評価を行いました。その結果、提案のあった「蛍光灯器具」については、

この提案を含めて「照明器具」として継続検討することとなりました。

・ 第 9 回エコマーク類型・基準制定委員会に提案のあった新規商品類型提案「再生原料

　を使用した陶磁器食器」について 2 次評価を行いましたが、検討の結果、廃ガラスリ

　サイクルの観点からは一層の環境負荷低減につながるとはいえないため、新規商品類

　型としては取り上げないこととなりました。

・ 今回提案のあった商品類型名、提案概要、審査結果は別添 1 の通りです。

エコマーク商品類型認定基準公開案｢リターナブル容器・包装資材」ならびに「プリ

ンタ」の公表について

　エコマーク商品類型認定基準（見直し）公開案「リターナブル容器・包装資材」ならび

にエコマーク商品類型認定基準（見直し）公開案「プリンタ」の公表が別添 2 のとおり決

定されました。また、「リターナブル容器・包装資材」の制定時には既存商品類型 No.9「リ

ターナブル容器」が廃止され、「プリンタ」の制定時には既存商品類型 No.53「廃棄物の

少ない事務機器用プリンタ」が廃止されます。公表並びに廃止予告に際し、2001 年 8 月 14
日（火）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｢基準公開案なら

びに既存商品類型の廃止に関する意見の受付について｣をご参照下さい。
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「基準公開案ならびに既存商品類型の廃止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 番号

　・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、2001 年 8 月 14 日(火)(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 番号、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、2001 年 8 月 14 日（火）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-mail　〔ecomark@japan.email.ne.jp〕

エ コ マ ー ク 商 品 認 定 基 準 N o .33 「 芳 香 族 炭 化 水 素 類 を 含 ま な い 塗 料 」 な ら び に

N o .40「再生パルプを使用した壁紙・建 具用紙」の一部改定について

・エコマーク商品類型 No.33「芳香族炭化水素類を含まない塗料」の一部改定

＜改定理由＞

　エコマーク商品類型 No.33「芳香族炭化水素類を含まない塗料」に関して、基準（１）に

記載された JIS A 6021「屋根用塗膜防水材」および浸透性防水材は、「塗料」には該当し

ないとの意見があり、審議の結果、以下のとおり認定基準を改定します。

＜改定点＞

　以下の下線を付した部分

［改定前］

（商品類型名）　エコマーク商品類型 No.33「芳香族炭化水素類を含まない塗料」

 [改定後]
（商品類型名）　エコマーク商品類型 No.33「芳香族炭化水素類を含まない塗料・ 塗 材 お

　 　 　 　 　 　 　 　 よ び 防 水 材」

＜改定日＞

  2001 年 7 月 1 日

・エコマーク商品類型 No. 40「再生パルプを使用した壁紙・建具用紙」の一部改定

＜改定理由＞

　平成 10 年 6 月 12 日に建築基準法の一部を改正する法律（法律 100 号）が公布され、平
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成 12 年 6 月 1 日施行されました。この改正に伴い、これまで壁装材料協会の行った防火材

料の通則的認定業務（防火検定 1 級）は、平成 12 年 5 月 31 日をもって終了しました。

　防火性能に関する基準は、設置する場所毎に法律で定められており、特に基準化をしな

くても遵守されています。また、防火材料の壁紙が必要な場所は全体の約 2 割に過ぎず、

必ずしも全商品に防炎性能を求める必要がないため、以下の通り基準の一部を改定します。

＜改 定 点＞

［改定前］

　１．認定の基準

　　(5)壁紙については、その防火性能が、建築基準法に基づき壁装材料協会が規定する、

　　　防火検定 1 級に合格していること。

［改定後］

　１．認定の基準

 　 (5)を削除する。

＜改定日＞

　2001 年 7 月 1 日

お知らせ

エコマーク商品類型 1 0 0 番 台 の 付 属 証 明 書（書式）の整備について

  エコマーク商品認定申込時に提出いただく付属証明書をより明確でわかりやすいものに

整備しました。今後商品認定を申し込まれる場合、新しい書式でご提出いただくようにな

ります。新しい書式が必要な方は、ホームページからダウンロードするか、エコマーク事

務局まで資料請求して下さい。

「エコマーク商品カタログ・2002 年版」掲載申込みのご案内

　2000 年版、2001 年版に続き、本年も「エコマーク商品カタログ 2002 年版」が財団法人

日本環境協会監修のもと、チクマ秀版社より刊行されます。昨年はこのカタログが事業者

の皆様をはじめ国、都道府県・市区町村、流通団体に無料配布（約 12,400 ヶ所、約 20,000
部）され、各方面でグリーン購入の資料として活用されています。カタログの詳しい内容

については、下記チクマ秀版社でご案内しています。エコマーク認定商品のカタログ掲載

を希望される方は、7 月 10 日までにお申込ください。

（カタログ掲載申込み・問合せ先）

株式会社　チクマ秀版社「エコマーク商品カタログ」担当　杉浦、斉藤

〒174-0054　東京都板橋区宮本町３０－１

TEL：０３（３９６５）１４１１　FAX：０３（３９６９）４５１１



1/6

No. 01-T0001

商品類型名 廃木材を使用した猫砂（トイレ用砂）

提案概要 本商品類型は、廃木材を使用した猫のﾄｲﾚ用砂である。従来の猫砂は、ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄの砂がｼｪ

ｱの50％以上を占めており、原料採取で山を切り崩して自然破壊になることや、可燃ご

みとして廃棄されると焼却炉を傷めることが問題となっている。ひのきの廃材を主原料

とすることにより、従来焼却処分していた廃材の有効利用が図れると同時に大気汚染の

防止になり、また可燃ごみとして処理できる等、資源採取から廃棄までを通して環境負

荷を低減できる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、既存の商品類型No.115「廃木材・間伐材・小径材などを使用した

木製品」があるため、新たな商品類型としては採りあげないこととなりました。改めて

当該商品類型の認定基準と照らし合わせてエコマーク商品の認定申込みをご検討くださ

るようお願いいたします。なお、認定申込みをされた場合は、審査委員会で審査されま

す。

No. 01-T0002

商品類型名 洗浄再使用型中高性能ｴｱﾌｨﾙﾀ

提案概要 本商品類型は、洗浄可能型として開発した一般空調機用中高性能ｴｱﾌｨﾙﾀである。提案

理由は、従来では使い捨てで産業廃棄物になっていたものを、超音波洗浄装置により再

使用可能な洗浄型としたことである。ﾌｨﾙﾀろ材には撥水性不織布を、外枠には超音波洗

浄後の水切れを良くするための穴を多数設けた耐蝕ｱﾙﾐﾆｳﾑを材料としている。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、洗浄することで繰返し利用を可能とし、廃棄物発生量の抑制効果

を期待できるものではありますが、商品のライフサイクルを考えた場合に、原材料の採

取や製造・加工段階、そして使用段階において従来品と比べてより一層環境負荷が低減

されるものではありません。したがって環境負荷の低減効果がライフサイクルの一部に

限定されることから、エコマークの商品類型には適当でないと判断されました。

No. 01-T0003

商品類型名 有機洗浄液を使用しない２液型混合定量吐出機

提案概要 本商品類型は、不洗浄機構を有し有機溶剤の洗浄廃液を発生しない2液混合定量吐出機

である。通常扱う主剤と硬化剤の2液性樹脂は、作業終了後有機溶剤（塩化ﾒﾁﾚﾝ、ｱｾﾄﾝ

等）での洗浄が必要であるが、混合・吐出ﾌﾟﾛｾｽを自動化（作業停止前に硬化剤挿入を

停止）することにより、硬化剤の残存をなくし、洗浄工程を必要としない機構とした。

ＰＲＴＲ法該当の環境負荷物質の排出抑制並びに有機溶剤の省資源化を図る。また、従

来品に装着可能な不洗浄装置のみの販売も行う。

提案者への回答 ご提案の商品類型については、工業分野において接着、絶縁処理など一部のプロセスを

対象に使用されるものであり、一般ユーザー向けではないことから、エコマーク事業の

目的である「エコマーク商品の環境的側面に関する情報を広く社会に提供し、環境にや

さしくありたいと願う消費者による商品の選択を促す」に該当しないため、エコマーク

の商品類型には適当でないと判断されました。

No. 01-T0004

商品類型名 天然のｺﾝｽﾀｰﾁと食用の色素から作った教育用素材（玩具）

提案概要 本商品類型は、天然のｺﾝｽﾀｰﾁ（ﾄｳﾓﾛｺｼ）と食用色素を使用した教育用玩具である。少

量の水で接着でき、糊のいらない造形素材である。材料に一切化学物質を使用しておら

ず、生分解性素材であることから、廃棄時においても水で全て溶けること、および土中

で分解されるため、環境負荷が低い。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、生分解性であったとしても、使用済み商品の廃棄経路や処理方法

は現状と変わらず、生分解されるかどうかを保証することは困難であるため、環境負荷

の低減効果の実現性が弱いと考えられます。したがってエコマークの商品類型には適当

でないと判断されました。なお、今年度に生分解性製品の取扱いについて、認定基準を

設定するかどうかも含めて調査検討を開始する予定です。生分解性製品の取扱いに関す

る方針が決定した後に、改めてエコマーク新規商品類型提案についてご検討くださるよ

うお願いいたします。

No. 01-T0005

商品類型名 生分解性プラスチックを使用した印鑑ケース

提案概要 本商品類型は、生分解性ﾌﾟﾗｽﾁｯｸを使用した印鑑ｹｰｽである。生分解性ﾌﾟﾗｽﾁｯｸは、廃棄

後も水と二酸化炭素に分解され、環境にやさしい商品である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、生分解性であったとしても、使用済み商品の廃棄経路や処理方法

は現状と変わらず、生分解されるかどうかを保証することは困難であるため、環境負荷

の低減効果の実現性が弱いと考えられます。したがってエコマークの商品類型には適当

でないと判断されました。なお、今年度に生分解性製品の取扱いについて、認定基準を

設定するかどうかも含めて調査検討を開始する予定です。生分解性製品の取扱いに関す

る方針が決定した後に、改めてエコマーク新規商品類型提案についてご検討くださるよ

うお願いいたします。

別添1   　エコマーク商品類型化調査（第11回）結果
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No. 01-T0006

商品類型名 有機廃棄物を高速醗酵処理した堆肥

提案概要 本商品類型は、豆腐かす（おから)を材料に高速発酵処理した堆肥である。特徴として

は、①100％有機質肥料であるため肥効が高いこと、②土壌改良剤として、化学肥料の

使用によるやせた土壌を活性化させること、③消化分解作用が大きく病害虫の発生抑制

効果があることである。食品廃棄物の再利用で産出された肥料であるため、廃棄物の再

資源化が図れ、有害物質を含まない点で安全である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、現在、新商品類型「肥料・土壌改良資材（仮称）」をWG（ﾜｰｷﾝ

ｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）として検討中であり、新たな商品類型としては採りあげないこととなりまし

た。新商品類型の認定基準制定後に、改めて当該商品類型の認定基準と照らし合わせて

エコマーク商品の認定申込みをご検討くださるようお願いいたします。

No. 01-T0007

商品類型名 電解水で洗浄・殺菌されたレンタルおしぼり

提案概要 本商品類型は、強電解水（強ｱﾙｶﾘ性水・強酸性水）を使用して洗浄した業務用ﾚﾝﾀﾙお

しぼり（ｺｯﾄﾝ100％）である。提案理由は、強電解水を使用することにより、洗剤・殺

菌剤の使用が大幅に削減されることから、排水中の界面活性剤・塩素濃度を低減できる

ことである。

提案者への回答 ご提案の商品類型については、殺菌効果のある電解水を使用することで洗浄剤及び殺菌

剤の使用量を減らすものですが、洗浄剤及び殺菌剤の必要量は一定ではなく、洗浄及び

殺菌効果の程度によって変わるため、エコマークとして統一的な基準を設定することが

難しいのが実状です。したがって、環境負荷低減の効果に関する定量的評価が困難であ

るため、エコマークの商品類型には適当でないと判断されました。なお、おしぼりの洗

浄・再利用につきましては、既に一般的なシステムとして定着しており、使い捨て商品

でないことによるメリットは弱いと考えられます。

No. 01-T0008

商品類型名 容器包装資材：天然素材のﾄｳﾓﾛｺｼﾃﾞﾝﾌﾟﾝを配合した消費者包装資材

提案概要 本商品類型は、ﾄｳﾓﾛｺｼﾃﾞﾝﾌﾟﾝを配合した消費者用包装資材（1次包装用資材）である。

提案理由は、①生態系ﾊﾞﾗﾝｽを保ち、計画的に生産、収穫できるﾄｳﾓﾛｺｼﾃﾞﾝﾌﾟﾝを50％以

上配合し、化石資源の使用量を節約できること、②廃棄後は、分解しやすくｺﾝﾎﾟｽﾄ化が

促進されること、③汎用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製膜の加工温度170～210℃に対し、当商品は135～

155℃であり、省ｴﾈﾙｷﾞｰにつながることである。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、生分解性であったとしても、使用済み商品の廃棄経路や処理方法

は現状と変わらず、生分解されるかどうかを保証することは困難であるため、環境負荷

の低減効果の実現性が弱いと考えられます。また、原材料のうち50%は従来と同様に非

生分解性のプラスチックを使用しており、廃棄された場合、環境中にプラスチックが残

留する可能性があります。したがってエコマークの商品類型には適当でないと判断され

ました。なお、今年度に生分解性製品の取扱いについて、認定基準を設定するかどうか

も含めて調査検討を開始する予定です。生分解性製品の取扱いに関する方針が決定した

後に、改めてエコマーク新規商品類型提案についてご検討くださるようお願いいたしま

す。

No. 01-T0009

商品類型名 乾燥生ゴミを使用した特殊肥料

提案概要 本商品類型は、乾燥生ごみ（機械乾燥）に酒粕・米糠・食用油・木炭・有機石灰等を配

合して発酵させた100％有機特殊肥料である。提案理由は、①焼却・埋立てが主流の生

ｺﾞﾐをﾘｻｲｸﾙすること、②原料が明確であり、使用者が肥料として安心して利用できるこ

とである。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、現在、新商品類型「肥料・土壌改良資材（仮称）」をWG（ﾜｰｷﾝ

ｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）として検討中であり、新たな商品類型としては採りあげないこととなりまし

た。新商品類型の認定基準制定後に、改めて当該商品類型の認定基準と照らし合わせて

エコマーク商品の認定申込みをご検討くださるようお願いいたします。

No. 01-T0010

商品類型名 再生PET樹脂及び未使用繊維などを使用したスポーツ用品備品

提案概要 本商品類型は、再生PET樹脂や未使用繊維を使用した一般運動用のｽﾎﾟｰﾂﾏｯﾄ及び体育運

動用の緩衝用ﾊﾟｯﾄﾞである。提案理由は、①材料に既存の商品類型（ﾊﾟｯﾄﾞ部はNo.51「未

利用繊維を使用した繊維製品」、No.20「ｾﾙﾛｰｽｽﾎﾟﾝｼﾞ」等で、外被ｶﾊﾞｰ部は

No.51,No.104「再生PET樹脂を使用した家庭用繊維製品」等）を使用していること、②学

校教育及び体操器具・備品にﾘｻｲｸﾙ・環境対策を考慮した商品は普及が遅れているこ

と、③商品使用期間が平均10年と長いことである。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、今年度に、新商品類型「繊維製品（仮称）」として認定基準の検

討を開始する予定であり、その際に本提案も検討させていただきます。したがって、今

回は新たな商品類型としては採りあげないこととなりました。新商品類型の認定基準制

定後に、改めて当該商品類型の認定基準と照らし合わせてｴｺﾏｰｸ商品の認定申込みをご

検討くださるようお願いいたします。
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No. 01-T0011

商品類型名 コンピュータ出力帳票を削減するソフトウェア

提案概要 本商品類型は、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ出力帳票を電子化し、紙消費の大幅な削減を可能とするｿﾌﾄｳｪｱ

である。提案理由は、①既存のｼｽﾃﾑは、3～5年でﾘﾌﾟﾚｰｽされるが、本ｼｽﾃﾑは特別な

ﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄｳｪｱを必要としないため、電子機材の消費の大幅削減が可能なこと、②本ｼｽﾃﾑ

の媒体はCD-ROMやﾈｯﾄﾜｰｸ利用であり、紙消費やｺｽﾄの削減及び電子機材の有効利用が

可能となることである。

提案者への回答 コンピュータ出力帳簿を電子化することによる紙消費量の削減効果については、ユー

ザーの意識によるところが大きいため、紙消費の大幅な削減を保証するものではなく、

定量的に評価することは困難です。また、特別なハードウェアや専用マシンに依存しな

いとしても、既存のシステムをそのまま利用することには変わりなく、廃棄物の顕著な

削減に結びつくものとは考えられません。したがって、ご提案の商品類型は、特に環境

負荷低減の面で優位性があるとは言えないため、エコマークの商品類型には適当でない

と判断されました。

No. 01-T0012

商品類型名 有害化学物質を軽減する光触媒を使用したゴミ袋

提案概要 本商品類型は、酸化ﾁﾀﾝを中心とした酸化化合物でｺｰﾄし、焼却時の光触媒機能でﾀﾞｲｵｷ

ｼﾝ類の発生が軽減できるごみ袋であり、地球温暖化の原因となっている二酸化炭素の発

生を軽減できる。また、焼却後の灰も紫外線による光活性作用で有害化学物質が軽減さ

れ、土壌や水の浄化を行うことや、ひも付きの袋としていることで悪臭も漏らさない機

能がある。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、二酸化炭素排出量の削減と、焼却時の光化学反応による環境負荷

物質の排出低減、そして埋め立て後の土壌・水質浄化機能に関する科学的根拠が不足し

ているため信頼性に欠けると考えられます。したがって、従来品と比べて特に環境負荷

低減の面で優位性があるとは言えないため、エコマークの商品類型には適当でないと判

断されました。

No. 01-T0013

商品類型名 蛍光灯器具

提案概要 本商品類型は、環境負荷の低い蛍光灯器具である。提案理由は、①従来型の1.6倍の寿命

で省資源であること、②従来型より3割の省電力であること、③従来型より管径が約1/2

で省ｽﾍﾟｰｽかつ水銀使用量が1/4で有害物質の削減につながることである。また、廃棄

物の量も従来のFLR管と比べ7割の削減となる。

提案者への回答 ご提案の商品類型につきましては、蛍光灯器具も含め照明器具全般について、エコマー

ク商品として採り上げる意義があると認められ、より詳細な市場規模、普及率、特性な

どの調査を実施し継続検討することになりました。

No. 01-T0014

商品類型名 生分解性天然素材から成る土に還る骨董

提案概要 本商品類型は、生分解性天然素材（ｸﾞﾙﾃﾝ及び可塑剤のｸﾞﾘｾﾘﾝ）の加工物で作られた骨

壷である。従前の骨壷は、陶器製が大部分であり、再利用されることもなく産業廃棄物

となっている実態にある。提案理由は、①廃棄不要であること、②土壌微生物に生分解

されるため、土壌改良等の効果を有することである。

提案者への回答 ご提案の商品類型は納骨に際して使用されるものであり、納骨方法の選択に際しては、

環境問題とは別の価値観が大きな判断要素となっています。また、納骨方法には散骨な

どの様々な方法がありますが、古紙を利用した骨壷を使用することによる環境負荷の低

減効果を定量的に評価することは現時点で難しく、基準策定が困難であると考えられま

す。従って、エコマークの商品類型としては適当でないと判断されました。

No. 01-T0015

商品類型名 単一または、同種の素材からなる通水ホース

提案概要 本商品類型は、繊維織物の補強層と通水ﾁｭｰﾌﾞ層及び接着剤からなる、単一または同種

の素材で作られた通水ﾎｰｽである。用途は工事現場排水用、農業用、消防用、ｽﾉｰﾏｼﾝ用

等である。提案理由は、①従来商品は、補強層とﾁｭｰﾌﾞ層の素材が異なるため、ﾘｻｲｸﾙ

が困難であるが、当該商品は単一素材によりﾘｻｲｸﾙが容易であること、②塩素等ﾊﾛｹﾞﾝ

系元素を含まないﾎﾟﾘｴｽｴﾃﾙ系樹脂を素材としており、焼却時においても塩素ｶﾞｽ、ｼｱﾝ

等の有害物質を発生しないことである。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、製品を構成する各構造に対して、同一系素材を100%使用すること

によってリサイクルを容易にしていますが、使用済み製品のリサイクルシステムが確立

していないことから、環境負荷の低減効果が発揮されないまま、従来品と同様に廃棄処

分される可能性があります。したがって、環境負荷の低減効果や効果の実現性が弱いと

考えられるため、エコマークの商品類型には適当でないと判断されました。なお、塩ビ

を使わないことによる環境負荷の低減効果につきましては、エコマークでは塩ビを用い

ていないことのみでは商品類型として採り上げないこととしております。
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No. 01-T0016

商品類型名 下水汚泥の焼却灰をリサイクル添加したコンクリート製マンホール

提案概要 本商品類型は、下水汚泥の焼却灰を使用し、従来原料（ｾﾒﾝﾄ）の使用量を減らした（対

ｾﾒﾝﾄ比8％の混入）ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙである。下水汚泥の焼却灰は、埋め立て処理されて

いるが、埋立地の減少から処理に困っている状況である。提案理由は、焼却灰のﾘｻｲｸﾙ

によって①従来原料の使用量を減らし、自然破壊を低減できること、②埋立地の使用可

能期間を延長できることである。また廃棄時には粉砕して、再生骨材、再生路盤材に使

用できる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、製品重量に対する焼却灰の使用比率が低く、強度を維持するため

に使用比率の向上は困難となっています。さらに焼却灰はマンホール以外にも様々な用

途に再利用されていることから、ご提案の商品類型を取り上げることによる環境負荷の

低減効果のインパクトは弱いと考えられます。また、自治体のみを対象とした商品であ

り、一般ユーザー向けではないことから、エコマーク事業の目的である「エコマーク商

品の環境的側面に関する情報を広く社会に提供し、環境にやさしくありたいと願う消費

者による商品の選択を促す」に該当しません。したがって、ご提案の商品類型は、エコ

マークの商品類型には適当でないと判断されました。

No. 01-T0017

商品類型名 エコマーク商品類型No１０９「再生材料を使用したタイル・ブロック」

提案概要 本商品類型は、下水汚泥溶融ｽﾗｸﾞを粗骨材として製造した基礎ﾌﾞﾛｯｸであり、ﾌｪﾝｽ、ｶﾞｰ

ﾄﾞﾚｰﾙ、標識等の基礎部に使用されるものである。既存の商品類型No.109「再生材料を

使用したﾀｲﾙ･ﾌﾞﾛｯｸ」の対象としてJIS A 5371Ⅰ類が盛り込まれているが、本提案類型

はⅡ類に該当するため、対象外となっている。しかしながら、原材料や製造方法は境界

ﾌﾞﾛｯｸとは変わりがなく、成形時に流し込む型枠の形だけが異なるため、本商品類型を

No.109の対象とすることを提案する。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、既存の商品類型No.109「再生材料を使用したタイル・ブロック」

について、ＪＩＳ規格の改正を契機として、新たに対象分野を拡げようというもので

す。したがって、現商品類型の見直し時に対応することとし、その際に本提案について

も検討させていただきます。現商品類型を見直した際には、改めて当該商品類型の認定

基準と照らし合わせてエコマーク商品の認定申込みをご検討くださるようお願いいたし

ます。

No. 01-T0018

商品類型名 廃プラスチックのクローズ・ド・マテリアルサイクル

提案概要 本商品類型は、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの排出者が率先してﾘｻｲｸﾙを行うｸﾛｰｽﾞ・ﾄﾞ・ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙの

ｼｽﾃﾑである。提案理由は、①廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸのﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ実施率は低いこと、②再生材料

を利用する製品ﾒｰｶｰは主に市場から再生材料を調達しており、自社製品の廃材を使用し

ていないことである。ﾘｻｲｸﾙ加工の技術ﾚﾍﾞﾙを高め、排出者が元の用途に安心して使用

できるﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑを確立し、全国的に受注活動を展開しており、今後の需要増が期待で

きる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、システムやサービスに関するものであり製品として販売されるも

のではありません。これまでエコマークでは、システムやサービスに関する商品類型は

取り上げられていませんが、今年度にエコマークとしての今後の対応について、考え方

や取扱い方法に関する調査ならびに検討を開始する予定です。したがって、今回は新た

な商品類型としては採りあげないこととなりました。システムやサービスの取扱いに関

する方針が決定された後に、改めて新規商品類型の提案についてご検討くださるようお

願いいたします。

No. 01-T0019

商品類型名 枕の詰め物

提案概要 本商品類型は、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製の枕の詰め物である。従来のそば殻使用の商品は、耐久性・

衛生性に問題があり、長期間使用時にはﾀﾞﾆ等の虫対策のため燻浄が必要となるが、詰

め物をﾌﾟﾗｽﾁｯｸ化することにより丸洗いも簡単で、衛生的かつ長期間の使用に耐える商

品開発が可能となる。ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの使用は、一見環境負荷が高いように思われるが、ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸが半永久的に利用できる点で長期的には環境負荷を低減できる。

提案者への回答 ご提案の商品類型については、プラスチック製であることから長期使用が可能とされて

いますが、どれくらい長期使用するかどうかは使用者によるところがあります。また、

プラスチックにはバージン材を使用しており、ライフサイクルでの環境負荷の低減効果

について、そば殻等の従来品と定量的に比較評価することは困難です。したがって、ご

提案の商品類型は、エコマークの商品類型には適当でないと判断されました。なお、ご

参考までに「半永久的」という表現は誤解を生じやすく好ましくないと考えます。ま

た、ご提案の商品類型に関するものとして、すでにプラスチックの再生材を使用したエ

コマーク認定商品があります。

No. 01-T0020

商品類型名 玄米入り粉末抹茶

提案概要 本商品類型は、茶殻のごみもなく、急須も不要の粉末状玄米入り抹茶である。お茶の全

部を粉末化し、成分全部を吸収できるため栄養満点で健康にも良い。（製法は、現在特

許出願中である。）必要な量だけ無駄なく使用することや、需要も日用品としてお茶受

けから贈答まで幅広い用途があり、環境負荷の低減につながる。

提案者への回答 食品に関しては、食品衛生上の問題が大きく、また食品の選択に際しては環境問題とは

別の価値観が大きな判断要素となっているのが現状です。したがってエコマークの商品

類型には適当でないと判断されました。
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No. 01-T0021

商品類型名 生分解性のあるポリ乳酸繊維を素材にしたリボン

提案概要 本商品類型は、ﾄｳﾓﾛｺｼのﾃﾞﾝﾌﾟﾝ等優れた生分解性を有するﾎﾟﾘ乳酸繊維を素材としたﾘﾎﾞ

ﾝである。従来、ﾘﾎﾞﾝは生花・菓子等の贈答用に利用されるが、廃棄されることが前提

となっている。本商品類型では、ﾘﾎﾞﾝに生分解性素材を使用することによって、廃棄時

には土中で速やかに分解し、環境負荷の低減が可能となる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、生分解性であったとしても、使用済み商品の廃棄経路や処理方法

は現状と変わらず、生分解されるかどうかを保証することは困難であるため、環境負荷

の低減効果の実現性が弱いと考えられます。したがってエコマークの商品類型には適当

でないと判断されました。なお、今年度に生分解性製品の取扱いについて、認定基準を

設定するかどうかも含めて調査検討を開始する予定です。生分解性製品の取扱いに関す

る方針が決定した後に、改めて新規商品類型の提案についてご検討くださるようお願い

いたします。

No. 01-T0022

商品類型名 再生パルプを使用した土のう

提案概要 本商品類型は、膨潤剤に紙ﾊﾟﾙﾌﾟ（再生ﾊﾟﾙﾌﾟ30％利用）を特殊加工して使用し、外袋に

麻を使用した土のうである。従来の類似商品は、膨潤剤に吸水性ﾎﾟﾘﾏｰを使用してお

り、廃棄時は産業廃棄物になるが、本商品類型は、廃棄時の焼却処分及び土中埋蔵（生

分解）が可能である。なお、今後は再生パルプの割合を70％まで増やす予定である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、使用後の廃棄を前提とした商品であり、廃棄物の削減効果は低い

と考えられます。また自治体などが災害時に利用するものであり、一般ユーザー向けで

はありません。したがって、ご提案の商品類型は、一層の環境負荷の低減効果が弱いと

考えられるため、エコマークの商品類型には適当でないと判断されました。なお、今年

度に生分解性製品の取扱いについて、認定基準を設定するかどうかも含めて調査検討を

開始する予定です。生分解性製品の取扱いに関する方針が決定した後に、改めてエコ

マーク新規商品類型提案についてご検討くださるようお願いいたします。

No. 01-T0023

商品類型名 ｶﾞｰﾃﾞﾝｼｭﾚｯﾀﾞ

提案概要 本商品類型は、ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞや菜園管理時に発生する植物残渣をﾁｯﾌﾟ状態に細分できるｶﾞｰ

ﾃﾞﾝｼｭﾚｯﾀﾞ（園芸用粉砕機）である。通常焼却など行っていた庭木などの切り枝、葉っ

ぱ、菜園のくずなどを、粉砕してチップ状にし、直接植物に撒いたり、有機栽培用のコ

ンポスト利用及び肥料などに再利用して土に還元することができ、環境衛生（エコロ

ジー）問題上においても最適である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、植物残渣等を利用しやすくするためのチップ化機能を有します

が、必ずしも土に還元されるとは限らず、使用する人の目的によっては粉砕後に焼却さ

れる可能性があります。したがって、ご提案の商品類型は、一層の環境負荷の低減効果

があるとは考えられず、エコマークの商品類型には適当でないと判断されました。

No. 01-T0024

商品類型名 衛生用紙　100％再生紙を使用した洋式トイレ便座カバー

提案概要 本商品類型は、製紙原料である断裁ｸｽﾞを使用した洋式ﾄｲﾚ便座用の衛生用紙（ｼｰﾄﾍﾟｰ

ﾊﾟ）である。従来の商品は、ほとんどがﾊﾟﾙﾌﾟ原料使用品であるが、本商品類型にｴｺﾏｰｸ

を入れることで、再生原料使用のﾘｻｲｸﾙ品への移行が促進されることが期待できる。

提案者への回答 ご提案の商品類型については、既存の商品類型No.108「衛生用紙」の見直しを今年度開

始する予定であり、その際に本提案も検討させていただきます。したがって、今回新た

な商品類型としては採り上げないこととなりました。現商品類型を見直した際には、改

めて当該商品類型の基準と照らし合わせてエコマーク商品の認定申込みをご検討くださ

るようお願いいたします。

No. 01-T0025

商品類型名 溶剤紡糸セルロール繊維（レンチングリヨセン）を使用した繊維製品

提案概要 本商品類型は、溶剤紡糸ｾﾙﾛｰｽ繊維（ﾊﾟﾙﾌﾟを原料にｾﾙﾛｰｽを無公害溶剤に溶かし、紡

糸した再生繊維）を使用した繊維製品である。提案理由は、①山の斜面など重要でない

耕地を利用して計画植林した原料を使用すること、②溶剤は無公害のNﾒﾁﾙ酸化ﾓﾘﾌｫﾝを

完全密閉回収ｼｽﾃﾑで使用するため、従来のﾚｰﾖﾝ製造工程で発生していた有害物質が発

生しないこと、③廃棄時においても生分解性、低ｴﾈﾙｷﾞｰ焼却が可能なことである。

提案者への回答 計画植林については、第三者による認証システムの検討が進められていますが、現時点

ではまだ確立しておらず、計画植林であることの評価は困難な状況です。また、環境負

荷の低減効果は原材料の製造段階だけでなく、ライフサイクル全体での評価を行う必要

があります。生分解性などについては、消費者の廃棄方法によるところが大きく、実際

に生分解される実現性は弱いと考えられます。したがって、ご提案の商品類型はエコ

マークの商品類型には適当でないと判断されました。なお、今年度に、新商品類型「繊

維製品（仮称）」として認定基準の検討を開始する予定です。新商品類型の認定基準制

定後に、改めて当該商品類型の認定基準と照らし合わせてｴｺﾏｰｸ商品の認定申込みをご

検討くださるようお願いいたします。
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No. 01-T0026

商品類型名 FAX用シート

提案概要 本商品類型は、PETﾌｨﾙﾑを使用した繰り返し使用可能なFAX用ｼｰﾄである。特徴は、一

片を溶着した2枚のPET用紙の下にFAX原紙を両面ﾃｰﾌﾟで固定し、PETﾌｨﾙﾑの2枚目にﾎﾜ

ｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾏｰｶで記入・消去することにより、繰り返し使用できることで紙の消費減につな

がる。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、FAX用紙をどれくらい節減できるかは使用者によるところが大き

く、また他の様々な節減方法もあることから、FAX用紙の節減方法としていずれが最適

であるかを比較評価することは困難です。また、必ずしも環境負荷低減の面で優位性が

あるとは考えられません。したがって、ご提案の商品類型はエコマークの商品類型には

適当でないと判断されました。なお、素材に再生材を使用する場合には、既存の商品類

型No.118「再生材料を使用したプラスチック製品」の認定基準と照らし合わせてエコ

マーク商品の認定申込みをご検討くださるようお願いいたします。

No. 01-T0027

商品類型名 生分解性合成樹脂

提案概要 本商品類型は、生分解性合成樹脂を使用した食器（汁椀・ｻﾗﾀﾞﾎﾞｰﾙなど）である。生分

解性の合成樹脂を使用していることから、廃棄時においても炭酸ガスと水に分解される

ため、環境負荷が低いことや焼却時においても窒素酸化物の発生が少なく、燃焼熱もﾎﾟ

ﾘｴﾁﾚﾝ等の1／3程度であり、焼却炉を傷めないことが特徴である。

提案者への回答 ご提案の商品類型は、生分解性であったとしても、使用済み商品の廃棄経路や処理方法

は現状と変わらず、生分解されるかどうかを保証することは困難であるため、環境負荷

の低減効果の実現性が弱いと考えられます。したがってエコマークの商品類型には適当

でないと判断されました。なお、今年度に生分解性製品の取扱いについて、認定基準を

設定するかどうかも含めて調査検討を開始する予定です。生分解性製品の取扱いに関す

る方針が決定した後に、改めてエコマーク新規商品類型提案についてご検討くださるよ

うお願いいたします。
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別添２　　　　　　　　　　                          　　　　　

エコマーク商品類型見直し試案

「リターナブル容器・包装資材」 (公表案)

                                                           （財）日本環境協会

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エコマーク事務局

１ ． 環 境 的 背 景

　今日、地球温暖化や廃棄物問題をはじめとした様々な環境問題の解決が求められてい

る。これらの問題に対処するためには、環境省(当時環境庁)が策定した環境基本計画（1

994年12月）にあるように、経済社会システムや生活様式を見直すことが不可避となっ

ている。環境への負荷が少ない、循環を基調とする経済社会システムを目指して、基本

的な対策としては、リデュース・リユース・リサイクルのいわゆる３Ｒが掲げられてい

る。これらの対策の実効性を向上させるためには、消費者の生活様式の変革もまた、大

変重要な課題となってきている。

　リユースは、使用済み製品の再使用を意味するが、リターナブル容器や詰め替え容器

の繰り返し使用は、昔から社会システムや生活様式の中に採り入れられてきたものであ

る。とりわけ、容器包装のリターナブルシステムとして、ビールびん、1.8Lびん、清涼

飲料用びんなどのガラスびんのリターナブルシステムは広く構築されてきた。しかし1

990年代に入り、大量生産・大量消費型の経済社会の中で、これらの容器は流通上の経

済性や生活様式の変化によりびん離れが生じるなど、全体として該容器の再使用は減少

してきている。

　最近のリターナブルびんの繰り返し使用量は、年間およそ 310万トンと推定され、び

ん全体の使用量 470万トンの約66%（重量比）（ガラスびんリサイクル促進協議会、199

9年）を占めている。しかし、紙製容器、スチール缶、アルミ缶、ガラスびんおよびP E

Tボトルなどの飲料用容器全体として見れば、例えば1999年度における全炭酸飲料の出

荷内容量は192万kL（（株）日刊経済通信社資料［日本炭酸飲料検査協会調べ］）であ

るが、その内リターナブルびんによる出荷が内容量として占める割合はおよそ3.1%に過

ぎない。ガラスびんとしてリターナブルシステムが確立しているビールについても、大

手4社*１の合計ビール出荷量720万kLに対して、リターナブルびんによる出荷はおよそ1

97万kLと約27%である。これにリターナブルの樽による出荷を加えるとリターナブル容

器合計として約 42%と推定*２されるが、残りはアルミ缶およびスチール缶である。

　一方、容器のリターナブルシステムに限らず、解説１．項において述べているように、

これまでに、包装用資材などについても再使用製品であるとの認定をするべきとの提案

を多くいただいた。

*１  以下の数値は、大手4社（アサヒビール（株）、キリンビール（株）、サッポロビ

ール（株）、サントリー（株））の2000年度環境報告書より、1999年度について求

めた。サントリー社については、ビールのみの値がなかったため、別途数値を確認

した。

*２  樽容器の内容積は、 10Lと20Lがあるが、ここでは平均15Lとして算出している。
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　（社）日本包装技術協会から 2001年5月に発表された「平成12年度日本の包装産業出

荷統計」によれば、 2000年度におけるわが国の包装資材・容器出荷金額は、6兆3,665億

円（前年度は6兆4,060億円）、出荷数量は、 21,926千トン（前年度は 21,606千トン）と

なっている。出荷数量の原材料別構成比は、紙・板紙製品44.8％、プラスチック製品 21.

3％、金属製品20.8％、木製品 3.7％、ガラス製品3.1％などとなっている。現状では、こ

れらの包装資材のリターナブルシステムによる繰り返し使用は、ほとんど統計値には上

らない大きさと言えよう。世界の環境ラベルの中でもドイツの「ブルーエンジェル」で

は、輸送用資材にリターナブル製品の類型設定を行っており、同様な着眼点に立ったも

のと考えられる。

　環境基本計画に謳われている「循環型社会」において、使用済み製品の繰り返し使用

の推進は、今後も主要な柱の一つであることは間違いない。容器や包装製品のリターナ

ブルシステムによる再使用は、環境負荷低減に関する寄与の割合としてどの程度のもの

であるかは、具体的にはライフサイクルアセスメント（LCA）手法の確立を待って議論

しなくてはならない。しかし、例えば製品配送・回収の輸送距離や製品再利用率などが、

リターナブル製品利用による環境負荷低減効果に大きく影響すると言われている。すな

わち、適正に構築されたリターナブルシステムによる製品の再使用は、環境への負荷低

減に寄与すると言うことができる。

　本商品類型の見直しにおいては、”ライフサイクル全体にわたっての環境負荷の考慮”

に主眼をおき、環境負荷の低減に寄与するリターナブル容器・包装資材の認定基準を策

定した。また本策定では、ISO環境ラベル規格（ISO 14020、ISO 14021および ISO 140

24）の中で述べられている種々の”用語の定義”や”基準作成の手続き”を遵守するよ

う配慮している。

２．対象

　対象とする製品は、「３．用語の定義」にいうリターナブル製品であって、対象の範

囲については、使用材料の観点から、下記剛性包装７区分および軟包装２区分の合計９

区分とする。ただし、「用語の定義」にいう「主要構成材料」が複数の素材にまたがる

製品の場合には、それぞれ素材によって構成される部分が「４．認定基準」を満たすこ

とが要求される。

　　剛性包装

A. ガラスびん

　　B. プラスチック製容器および同包装資材

　　C. 紙製容器および同包装資材

　　D. 木製・竹製容器および同包装資材

　　E. 金属製容器および同包装資材

　　F. FRP製容器および同包装資材（カーボンファイバーや金属繊維などとの複合材

　　　 料を含む）

　　G. 陶磁器製・土器製容器

軟包装

　　H. 再生可能資源からなる軟包装材および同包装副資材

　　I. 再生不能資源からなる軟包装材および同包装副資材



13

３ ． 用 語 の 定 義

　　包装資材：物品の輸送、保管、取引、または使用などにあたって、その価値および

             状態を保護するために使用される適切な材料。ユニット化資材（例：パ

             レット）や包装副資材（例：紐、緩衝材など）を含む。

再生可能資源：森林、植物、自然農業、漁業など人間活動が持続可能に利用できる

資源。（エコマテリアル研究会編、「地球の限界」、2000年 2月、日科

技連出版刊より）

例えば、藁(わら)製、紙製、天然ゴム製、革製などの製品は、再生可

能資源からなる製品である。

再生不能資源：上記再生可能資源の対語。例えば、プラスチック製、グラスウール

製、アルミホイル製などの製品は、再生不能資源からなる製品である。

軟包装：　紙、布、プラスチックフィルムあるいはアルミニウム箔などの柔軟性に

富む材料で構成される包装。（「実用包装用語辞典」、1982年、総合包

装出版社刊より）

剛性包装：上記軟包装の対語。例えば、ガラスびん、木箱、缶あるいはプラスチッ

ク箱などの容器はこれに分類される。

再使用可能：「意図され、設計された製品または包装の特性の一つ。ライフサイク

             ルの中で意図どおりの目的のために何回かの使用ができる特性」であっ

             て、「使用済みの製品または包装を回収し、再使用する仕組みが存在す

             る」場合に限られる。［JIS Q 14021:2000（ISO 14021:1999）に準拠］

リターナブル製品：「用語の定義」にいう再使用可能であって、製品または製品の

内容物を提供する事業者と、提供を受ける他の事業者または消費者との

間を、構築されたシステムに載って、その機能を保ったまま往復または

循環する製品。

　　リターナブル事業者：容器の中身または、包装資材を提供し、回収するシステムを

　　　　　　  運営する事業者。

　　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。

　　リサイクル可能：「利用可能な工程および計画によって廃棄物の流れから取り出す

             ことが可能であり、さらに原材料または製品の形で使用するために収集

             され、加工され、再生されることが可能な製品、包装もしくはそれら構

             成要素の特性」であって、以下の事項を満たす場合に用いられる。

　　　　　　　a)妥当な比率の製品購入者、潜在購入者および使用者にとって、材料を

        　     廃棄物の発生源からリサイクル施設まで移送するための収集、分別お

　　　　　　　　よび運搬システムを便利に利用することが可能である。

　　　　　　　 b)リサイクル施設が、収集された材料を収容でき、処理、再生できる。

　　　　　　　c)主張の対象となる製品が収集され、さらにリサイクルされている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　［JIS Q 14021:2000（ISO 14021:1999）に準拠］

　　製品の主要構成材料：再使用される製品の主要な構成部分に使われる材料。例えば

プラスチック製容器と金属製枠からなる容器のように、複数の素材から

なる製品の場合には、それぞれプラスチック、金属が主要構成材料とな

る。ここで、ガラスびんの蓋やラベルなど再使用されない部分および容

器の止め金具や表面被覆材などの付属部品は、主要構成材料には含まな

い。また、製品中に占める当該材質の重量割合および容積割合のいずれ
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もが、合計20%未満の材料は、主要構成材料とは見なさない。

　　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。

　　情報表示：製品またはその包装に直接情報を表示すること。

    情報公示：製品またはその包装に直接情報表示し難い場合に、関連する情報誌、カ

             タログ、ホームページまたは広告などに、情報を公開・表示すること。

４ ． 認 定 の 基 準

　4-1.  環境に関する共通認定基準

　　(1)  製品が実績として、平均 5回以上繰り返し使用されていること。

　　(2)  製品は、上記繰り返し使用に耐える設計がなされていること。

　　(3)  製品を回収するシステムが確立（再使用可能）し、その情報表示または、情報

       公示がなされていること。

(4)  製品製造時の、有害物質および水質汚濁物質の排出については、工場が立地す

る地域の環境法規や協定などを遵守していること。

(5)  ラベルや表面塗装および材料の染色に使用される色材は、印刷インキについて

は、インキ工業会のネガティブリストに従うこと。印刷インキ以外の色材につ

いては、ポリオレフィン等衛生協議会による自主基準の数値に従って、重金属

の含有量が鉛0.01%、カドミウム0.01%、ヒ素0.005%、水銀0.005%および有機色

材では遊離アミン0.05%の基準値以下であること。

　　　食品用プラスチック容器については、ポリオレフィン等衛生協議会の定める

　　色材試験法の溶出試験も満たすこと。製品の洗浄時に、水質汚濁物質を排出し

　　ないこと。また、食品用容器の付属部品などに、食品衛生法などで規制される

　　有害化学物質がないこと。

(6)  容器・包装資材の軽量化、コンパクト化やスタッキング（積載時の積み重ねの

工夫）が計られているか、または回収時に折り畳めるなどの機能が備わってい

ること。

(7)  流通および使用・消費時に、容器・包装資材の付属部品などの廃棄物の 排出が

ワンウエイ容器・包装資材の場合と比較して少ないか、または同等であること。

但し、ガラスびんの場合にフルシュリンクなど、ガラス表面の傷を防止するた

めの被覆および陶磁器製容器などの繰り返し使用による容器のわれ防止のた

めの表面被覆材には、本項目は問わない。

(8)  流通段階および使用消費段階で、副資材などを追加して使用しないか、追加す

る資材の消費が少ないこと。

(9)  廃棄時に、モントリオール議定書の附属書A、B、 Cおよび E（別表１）に定

められているオゾン層の破壊をもたらす物質の排出がないか、回収されるこ

と。

(10)  廃棄時に、リサイクルされない部分については、確実に処理処分がなされるこ

と。

　4-2．環境に関する個別認定基準

　　A. ガラスびん

　　(11)  廃棄時には、カレット原料としてリサイクルされること。
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　　B. プラスチック製容器および同包装資材

　　(12)  製品は有害化学物質を含まないこと。具体的には、商品類型No.118「再生材料

　　　  を使用したプラスチック製品」の「４．認定基準　4-1.  (3)および(4)項」(添付

        資料１参照)の要求を満たすこと。

発泡剤などを使用しないか、使用されてもモントリオール議定書の附属

書A、B、CおよびE（別表１）に定められているオゾン層の破壊をもたら

す物質を含まないか、排出しないこと。

　　(13)  廃棄時に、素材ごとに分離が容易であること。ハロゲン系の元素を含むポリ

        マー種を使用した製品は、廃棄時に申込者が確実にリサイクルするか、または

        焼却以外のダイオキシンを発生する恐れのない方法で処分すること。

　　C. 紙製容器および同包装資材

　　　　個別認定基準はなし。

　　D. 木製・竹製容器および同包装資材

　　(14)  製造時に、防腐剤などに有害物質が使用されていないか、その放出の危険性

        がないこと。

　　

　　E. 金属製容器および同包装資材

　　(15) 廃棄時に、廃棄物の排出が少ないかリサイクルできること、または廃棄処理

　　　　  が困難でないこと。

　　(16) リサイクル時に、回収された製品の材質の識別（例えばスチール製、アルミ

　　　　  製など）が容易にできること。製品のうち他の用途などにリサイクルされる

　　 　　割合を文書で提出すること

　　F. FRP製容器および同包装資材

　　(17) 破損した場合、修理可能であること。

　　(18) ハロゲン系の元素を含むポリマー種を使用した製品は、廃棄時に申込者が確

        実にリサイクルするか、または焼却以外のダイオキシンを発生する恐れのない

        方法で処分すること。

　　G.  陶磁器製・土器製容器

　　(19) 製品は使用時に重金属などの有害物質の溶出および排出のないこと。具体

        的には商品類型No.109「再生材料を使用したタイル・ブロック」の「４．認定

        基準」の関連する項目（添付資料５）の要求を満たすこと。

　　(20) 廃棄時には、原料としてリサイクルされること。

　　H. 再生可能資源からなる軟包装材および同包装副資材

　　(21) 製造時に、洗浄や晒しなどの工程で、有害物質が使用されていないか、その

        放出の危険性がないこと。

(22) 使用時における有害物質の含有については、紙製の製品では商品類型No.114

 「紙製の包装用材」の関連する基準（添付資料２）、木綿製、羊毛製などの

製品ではNo.105「再生PET樹脂を使用した工業用繊維製品」の関連する基準（添
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付資料３）、木製・竹製の製品では商品類型No.115 「廃木材・間伐材・小径

材などを使用した木製品」の関連する基準（添付資料４）、生ゴム製の製品

においては食品衛生法に基づく食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省

告示第370号）に適合していること。

　　

　　I. 再生不能資源からなる軟包装材および同包装副資材

(23)  発泡剤などを使用しないか、使用されてもモントリオール議定書の附属書A、

B、CおよびE（別表１）に定められているオゾン層の破壊をもたらす物質

を含まないか、排出しないこと。

　　(24)  使用ならびに消費時に有害物質などの排出がないこと。具体的には、PET製の

        製品では商品類型No.105「再生PET樹脂を使用した工業用繊維製品」の「４．

        認定基準」の関連する項目（添付資料３）、その他のプラスチック製品および

        合成化学製品（グラスウール製品、アルミホイル製品など）ではNo.118「再生

　　　　材料を使用したプラスチック製品」の「４．認定基準」の関連する項目（添付

        資料１）の要求を満たすこと。

　　(25)  廃棄時、素材ごとに分離が容易であること。ハロゲン系の元素を含むポリマ

        ー種を使用した製品は、廃棄時に申込者が確実にリサイクルするか、またはダ

        イオキシンを発生する恐れのない方法で処分すること。

　4-3.品質に関する基準

    (26) 製品の品質については、わが国の食品衛生法（1995年）などの法規および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

  各基準への適合を証明する添付１～３を、申込者の有印（社印または代表者印）文書

として提出すること。

　また、以下の項目に述べる第三者機関による証明とは、申込者や製品供給者および原

材料供給者と利害関係を有しない試験機関（民間の試験機関を含む）による証明を指す。

　5-1．「4-1.環境に関する共通認定基準」の証明方法

(1)については、製品が直近１年間程度の期間の実績として、平均5回以上繰り返し

使用されていることを示す文書を提出すること。新規製品の場合には、対応す

る旧製品のデータでも可とする。

  　(2)については、

　　　１．強度（区分「G. 陶磁器製・土器製容器」については本項目は適用しない）

　　　２．洗浄特性（容器の場合のみ）

　　　３．ラベル表示の接着性または剥離性（繰り返して一回使用するごとに、ラベル

　　　　　の接着または剥離が必要な製品についてのみ）

に関して、上記繰り返し使用に耐える設計がなされていることの第三者機関によ

る証明書または社内設計文書を提出すること。

　　(3)については、

　　　１．”再使用可能”とするためのシステムおよび回収ルートの説明文書
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　　　２．リターナブル製品を回収するための容器（ある場合）の説明書または写真

３．製品への”再使用可能”であることの必要な情報表示または情報公示の実施

部分

を提出すること。

　　(4)については、製品の供給者の工場が立地している地域の環境法規などを申込時よ

　　　り過去5年間遵守し、違反などがないことについて、製品供給者の発行する自己

　　　証明書を提出すること。

(5)については、製品また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。ただし、すべての原材料につい

  て、該当する化学物質を処方構成成分として含まない場合、その化学物質につい

  ては、製品供給者および原材料供給者による含まないことの証明ができる書類で

  も可とする。

　　　  食品用容器の場合には、容器付属品などが食品衛生法を満たすことの証明書類

      も、上記と同様に提出すること。

  　(6)については、容器・包装資材の流通過程および使用時にワンウエイ容器・包装

      資材に較べて軽量化、コンパクト化またはスタッキングが計られているか、また

      は、折り畳み可能などの機能を説明する書類を提出すること。ただし、比較の対

　　　象となるワンウエイの容器・包装資材が存在しない場合には、この項目は適用し

      ない。

(7)については、使用ならびに消費過程で、ラベルやキャップなどの廃棄物の排出が

ワンウエイの容器・包装資材と比較して少ないか、同等であることを証明する申

込者による文書を提出すること。ただし、比較の対象となるワンウエイの容器・

包装資材が存在しない場合には、この項目は適用しない。

(8)については、申込者は、流通過程および使用ならびに消費過程で、副資材などの

消費がない、または、ワンウエイ容器・包装資材と比較して同等かまたは少ない

ことを証明する文書を提出すること。ただし、比較の対象となるワンウエイの容

器・包装資材が存在しない場合には、この項目は適用しない。

　　(9)については、廃棄時に「モントリオール議定書（1999）」に規定されているオ　

　　  ゾン層を破壊する物質の排出がないことか、回収されることを示す書類を提出す

　　　ること。

    (10)については、廃棄時の処分方法を説明する文書を提出すること。

　5-2．「4-2.環境に関する個別認定基準」の証明方法

　　A. ガラスびん

　　(11)については、廃棄時に、カレット原料としてリサイクルされることを証明する

       申込者の文書を提出すること。

　　B. プラスチック製容器および同包装資材

　　(12)については、製品供給者および原材料供給者による証明書類、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。ただし、すべて

       の原材料について、該当する化学物質を処方構成成分として含まない場合、そ

       の化学物質については、製品供給者および原材料供給者による含まないことの

       証明ができる書類でも可とする。

　　　　  発泡剤を使用している場合は、その物質名を明記した書類を提出すること。
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　　(13)については、廃棄時に素材ごとに分離が容易なことを示す説明書類を提出する

       こと。また、ハロゲン系の元素を含むポリマー種を使用している製品は、リサ

       イクル使用または廃棄時の処分方法を説明する文書を提出すること。

　　D. 木製・竹製容器および同包装資材

(14)については、製造時に防腐剤および防虫剤が使用される場合には、クロムおよ

び砒素を含む薬剤、ピレスロイド系薬剤は使用しないか、または工場外へ排出

される（出荷製品中成分として残存したり、廃棄物中、排水中や大気中への放

出など）ことのないことを示す証明書を提出すること。

　　　　  防腐剤または防虫剤を使用している場合は、（社）日本木材保存協会の認定

       を受けていることの証明書を提出すること

　　E. 金属製容器および同包装資材

(15)については、申込者は、廃棄処理の仕方を説明する文書を提出すること。また、

廃棄時に製品を資源としてリサイクルするか、または、ワンウエイ容器・包装

資材と比較して同等かまたは少ないことを証明する文書を提出すること。ただ

し、比較の対象となるワンウエイの容器・包装資材が存在しない場合には、こ

の項目は適用しない。

(16)については、申込者は、製品への材質の識別表示が解る部分の写真などを提出

すること。当該容器・包装資材が、実績として材料リサイクルされている割合

を示す説明書を提出すること。

　　F. FRP製容器および同包装資材

　　(17)については、修理を行う施設の所在地、修理方法およびその能力を示す書類を

       提出すること。

　　(18)については、ハロゲン系の元素を含むポリマー種を使用している製品は、リサ

       イクル使用方法または廃棄時の処分方法を説明する文書を提出すること。

　　G. 陶磁器製・土器製容器

(19)については、製品また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。ただし、すべての原材料につ

いて、該当する化学物質を処方構成成分として含まない場合、その化学物質につ

いては、製品供給者および原材料供給者による含まないことの証明ができる書類

でも可とする。

　　(20)については、廃棄時に、原料としてリサイクルされることを証明する申込者の

       文書を提出すること。

　　H. 再生可能資源からなる軟包装材および同包装副資材

(21)については、製品製造時に洗浄や晒しなどの工程で有害物質が使用されていな

いか、または、工程において関連する物質の管理がきちんとなされていることの

製品供給者による説明資料を提出すること。

(22)については、製品また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。ただし、すべての原材料につ

いて、該当する化学物質を処方構成成分として含まない場合、その化学物質につ
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いては、製品供給者および原材料供給者による含まないことの証明ができる書類

でも可とする。

　　I. 再生不能資源からなる軟包装材および同包装副資材

(23)については、製造時に発泡剤を使用しないことの証明書、または、発泡剤を使

用している場合は、その物質名を明記した文書を、製品供給者による宣言文書と

して提出すること。

(24)については、製品供給者および原材料供給者による証明書類、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。ただし、すべての

原材料について、該当する化学物質を処方構成成分として含まない場合、その化

学物質については、製品供給者および原材料供給者による含まないことの証明が

できる書類でも可とする。

(25)については、廃棄時に素材ごとに分離が容易なことを示す説明書類を提出する

こと。また、ハロゲン系の元素を含むポリマー種を使用している製品は、リサイ

クル使用方法または廃棄時の処分方法を説明する文書を提出すること。

　5-3．「4-3.品質に関する基準」の証明方法

　　(26)については、食品衛生法などの法規に関しては、第三者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。また、JIS規格または業界の自主規格に関

       しては、申込者による証明書類を提出すること。

６ ． そ の 他

  (1)エコマーク商品認定の申込は、リターナブル事業者が行うこと。

　(2)商品認定区分は、構築されたシステム単位で、日本標準商品分類に基づく商品機能

　　別の区分（5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。

　(3)マーク下段の表示は、「リターナブル容器」、「リターナブル包装資材」または「リ

　　ターナブルユニット化資材」とする。

　　　また、商品類型No.9「リターナブル容器」から、継続して認定された製品におい

　　ては、「なんどもつかえるびん」または「くりかえしつかえる容器」の表示も認め

　　ることとする。

(4)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で

きるものとする。この場合、下記のごとく、左揃えの三段表示を矩形枠で囲んだも

のとし、一段目に「リターナブル容器」、「リターナブル包装資材」または「リタ

ーナブルユニット化資材」、二段目を「くりかえしつかえる」および三段目を「有

害物質の含有が少ない」とする。
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２００１年　１０月　１日　制定予定

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。

リターナブル容器
くりかえしつかえる

有害物質の含有が少ない

（一行目は「リターナブル容器」ま

たは「リターナブル包装資材」、あ

るいは、「リターナブルユニット化

資材」とする）
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［添付資料１］

　No.118「再生材料を使用したプラスチック製品」より

　「４．認定基準（該当する項目の抜粋）」

　　　(3)製品は法令および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

　　　　物質等を処方構成成分として含まないこと。

      　  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

        協議会等注）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、（財）日本防炎協会の認定を受けた「防

　　　　炎物品」または「防炎製品」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。フタル

　　　　酸エステル系の可塑剤は、子供が直接口にする可能性のある製品には含まない

　　　　こと。

　　　　　また、鉛（Pb）系、カドミウム（Cd）系および水質保全に関する要調査項目

       に挙がっているトリブチルスズ化合物（TBT）、トリフェニルスズ化合物（T

　　　　PT）等の有機スズ（Sn）化合物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」（次ページ「添付資料３」No.105「再生PET樹脂を使用した工業用繊

       維製品」と同じ）No.105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注）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２：

　　　　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。

 　　　注）ただし、ポリオレフィン等衛生協議会などの協議会による証明の必要はなく、

　　　　　 第三者機関の試験結果でよい。

「添付資料２」

　No.114「紙製の包装用材」より

　「４．認定基準（該当する項目の抜粋）」

　　　(3)製品に蛍光増白剤を使用していないこと。

　　　(4)粘着テープ、ガムテープおよび紙トレーにあっては、難分解物質の過剰な使用

        のないこと。規制物質等は使用のないこと。

　　　(5)製品は、使用後回収・再利用の妨げになるような材料を使用していないこと。

　　　　   また、廃棄処理時の負荷低減に配慮されていること。
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「添付資料３」

　No.105「再生PET樹脂を使用した工業用繊維製品」より

　「4.認定基準（該当する項目の抜粋）」

　　　(3)「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」などの法規及び通達等

        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。

　　　(4)羊毛にあっては、ベンジジン染料および別表３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別表３の

　　　　  物質が発生する染料の使用のないこと。

　　　(5)蛍光増白剤は、過剰な使用のないこと。

「添付資料4」

　No.115「廃木材・間伐材・小径材などを使用した木製品」より

　「４．認定基準（該当する項目の部分抜粋）」

　　　(3)梱包用材においては、原料に廃木材を使用する製品は建築解体木材の使用の

        ないこと。建築解体木材を使用する製品にあっては、以下の要件を満たすよう

　　　　原料の分別を行っていること。

　　　　　焼却の際に硫黄酸化物などの有害ガスが発生しないこと。

　　　　   有害重金属としてクロム、カドミウムおよびヒ素は含有のないこと。

      (5)製品は、防蟻剤、防腐剤、防虫剤および難燃剤などが使用されないこと。

　　　　　ただし、屋外用の製品は、防蟻剤、防腐剤および防虫剤の使用を認める。そ

        の場合、防蟻剤、防腐剤および防虫剤は、（社）日本木材保存協会の認定を受

        けていること。

　　　　　また、クロムおよびヒ素を含む薬剤、ピレスロイド系薬剤は、使用のないこ

        と。

　　　　（これらのものを含有する再・未利用木材を原料とすることは、避けること）

　　　(9)製品は焼却処理時の負荷低減に配慮されていること（ハロゲン系元素を含む

        表面化粧など）。

　　［以下の要求事項は、生活・文化用品および屋内用品についてのみ適用］

　    (6)トルエン、キシレンについては、製品出荷時に残留のないこと。

　　　(7)欧州指令 88/378/EEC EN71-3の規定を満たすこと。

　　　(8)材料から発生するホルムアルデヒド放出量は、0.5mg/L以下であること。
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「添付資料５」

　No.109「再生材料を使用したタイル・ブロック」より

　「4.認定基準（該当する項目の部分抜粋）」

　　　(5)使用時に、雨水等による重金属など有害物質の溶出がないこと。

　　　　　 有害物質の溶出については、土壌汚染に係る環境基準［平成3年8月23日、

         環境庁告示第46号］を満たすこと。ただし、溶融処理をした再生材料を用い

　　　　 る常温加工品、および焼成品については、溶出基準で対象とする物質は、カ

         ドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレンの6種とする。

　　　(6)使用時に摩耗等により、有害な物質を含む粉体の発生がないこと。
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別表１  モントリオール議定書に定めるオゾン層破壊物質
トリクロロフルオロメタン ジブロモフルオロメタン

ジクロロジフルオロメタン ブロモジフルオロメタン

トリクロロトリフルオロエタン ブロモフルオロメタン

ジクロロテトラフルオロエタン テトラブロモフルオロエタン

A-I

クロロペンタフルオロエタン トリブロモジフルオロエタン

ブロモクロロジフルオロメタン ジブロモトリフルオロエタン

ブロモトリフルオロメタン ブロモテトラフルオロエタンA-II

ジブロモテトラフルオロエタン トリブロモフルオロエタン

クロロトリフルオロメタン ジブロモジフルオロエタン

ペンタクロロフルオロエタン ブロモトリフルオロエタン

テトラクロロジフルオロエタン ジブロモフルオロエタン

ヘプタクロロフルオロプロパン ブロモジフルオロエタン

ヘキサクロロジフルオロプロパン ブロモフルオロエタン

ペンタクロロトリフルオロプロパン ヘキサブロモフルオロプロパン

テトラクロロテトラフルオロプロパン ペンタブロモジフルオロプロパン

トリクロロペンタフルオロプロパン テトラブロモトリフルオロプロパン

ジクロロヘキサフルオロプロパン トリブロモテトラフルオロプロパン

B-I

クロロヘプタフルオロプロパン ジブロモペンタフルオロプロパン

B-II 四塩化炭素 ブロモヘキサフルオロプロパン

B-III 1,1,1-トリクロロエタン ペンタブロモフルオロプロパン

ジクロロフルオロメタン テトラブロモジフルオロプロパン

クロロジフルオロメタン トリブロモトリフルオロプロパン

クロロフルオロメタン ジブロモテトラフルオロプロパン

テトラクロロフルオロエタン ブロモペンタフルオロプロパン

トリクロロジフルオロエタン テトラブロモフルオロプロパン

ジクロロトリフルオロエタン トリブロモジフルオロプロパン

クロロテトラフルオロエタン ジブロモトリフルオロプロパン

トリクロロフルオロエタン ブロモテトラフルオロプロパン

ジクロロジフルオロエタン トリブロモフルオロプロパン

クロロトリフルオロエタン ジブロモジフルオロプロパン

ジクロロフルオロエタン ブロモトリフルオロプロパン

クロロジフルオロエタン ジブロモフルオロプロパン

クロロフルオロエタン ブロモジフルオロプロパン

ヘキサクロロフルオロプロパン

C-II

ブロモフルオロプロパン

ペンタクロロジフルオロプロパン E-I 臭化メチル

テトラクロロトリフルオロプロパン

トリクロロテトラフルオロプロパン

ジクロロペンタフルオロプロパン

クロロヘキサフルオロプロパン

ペンタクロロフルオロプロパン

テトラクロロジフルオロプロパン

トリクロロトリフルオロプロパン

ジクロロテトラフルオロプロパン

クロロペンタフルオロプロパン

テトラクロロフルオロプロパン

トリクロロジフルオロプロパン

ジクロロトリフルオロプロパン

クロロテトラフルオロプロパン

トリクロロフルオロプロパン

ジクロロジフルオロプロパン

クロロトリフルオロプロパン

ジクロロフルオロプロパン

クロロジフルオロプロパン

C-I

クロロフルオロプロパン
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　　　　別表２  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

別表３　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

　ベンジジン

　4-クロロ-o-トルイジン

　2-ナフチルアミン

　o-アミノアゾトルエン

　2-アミノ-4-ニトロトルエン

　p-クロロアニリン

　2, 4-ジアミノアニソ－ル

　4, 4’-ジアミノジフェニルメタン

　3, 3’-ジクロロベンジジン

　3, 3’-ジメトキシベンジジン

  3, 3’-ジメチルベンジジン

　3, 3’-ジメチル-4, 4’-ジアミノ

　　   ジフェニルメタン

　p-クレシジン

　4, 4’-メチレン-ビス-(2-クロロアニリン）

　4, 4’-オキシジアニリン

　4, 4’-チオジアニリン

　o-トルイジン

　2, 4-トルイレンジアミン

　2, 4, 5-トリメチルアニリン

    注）アゾ基の分解条件については「ドイツ日用品政令」を参照のこと
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解説  「 リ タ ー ナ ブ ル 容 器・ 包 装 資 材 」 商 品 認 定 基 準（ 案 ）

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００１年１０月１日　制定予定

１ ． 環 境 的 背 景 の 補 足

　本商品類型は、旧商品類型「No.9リターナブル容器」を見直したものである。見直し

にあたっては、1996年3月1日のエコマーク事業実施要領の改正に基づく「ライフサイク

ル全体にわたっての環境負荷の考慮」が目的の一つである。さらに、旧認定基準で対象

とした商品の範囲は「繰り返し使用可能な容器で、回収するシステムが確立され、実際

に回収されているもの」であったが、繰り返し使用を前提とする「コンテナ容器」、「引

越用梱包資材」、「衣料品包装袋」などの新規商品類型提案が多くあり、本見直しでは

リターナブル製品としての包装資材などを含めることとなった。

　一方、エコマークの現存商品類型の中には、容器やカセットの材料リサイクルおよび

再使用に関連する商品類型として、No.10「空きびん回収ポスト」、No.31「詰め替え使

用品のための容器」、No.36「空き缶回収機器」、No.48「布製ショッピングバック」、

No.54「詰め替え式のインクカセット、カセットリボン」、No.55「省資源型の食品容器」

など多くの商品類型がある。これらの商品類型についても、本WGで併せて検討すべき

かを議論したが、それぞれ別途W Gを設けて検討することが適当とされた。

２ ． 対 象 と す る 商 品 範 囲 に 関 す る 補 足

　今回のエコマーク商品類型「リターナブル容器・包装資材」の認定基準の見直しに当

たっては、世界の環境ラベルにおける同様な類型の認定基準との比較検討を行い、可能

な部分については整合がとれていることが望ましい。世界の環境ラベルで本商品類型に

相当する類型を有するものの一つとして、ドイツ・ブルーエンジェルがあり、その商品

類型は「リターナブルびん」、「リターナブル輸送用パッケージ」の二つからなってい

る。

　包装資材に関しては、例えば服飾品のハンガー掛けによるまとめての輸送も、ハンガ

ー掛けをユニット化資材の一つと見なし、対象に含まれる。このような新しい形態の包

装用資材については、個々の製品について「エコマーク審査委員会」が対象商品範囲の

判断を行うものとした。

３ ． 用 語 の 定 義 に つ い て

　環境ラベルで用いる特別な用語として、ISO14021に規定されているものについてはこ

れに従った。また、包装資材の区分に関しては、主として（社）日本包装技術協会の平

成11年版「日本の包装産業生産出荷統計」に依ったが、一部「パレット」、「竹」、「籐」、

「わら縄」などは材質別の各区分に組み入れた。

４ ． 環 境 に 関 す る 基 準 策 定 の 経 緯

　基準の策定にあたっては、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、認定基準を策定す

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
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定量的な基準が策定される。

　商品類型「リターナブル容器・包装資材」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（表中の○印と◎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－１～６、Ｂ－８、

Ｃ－１、２、Ｃ－５～８、Ｄ－１、Ｄ－７、８、Ｅ－１、Ｅ－３～８、およびＦ－７（表

中◎印）に属するものである。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

    　　 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生態系への影響  ○  ◎          ◎  ○

５大気汚染物質の排出  ○  ◎  ◎  ○  ◎  ○

６水質汚濁物質の排出      ◎  ◎  ○  ◎  ○

７廃棄物の発生・処理処分      ○  ◎  ◎  ◎  ◎

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。

(1)容器・包装資材が少なくとも２回以上使われていること＜繰り返し使用＞

(2)新たな資源の採取を最小化し、再生産可能な材料をできるだけ多く使用して

　 いること

(3)金属製容器の場合、資源の枯渇につながる

上記(1)については、リターナブルとして基本的な要件である「繰り返し使用」の

回数および回収率について議論された。ISO 14021の「選択された主張に対する特

定の要求事項」によれば、再使用可能または再充填可能においては「一定回数の使

用」または「２回以上の充填（１回以上の再充填）」を要求している。議論の内容

は、以下のとおりである。

ガラスびんの使用回数については、少なくとも２回以上繰り返して使用している

ことなどの議論があったが、最終的に実績として使用されていることを重視、およ

び繰り返し使用回数は５回以上とすべきとなった。これをベースとして議論の結果、

他の素材についてもガラスびんと同様に扱うこととなった。また、使用回数５回に

相当する製品の再使用率は 80%であるが、一般的には回収率という表現が浸透して

おり、リターナブル製品を後押しする意味からも、回収率で 80%あれば認めてよい

とする案も出た。しかし、「容器包装リサイクル法」では、自主回収（リターナブ
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ルとほぼ同義）と認定される回収率は「おおむね百分の九十（90％）」となってい

ることから、公的基準を下回らないとするエコマークの原則にしたがって、「回収

率80％以上」は基準としてレベルが低いとする指摘もあった。審議の結果、「容器

包装リサイクル法」にいう「おおむね 90％」は10％の幅を認めるという表現であり、

実際上回収率80％以上としていること。また、同法では、回収率が焦点であるが、

「リターナブル容器・包装資材」の場合には繰り返しての使用回数が問題であり、

繰り返し使用数５回は再使用率（=回収率×(1-破損率)）80％に相当するが、この数

値は回収率80％より明らかに高いレベルにあること、などの議論の末に、繰り返し

使用回数５回を基準の数値とすることが適当とされた。

これらの事項は基準項目として採り上げられた。

(2)については、製品原材料としての再生可能な資源の利用と、輸送過程における

化石燃料使用との優劣を論ずること、また、木材を使用する場合には、持続可能な

森林管理の環境への負荷の大きさを比較し優劣を論ずることは難しいとされた。し

たがって、本項目は基準化されなかった。

(3)についても、異なる材質からなる製品間で、環境への負荷の優劣を比較するこ

とは現時点では難しく、材質別に認定基準を設けることにより、すべての材質から

なる製品を採り上げることとなった。すなわち本項は基準化はされなかった。

　◇Ａ－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)原材料としての森林資源利用と石油資源利用の優位性比較

      本項目は、上記Ａ－１（資源の消費）(2)項に含めて検討され、全体として本項目

    として採り上げるべき事項ではないとされた。

　◇Ａ－４（生態系への影響）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)森林資源を利用する場合、生態系への影響が少ないか、または森林管理およ

　び回復処置がなされること

　　　本項目は重要だが、現段階では不明な点が多く、基準化するには至らないとされ

    た。

　◇Ａ－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)資源採取時の燃料使用による汚染物質排出の影響評価

本項目については、プラスチック製容器および同包装資材の場合は、当然輸送タ

ンカーなどで燃料を使用するが、この段階での基準化は困難である。その他の材質

からなる製品の場合にも、本項目は重要だが不明な点が多く、基準化するには至ら

ないとされた。

Ｂ 　 製 　 造 　 段 　 階

　◇Ｂ－１（資源の消費）
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　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)  繰り返し使用に耐える設計がなされていること（びんの場合；強度、洗びん

　 特性、ラベルの剥離性など）

(2)  製造に、副原料や副資材、水資源、エネルギーなどの使用が少ないことと

　 容器リサイクル全体としてのそれらの消費の優位性比較評価（アルミなど）

(1)項については、リターナブル製品として、全ての材質の製品について基本とな

る事項である。とくに容器については、強度、洗淨特性について検討した結果、ガ

ラスびん協会のガイドラインなどの品質規格を調査し、それによって定義すること

となった。また、例えばリターナブルびんの場合、強度を気にしすぎて、ワンウエ

イよりも重量が重くなりすぎても困ることが議論された。ガラスびん製造を全体的

な視点から見て、合理的な設計が必要である。

一方、陶磁器製・土器製容器については、強度の設計を問うことは現実的に難し

いので、実績として５回以上使用されていればよいこととした。

　　　本項目は基準として選定された。

　　  (2)項については、プラスチック製容器の場合、同タイプの中で、より負荷の小さ

　　くなるものという観点から重要である。ただし、アルミなど、他の材質のものと比

    較したときの議論も必要である。しかし、現時点では本項目の評価は難しく、基準

    化はされなかった。

　◇Ｂ－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)  製造時の電力など使用エネルギーが少ないこと

(2)  製造時における原材料としての森林資源利用と石油資源利用の優位性評価

      上記(1)については、Ｂ－５（大気汚染物質の排出）と併せて議論された。ここで、

    使用エネルギーは化石燃料の使用を指すが、同一材料の製品でも、製品が変われば

    製造時に使用する物質の量やエネルギーは異なり、数値を特定することは困難であ

    る。また、プラスチックの場合、他種のポリマー素材との比較は難しい。したがっ

    て本項目は、全体として、大気への環境負荷低減の観点から、「製造にあたって公

    害防止協定などを遵守していること」としてまとめるとの結論となった。

　　  本項目は、基準として選定された。

　　  (2)については、現時点では評価は難しく、基準化はされなかった。

　◇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)製造時に発泡剤などを使用しないか、オゾン層破壊物質を使用しないかまたは

  排出しないこと

　　　プラスチック製容器および包装資材や軟包装材・包装副資材の場合には、製造時

    のオゾン層破壊物質の排出について、基準化する必要があるとされた。オゾン層破

　　壊物質については、モントリオール議定書付属書A、B、CおよびEを対象とした。

　　また、No.119「パーソナルコンピュータ」の認定基準では、通常使用しない物質と

　　して対象から外したが、本基準では商品の素材や分野も広く限定が難しいことから、

　　A-II、C-IIおよびE-Iに該当する物質も対象とした。

      本項目は、基準として策定された。
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　◇Ｂ－４（生態系への影響）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)製造時に、生態系を破壊する物質を排出しないこと

本項目は、Ｂ－８（有害物質等の使用・排出）に含めて検討された。プラスチッ

ク製容器および同包装資材などの場合、有害物質の排出以外にも悪臭と騒音の問題

がある。生産に従事している人への刺激性のあるガスなどの問題が指摘されたが、

今後検討する必要があるとされた。

　　　本項目は、Ｂ－８と併せて基準が策定された。

　◇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、同種のものと較べて大気汚染物質の排出が少ないこと

　上記項目については、他の材料との比較やプラスチックの場合、他種のポリマー

素材との比較（石油原料精製まで遡っての比較）は難しい。同一材料、同一ポリ  

マー種の中での同じ機能を有するワンウエイ製品との比較はできるが、リターナブ

ル製品自体繰り返し使用により本項目の要求を満たすものである。したがって、大

気汚染物質の排出が少ないこととしての基準化は必要ないとされた。しかし、Ｂ－

２（地球温暖化影響物質の排出）で述べたことから、全体として関連する法規など

を遵守していることでまとめることとした。

　　　本項目は基準として選定された。

　◇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)印刷インクを抜く工程から排出されるもの（紙製箱など）

(2)製造時に、ペレットなどの水質汚濁物質の排出が少ないこと

(1)および(2)項については、紙製やプラスチック製の製品に限らず、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。と

くに、再生可能資源からなる軟包装材・包装副資材では、麻の漂白など製造時の水

質汚濁物質については重要であるとされた。これらの観点から、本項目はＢ－２（地

球温暖化影響物質の排出）およびＢ－５（大気汚染物質の排出）と同じく「製造に

あたって関連する法規などの遵守」としてまとめることとした。

　　　本項目は、基準が策定された。

　◇Ｂ－７（廃棄物の発生・処理処分）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)製紙工程から廃棄されるもの

(2)ガラスびんの割れ

(3)製造時に端材の利用が可能であり、廃棄物が少ないこと

　　　(1)については、上記Ｂ－６（水質汚濁物質の排出）と同様に、「製造にあたって

    関連する法規などの遵守」にまとめることとし、基準化された。

      (2)については、製造時のガラスびんのわれは 15%程度で、歩留まりとしては低い

    がリサイクルされており、廃棄物にはならない。また、陶磁器製・土器製容器につ
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    いても同様である。したがって、本項目は基準化すべき項目として選定されなかっ

    た。

　　　(5)については、端材が出た場合、できるだけリサイクルすることが望ましい。し

    かし、各製品の製造工程でこのような努力はなされており、リターナブル製品とし

    て、特に基準化する項目としては選定されなかった。

　◇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)接着剤などの使用

(2)製造時に、有害物質が使用されていないか、放出の危険性がないこと

　　　(1)および(2)について、ガラスびんの場合、びんそのものは有害物質を含まない

    が、びんの外部に何らかの付属物（コーティング、フィルム）が付く場合には、そ

    の使用物質について規制が必要である。また、陶磁器製・土器製容器についても同

    様である。

　　　プラスチック製の容器・包装資材などの場合、製造時の有害物質などの排出につ

    いては、焼却の問題および製造時の有害物質の使用について検討された。

　　　木製・竹製容器および包装資材の場合には、防腐剤や防虫剤の使用およびこれを

    用いた薫蒸や、防湿剤、タールピッチを用いて処理することについて検討された。

再生可能資源からなる軟包装材・包装副資材では、例として防かび剤の使用や革

製品ではなめしをするので染料も含めて検討が必要とされた。

　　　本項目は、基準化すべき項目として基準が策定された。

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)回収システムが存在していること（回収ルート、回収のための収納容器など）

(2)資源の消費が少なくなるように、繰り返し使用できること

(1)については、全ての材質の製品について回収システムとして、回収ルート、回

収用の収納容器のみでなく、回収システムに関する情報の表示も必要とされた。し

かし、特に回収システムに関する情報表示が難しいものについては、関連する情報

誌、カタログまたは広告などで情報を公示することでこれに替えることも認めると

した。

　　　(2)については、流通時の資源消費については再使用の観点から、全ての材質の製

　　品について当然採り上げるべきこととされた。

      これらの項目は、基準として選定された。

　◇Ｃ－２（地球温暖化影響物質の排出）およびＣ－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)  輸送時の二酸化炭素や大気汚染物質の排出が少ないこと、無駄な排出がない

　 こと（軽量化、コンパクト化）

この項目については、Ｃ－２とＣ－５とを併せて以下のような検討がなされた。

リターナブル容器・包装資材と言えども、輸送距離が長すぎると却ってエネルギー

使用の増大を招くものもある。使用目的にもよるが、長距離輸送・近距離輸送の区
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別が無く用いられる輸送用資材などを除いて、通常、空で戻すリターナブル容器な

どの製品では、リターナブルシステムの運用範囲については、おおよそ 100km以内

が適切な範囲となるだろう。また、コンパクト化の意味は、製品を小さくすると言

う意味ではなく、不必要に大きな容器は作らないの意味である。

ガラスびんなどの容器については、スタッキング（積載時の積み重ねの工夫）に

も配慮する余地がある。

プラスチック製容器および同包装資材や、木製・竹製容器および同包装資材につ

いては「回収時に折り畳めるなどのコンパクト化に配慮した機能」を持つことは重

要なポイントの一つになり得る。

　　　本項目は、基準化すべき項目として選定された。

　◇Ｃ－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)流通時に、オゾン層破壊物質の排出がないこと

　　　プラスチック製容器および同包装資材については、箱の中を洗浄する場合などに、

    フロンを使用する可能性について検討したが、基準を策定するには至らない項目と

    して採り上げられなかった。

　◇Ｃ－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)流通時に、水質汚濁物質の排出がないこと

　　　洗びん過程に限らず、すべての材質の容器・包装資材の洗浄過程で大きく関係す

    る問題である。

　　　本項目は、基準を策定すべき項目として選定された。

　◇Ｃ－７（廃棄物の発生・処理処分）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)びんの割れ

(2)流通過程で、容器の付属部品など廃棄物の排出がないか、同種の機能を持つも

　のと比較して排出物が少ないこと

(1)については、Ｂ－１（資源の消費）で、強度などの「(1)  繰り返し使用に耐え

る設計がなされていること」として、基準化された。

　　　(2)については、ガラスびんおよび陶磁器製・土器製容器ではキャップや栓、ラベ

　　ルは使い捨てとなるので、環境的な要素が大きい。

プラスチック製容器および同包装資材の場合、どちらかといえば、流通のために

使用される副資材が考えられる。

　　　その他の材料からなる容器・包装資材では、バンドやカバー、釘、接着剤、蝶番

    などの付属物がある。

　　　本項目は、基準化すべき項目として選定された。

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

(1)流通過程で、容器そのものから有害物質の排出がないこと

洗浄時に全ての容器について、ラベル残さなどから印刷時に使用した有害物質が

溶出することが考えられる。しかし、これらについてはＣ－６（水質汚染物質の排

出）で読み込むことが可能なので、Ｃ－６に含めて検討した。

プラスチック製容器および同包装資材の場合については、流通時の有害物質など

の溶出や排出などについて、検討された。とくに食品衛生法との関連で注意が必要

とされた。

　　　本項目は、基準を策定すべき項目として採り上げられた。

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)使用・消費段階で、副資材の消費が少ないこと

　　　この項目はＤ－７（使用・消費時の廃棄物の排出・廃棄）で併せて検討された。

　　　その結果、本項目については基準が策定された。

　◇Ｄ－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)使用・消費段階で、水質汚濁物質の排出がないこと

特に消費者側での洗びん作業について検討した。洗びんを軽減するのは、使用後

に洗びんするなど、消費者のマナーも関係する。ただし、それが環境負荷をどの程

度低減するかは不明である。この段階での河川などの汚濁については採り上げるべ

き事項はなかった。

　　　本項目は、基準化はされなかった。

　◇Ｄ－７（廃棄物の発生・処理処分）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)ガラスびんの割れ

(2)使用・消費時に、容器の付属部品など廃棄物の排出がないか、同種の機能を持

　つものと比較して排出物が少ないこと

　　　(1)については、Ｃ－７（廃棄物の発生・処理処分）と同様に、使用・消費時の廃

    棄物の排出として、基準化は必要ないが、繰り返し使用のための設計において考慮

    している。

(2)については、容器の蓋、ラベルなどについては、廃棄に大きな問題があるとし

て、基準化すべき項目として採り上げるべきとされた。

　◇Ｄ－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。
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(1)使用・消費時に、いわゆる環境ホルモンなどの有害性が疑われる化学物質など

   の排出がないこと

(2)製品の表面に塗布する塗料に問題はないか

(1)については、プラスチック製容器および同包装資材では、例えば食用容器から

有害性が疑われる物質が溶出する可能性が想定された。しかし、現時点で有害性の

不明なものも多く、有害な物質および有害性が疑われる物質については、商品類型

    No.118「再生材料を使用したプラスチック製品」の認定基準と整合性を採ることと

    なった。

木製・竹製容器および同包装資材の場合、防腐剤や特に合板についてはホルムア

ルデヒドに注意を要することが指摘された。

　　　本項目は、基準化すべき項目として基準が策定された。

　(2)については、ラベルや製品表面の塗装およびプラスチック材料の染料として使

用される色材について議論された。ラベルに使用されるインキについては、印刷イ

ンキ工業連合会の自主規制があるが、塗料に関しては公表された基準はない。その

ため、無機色材および有機色材に関して、「ポリオレフィン等衛生協議会」の色材

のうち、プラスチックからの溶出試験をのぞく、色材そのものに関する試験の基準

を採用する事とした。

　　　本項目は、基準化がなされた。

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、カレットとして原料にリサイクルされること（ガラスびん）

(2)廃棄時に、燃料などの資源消費が少ないか、エネルギー回収がなされること

　　　(1)項については、自治体が埋め立てするなど、再生されないものもある。また、

　　海外からの輸入びんも日本の規格に合わなければ、リサイクルされないなどの問題

    があるが、リターナブルびんとして、本項目は基準化すべきとされた。

(2)項については、プラスチック製容器および同包装資材では、廃棄時にできるだ

け燃やさないこと。原則として材料リサイクルされるべきである。また、素材ごと

に分離収集しやすいことも必要とされた。本項目は、商品類型No.118「再生材料を

使用したプラスチック製品」の認定基準と整合性を採ることとなった。

木製・竹製容器および同包装資材、および再生可能資源からなる軟包装材・包装

副資材では、エネルギー回収が可能であることを基準化すべきとする意見があった

が、エネルギー回収のためには廃棄時にまとまった量が必要なことおよび焼却の際

のエネルギー回収まで、リターナブル事業者が担保することは難しいとされた。

　　　また、廃棄時のＥ－１からＥ－９は、全般的にリターナブルのネットワークが正

    しいかどうか、きちんとチェックする上で必要であるとの議論があった。

　　　本項目は、一部について基準化がなされた。

　◇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。
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(1)焼却する場合に、地球温暖化影響物質の排出が従来の同種の容器と同等か改

　善されていること

　　　材料リサイクルが原則であるが、数量が少ない場合には難しい。焼却の際に地球

    温暖化物質の排出量まで、リターナブル事業者が担保することは難しいとされた。

　　　本項目は、基準化はされなかった。

　◇Ｅ－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)廃棄時にオゾン層破壊物質の排出がないか、回収されること（例えば、冷蔵

　 冷凍コンテナ）

    　断熱材として発泡スチロールなどが使用されるものを検討対象とした。

　　　本項目は、基準が策定された。

　◇Ｅ－４（生態系への影響）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)焼却による有害物質の排出など、生態系に影響を与えないこと

プラスチック製容器および同包装資材、再生可能資源からなる軟包装材・包装副

資材では関係がある項目である。

木製・竹製容器および同包装資材の場合には、複合材料化しているものがあり、

本項目とＥ－５，Ｅ－６，Ｅ－７およびＥ－８を併せて基準化することとした。

　◇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)廃棄時に焼却すれば溶融してクリンカーを生成する（FRPコンテナ）

(2)焼却による有害ガスの発生がなく、従来の容器と較べて大気汚染物質の排出

　が少ないか、同等と認められること

(1)については、FRP製容器および同包装資材について、廃棄時に処理困難でない

ことが要求されたが、検討の結果共通の項目で確実に処理処分することとして、取

り上げるべきであるとされた。

　　　本項目は、基準が策定された。

　　　(2)については、前述のＥ－２（地球温暖化影響物質の排出）に含めて検討され、

    リターナブル事業者が担保することは難しいとされ、基準化はされなかった。

　◇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)埋め立てなどになった場合に、水質汚濁物質の溶出がないこと

ガラスびんについては、カレットにした場合有害物質は基本的に出ないので、本

項目は必要ない。ただし、プラスチックコーティングをしたものなどは、そのまま

廃棄するとＥ－８（有害物質等の使用・排出）に述べるような問題がある。プラス

チック製の容器および同包装資材の場合は重要であり、再生可能資源からなる軟包

装材・包装副資材でも採り上げるべきであるとされた。
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　　　本項目は、基準を策定すべき項目として基準が策定された。

　◇Ｅ－７（廃棄物の発生・処理処分）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)廃棄時に焼却されることがある（プラスチック製通い箱；材料としてのリサ

  イクル）

(2)粉砕すれば空中に飛散する危険がある（FRPコンテナ）

(3)製品が再生原料となるとき、それまでの内容物の処理（ドラム缶）

(4)リユース、リサイクルできなくなったものの廃棄の仕方（フレコン、ネット

　 など）

(5)従来の物と較べて、廃棄物の排出が少ないか、廃棄処理が困難でないこと

　　　(1)については、Ｅ－４（生態系への影響）で併せて検討され、基準化された。

　　　(2)については、FRP製品は廃棄時にきちんとした処理処分がなされる必要がある

　　とされ、基準化された。

　　　(3)については、金属製容器について廃棄時に処理困難でないこととして、基準化

　　された。

　　　(4)については、プラスチック製および化成品製の製品について、廃棄時に素材ご

　　とに分離が容易であることとされた。本項目は基準化された

(5)については、リターナブルそのものが条件を満たすので、特に基準を作ること

はない（ガラスびんおよび陶磁器製・土器製容器）。ただし、著しく肉厚のあるも

のは避けるべきとの意見もあった。一方で、プラスチック製容器および同包装資材

の本体と蓋との間で材質が異なると問題があるとされ、本項目は基準を策定すべき

ものとされた。

　◇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)廃棄時に、焼却されることがある（プラスチック製通い箱；有害物質発生

  の可能性？）

(2)埋め立てされた場合に、有害物質の排出の危険性がないこと

　　　(1)については、上記Ｅ－７において述べたとおり、基準として選定された。

(2)については、Ｅ－６（廃棄時の水質汚濁物質の排出）で併せて検討された。再

生可能資源からなる軟包装材・包装副資材では、例として防かび剤が塗ってあると、

溶出するなどの問題も考えられる。革製品ではなめしをするので染料も含めて検討

が必要である。加工したときの添加物が付着したままでは問題があるとされた。

　　　本項目は、基準化すべき項目として基準が策定された。

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。

(1) リサイクルされる材料として、材質を考慮していること

(2)リサイクルに大量のエネルギーや水資源などの資源を必要としないこと

　　　 (1)項については、リターナブル製品として、特に要求される項目とは言えず、

　　 基準化は見送られた。

 (2)項については、取り上げるべき事項であり、特に洗浄が問題だが、リターナ
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ブル事業者が担保をすることは難しいとされ、基準として選定されなかった。

　◇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)二酸化炭素など、地球温暖化影響物質の排出が少ないこと（コンパクト化な

　ど）

　　　本項目については、リターナブル製品として、特に要求される項目とは言えず、

　　また、申込者が管理することは難しい。

　　　本項目は、基準として採り上げられなかった。

　◇Ｆ－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)リサイクル時に、洗浄のためにオゾン層破壊物質の使用がないか、排出しな

　いこと

　　　本項目は、特に取り上げる必要はないものと判断され、基準化されなかった。

　◇Ｆ－４（生態系への影響）

　　　本項目では以下の点が検討された。

(1)製品回収時やリサイクル工程からの汚染物質の排出により、生態系に影響を

　与えないこと

　　　本項目は、特に取り上げる必要はないものと判断され、基準化されなかった。

　◇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)製品回収時やリサイクル工程で、窒素酸化物などの大気汚染物質の排出が

  従来の物と較べて同等か少なくなること（コンパクト化）

　　　本項目については、Ｆ－２（地球温暖化影響物質の排出）においての検討と同じ

    く、リターナブル製品として、特に要求される項目とは言えず、また、申込者が管

    理することは難しい。

　　　本項目は、基準として採り上げられなかった。

　◇Ｆ－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)洗浄や再製品化の段階で、水質汚濁物質の排出がないこと

　　　本項目については、上記Ｆ－５での検討と同様に、リターナブル製品として、特

　　に要求される項目とは言えず、また、申込者が管理することは難しい。

　　　本項目は、基準として採り上げられなかった。

　◇Ｆ－７（廃棄物の発生・処理処分）

　　　本項目では以下の点が検討された。
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(1)塗料および不純物の識別に注意が必要（金属コンテナ）

(2)本来の使用目的に耐えられなくなった場合に、できるだけ他の用途などにリ

　サイクルされること

(1)項および(2)項については、特に金属製の容器および同包装資材のリサイクル

を後押しするために必要であるとされ、基準を策定する項目として選定された。

　◇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)洗浄などのリサイクル工程からの有害物質の排出がないこと

　　　本項目については、リターナブル製品として、特に要求される項目とは言えず、

　　また、申込者が管理することは難しい。

　　　本項目は、基準として採り上げられなかった。

５．その他の補足

[６．その他]の(１)については、リターナブル事業者として、例えばレンタルでパレット

の貸し出しを行う事業者が、パレットを回収するシステムを運営している場合、用語の定

義にいう「リターナブル事業者」であり、また、製品の配送事業者が、このパレットを借

り受けて、パレットに製品を積載して他の事業者または消費者に配送し、該パレットを回

収するシステムを運営している場合には、配送事業者も「リターナブル事業者」となり得

る。すなわち、配送事業者による個々のリターナブルシステムと、レンタル事業者による

それら配送事業者との間のより大きなリターナブルシステムの、二重のシステムがありう

る。この場合、どちらの事業者からも、エコマーク商品認定の申し込みは可能である。
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添付１

製品重量証明書
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申込会社名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（全ての項目に記入の上、申込時に必ずご提出下さい）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  製品の主要構成材料

部品名

もしくは製品名
素材名 重量(g)

製品全体中の

構成比(%)
区分

部品

１

部品

２

部品

３

部品

４

部品

５

部品

６

重量

合計

付属部品も表中に記載すること。区分には、「付属部品」と記載のこと。

社印又は

代表社印



添付2  証明書一覧(必須事項)

4-1.環境に関する共通認定基
準

証明方法
添付有無
および

書類番号

事務局
確認欄

(1) 製品のリターナブル回数 平均繰り返し回数の実績を示す文書。（新規
製品の場合には、対応する旧製品の回収率等
のデータでも可）

(2) 繰り返し使用に耐える設計 以下の資料を第三者機関による証明書または
社内設計文書。
1. 強度（区分「G．陶磁器・土器製容器」を
除く）
2. 洗浄特性（容器にの場合のみ）
3. ラベル表示の接着性または剥離性（繰り返
して一回使用するごとに、ラベルの接着また
は剥離が必要な製品についてのみ）

(3) ・製品を回収するシステムが
確立（再使用可能）
・情報表示または、情報公示
がなされていること

1. "再使用可能"とするためのシステムおよび
回収ルートの説明文書
2. リターナブル製品を回収するための容器
（ある場合）の説明書または写真
3. 製品への”再使用可能”であることの必要
な情報表示又は情報公示の実施部分の提出

(4) 製品製造時の、有害物質およ
び水質汚濁物質の排出につい
ては、工場が立地する地域の
環境法規や協定を遵守してい
ること。

製品の供給者の工場が立地している地域の環
境法規などを申込時より過去5年間遵守し、
違反などがないことについて、製品供給者の
発行する自己証明書

ラベルや表面塗装および材料
の染色に使用される色材は、
印刷インキについては、イン
キ工業会のネガティブリスト
に従うこと。印刷インキ以外
の色材については、ポリオレ
フィン等衛生協議会による自
主基準の数値に従って、重金
属の含有量が鉛0.01%、カドミ
ウム0.01%、ヒ素0.005%、水銀
0.005%および有機色材では遊
離アミン0.05%の基準値以下で
あること

　食品用プラスチック容器に
ついては、ポリオレフィン等
衛生協議会の定める色材試験
法の溶出試験も満たすこと。
製品の洗浄時に、水質汚濁物
質を排出しないこと。また、
食品用容器の付属部品など
に、食品衛生法などで規制さ
れる有害化学物質がないこと

製品また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。（すべての原材料について、該当
する化学物質を処方構成成分として含まない
場合、製品供給者および原材料供給者による
含まないことの証明ができる書類で可）

(5)

商品名

区分
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4-1.環境に関する共通認定基
準

証明方法
添付有無
および

書類番号

事務局
確認欄

(6) 容器・包装資材の軽量化、コ
ンパクト化、スタッキングや
回収時には折り畳めるなどの
機能が備わっていること

容器・包装資材の流通過程および使用時にワ
ンウエイ容器・包装資材に較べて軽量化、コ
ンパクト化またはスタッキングが計られてい
るか、または、折り畳み可能などの機能を説
明する書類(比較の対象となるワンウエイの容
器・包装資材が存在しない場合には、この項
目は適用しない)

(7) 流通および使用消費時に、容
器・包装資材の付属部品など
の廃棄物の排出がワンウェイ
容器・包装資材の場合と比較
して少ないか、又は同等であ
ること。
（区分「A」のガラス表面の
傷を防止するための被覆、区
分「I」等の容器のわれ防止の
ための表面被覆材には問わな
い。）

使用ならびに消費過程で、ラベルやキャップ
などの廃棄物の排出がワンウエイの容器・包
装資材と比較して少ないか、同等であること
を証明する申込者による文書(比較の対象とな
るワンウエイの容器・包装資材が存在しない
場合には、この項目は適用しない)

(8) 流通段階および使用消費段階
で、副資材等、追加資源の消
費が少ないか、無いこと。

申込者は、流通過程および使用ならびに消費
過程で、副資材などの消費がない、または、
ワンウエイ容器・包装資材と比較して同等か
または少ないことを証明する文書(比較の対象
となるワンウエイの容器・包装資材が存在し
ない場合には、この項目は適用しない)

(9) 廃棄時に、モントリオール議
定書の附属書A、B、Cおよび
E（別表１）に定められてい
るオゾン層の破壊をもたら物
質の排出がないか、回収され
ること

廃棄時に「モントリオール議定書(1999)」に
規定されているオゾン層を破壊する物質の排
出がないか、回収されることを示す書類

(10) 廃棄時に、リサイクルされな
い部分については、確実に処
理処分がなされること

廃棄時の処分方法を説明する文書

4-3.品質に関する基準 証明方法 添付有無
事務局
確認欄

(26) 製品の品質については、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。

食品衛生法等の法規・・・第三者機関により
実施された試験結果の証明書類
JIS規格又は業界の自主規格・・・申込者によ
る証明書類

記入方法
1）添付資料がある場合、「添付有無」の欄に「証１－（１）」などと資料番号を記入してください。
2）「事務局確認欄」は記入しないでください。

申込会社名

年　　月　　日

代表者印
または申
込会社社
印
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添付3  証明書一覧（該当基準のみ証明）

申込品に該当
する基準

部品番号 添付有無

(11) 廃棄時には、カレット原料と
してリサイクルされること。

廃棄時に、カレット原料としてリサ
イクルされることを証明する申込者
の文書

製品は有害化学物質を含まな
いこと。具体的には、商品類
型No.118「再生材料を使用し
たプラスチック製品」の
「４．認定基準　4-1. (3)お
よび(4)項」(添付資料１参照)
の要求を満たすこと。

・製品供給者および原材料供給者に
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。（すべての原材料について、該
当する化学物質を処方構成成分とし
て含まない場合、その化学物質につ
いては、製品供給者および原材料供
給者による含まないことの証明）

   発泡剤などを使用しない
か、使用されてもモントリ
オール議定書の附属書A、
B、CおよびE（別表１）に定
められているオゾン層の破壊
をもたらす物質を含まない
か、排出しないこと。

・発泡剤を使用している場合は、そ
の物質名を明記した書類

(13) ・廃棄時に、素材ごとに分離
が容易であること。
・ハロゲン系の元素を含むポ
リマー種を使用した製品は、
廃棄時に申込者が確実にリサ
イクルするか、または焼却以
外のダイオキシンを発生する
恐れのない方法で処分するこ
と。

・廃棄時に素材ごとに分離が容易な
ことを示す説明書類
・ハロゲン系の元素を含むポリマー
種を使用している製品は、リサイク
ル使用または廃棄時の処分方法を説
明する文書

なし － － －

(14) 製造時に、防腐剤などに有害
物質が使用されていないか、
その放出の危険性がないこ
と。

・製造時に防腐剤および防虫剤が使
用や薫蒸がなされる場合には、クロ
ムおよび砒素を含む薬剤、ピレスロ
イド系薬剤は使用しないか、または
工場外へ排出される（出荷製品中成
分として残存したり、廃棄物中、排
水中や大気中への放出など）ことの
ないことを証明する文書。
・容器に防腐剤、防虫剤を使用して
いる場合は、（社）日本木材保存協
会の認定を受けていることの証明
書。

(12)

4-2．環境に関する個別認定
基準

5-2．「4-2.環境に関する個別認定基
準」の証明方法

事務局
確認欄

A. ガラスびん

B. プラスチック製容器および同包装資材

D. 木製・竹製容器および同包装資材

C. 紙製容器および同包装資材

申込者記入欄

商品名

区分
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申込品に該当
する基準

部品番号 添付有無

4-2．環境に関する個別認定
基準

5-2．「4-2.環境に関する個別認定基
準」の証明方法

事務局
確認欄

申込者記入欄

(15) 廃棄時に、廃棄物の排出が少
ないかリサイクルできるこ
と、または廃棄処理が困難で
ないこと。

申込者は、廃棄処理の仕方を説明す
る文書を提出すること。また、廃棄
時に製品を資源としてリサイクルす
るか、または、ワンウエイ容器・包
装資材と比較して同等かまたは少な
いことを証明する文書を提出するこ
と。(比較の対象となるワンウエイ
の容器・包装資材が存在しない場合
には、この項目は適用しない)

(16) リサイクル時に、回収された
製品の材質の識別（例えばス
チール製、アルミホイル製な
ど）が容易にできること。製
品のうち他の用途などにリサ
イクルされる割合を文書で提
出すること

・申込者は、製品への材質の識別表
示が解る部分の写真等
・当該容器・包装資材が、実績とし
て材料リサイクルされている割合を
示す説明書

(17) 破損した場合、修理可能であ
ること。

修理を行う施設の所在地、修理方法
およびその能力を示す書類

(18) ハロゲン系の元素を含むポリ
マー種を使用した製品は、廃
棄時に申込者が確実にリサイ
クルするか、または焼却以外
のダイオキシンを発生する恐
れのない方法で処分するこ
と。

ハロゲン系の元素を含むポリマー種
を使用している製品は、リサイクル
使用方法または廃棄時の処分方法を
説明する文書

(19) 製品は使用時に重金属などの
有害物質の溶出および排出の
ないこと。具体的には商品類
型No.109「再生材料を使用し
たタイル・ブロック」の
「４．認定基準」の関連する
項目（添付資料５）の要求を
満たすこと。

製品また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(すべ
ての原材料について、該当する化学
物質を処方構成成分として含まない
場合、その化学物質については、製
品供給者および原材料供給者による
含まないことの証明ができる書類で
も可)

(20) 廃棄時には、原料としてリサ
イクルされること。

廃棄時に、原料としてリサイクルさ
れることを証明する申込者の文書

(21) 製造時に、洗浄や晒しなどの
工程で、有害物質が使用され
ていないか、その放出の危険
性がないこと。

製品製造時に洗浄や晒しなどの工程
で有害物質が使用されていな い
か、または、管理がきちんとなされ
ていることの製品供給者による説明
資料

H. 再生可能資源からなる軟包装材および同包装副資材

G. 陶磁器製・土器製容器

E. 金属製容器および同包装資材

F. FRP製容器および同包装資材
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申込品に該当
する基準

部品番号 添付有無

4-2．環境に関する個別認定
基準

5-2．「4-2.環境に関する個別認定基
準」の証明方法

事務局
確認欄

申込者記入欄

(22) 使用時における有害物質の含
有については、紙製の製品で
は商品類型No.114 「紙製の
包装用材」の関連する基準
（添付資料２）、木綿製、羊
毛製などの製品ではNo.105
「再生PET樹脂を使用した工
業用繊維製品」の関連する基
準（添付資料３）、木製・竹
製製品では商品類型No.115
「廃木材・間伐材・小径材な
どを使用した木製品」の関連
する基準（添付資料４）、生
ゴム製の製品においては食品
衛生法に基づく食品、添加物
等の規格基準（昭和34年厚生
省告示第370号）に適合して
いること。

製品また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(すべ
ての原材料について、該当する化学
物質を処方構成成分として含まない
場合、その化学物質については、製
品供給者および原材料供給者による
含まないことの証明ができる書類で
も可)

(23) 発泡剤などを使用しないか、
使用されてもモントリオール
議定書の附属書A、B、Cおよ
びE（別表１）に定められて
いるオゾン層の破壊をもたら
す物質を含まないか、排出し
ないこと。

製造時に発泡剤を使用しないことの
証明書、または、発泡剤を使用して
いる場合は、その物質名を明記した
文書を、製品供給者による宣言文書

(24) 使用ならびに消費時に有害物
質などの排出がないこと。具
体的には、PET製の製品では
商品類型No.105「再生PET樹
脂を使用した工業用繊維製
品」の「４．認定基準」の関
連する項目（添付資料３）、
その他のプラスチック製品お
よび合成化学製品（グラス
ウール製品、アルミホイル製
品など）ではNo.118「再生材
料を使用したプラスチック製
品」の「４．認定基準」の関
連する項目（添付資料１）の
要求を満たすこと。

製品また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.(すべ
ての原材料について、該当する化学
物質を処方構成成分として含まない
場合、その化学物質については、製
品供給者および原材料供給者による
含まないことの証明ができる書類で
可)

(25) ・廃棄時、素材ごとに分離が
容易であること。
・ハロゲン系の元素を含むポ
リマー種を使用した製品は、
廃棄時に申込者が確実にリサ
イクルするか、またはダイオ
キシンを発生する恐れのない
方法で処分すること。

・廃棄時に素材ごとに分離が容易な
ことを示す説明書類
・また、ハロゲン系の元素を含むポ
リマー種を使用している製品は、リ
サイクル使用方法または廃棄時の処
分方法を説明する文書

記入方法

申込会社名 年　　月　　日

1) 「申込品に該当する基準」については、対象となる箇所を「○」、対象とならない箇所を、「×」を
記載して下さい。

2) 「部品番号」には、添付1の重量表の部品番号をご記入下さい。

3）添付資料がある場合、「添付有無」の欄に「証１－（１）」など資料番号を記入してください。

4）「事務局確認欄」は記入しないでください。

I . 再生不能資源からなる軟包装材および同包装副資材

代表者印
または申込
会社社印
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エコマーク商品類型見直し試案 　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　「プリンタ」（公表案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　(財)日本環境協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エコマーク事務局

１．環境的背景

　近年、世界的なパーソナルコンピュータの普及とともに、我が国のプリンタの生産台数

は１９９６年に約２５００万台であったものが、１９９７年には約２９００万台、１９９

８年には約３２００万台と飛躍的に増加している。特に、日本メーカの世界市場における

シェアは後述するように大きい。

　プリンタのエコマーク商品類型 No.53 としては、すでに「廃棄物の少ない事務機器用プ

リンタ」があり、廃棄物を減少させるために印字用のトナーなどの消耗品のみを補充し、

またはカートリッジなどが繰り返し使用できるようにしたプリンタを認定対象としている。

しかしながら、消耗品である廃棄物を削減させる観点だけでは、環境負荷低減効果は小さ

く、現在飛躍的に使用が拡大しているプリンタにおいては、資源の消費からリサイクルに

至るまでのライフサイクルを考慮した総合的な環境負荷低減に対する配慮が強く要請され

ている。

　またプリンタについては、すでにドイツ、カナダ、北欧５ケ国などの環境ラベルで基準

化がなされ、我が国においても、２００１年４月に施行の「国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律」で「特定調達品目」に挙げられ、判断基準も示されている。また、

「グリーン購入ネットワーク」により購入ガイドラインも発表（１９９６年１１月）され

るなど、国内外で環境に配慮した商品選択の対象として関心が高まっている。さらに、資

源の有効利用の観点からは、同じく２００１年４月に改正・施行の「資源の有効な利用の

促進に関する法律」において、二次電池が指定再資源化製品に指定されると同時に、この

指定再利用促進製品の小型二次電池使用機器としてプリンタが指定された。二次電池につ

いては、本年４月より回収体制の整備が図られることになっている。

  さらに、１９９８年の世界市場における日本製プリンタのシェアはワイヤドット方式で

約９７％、電子写真方式で約８５％およびインクジェット方式で約６０％と高く、複写機

と同様にわが国が世界に提供している国際流通商品である。したがって、環境ラベルにお

ける認定基準の策定にあたっては国際的調和を考慮して進めていく必要がある。１９９９

年１１月にエコマーク認定基準を制定した「複写機」については、ＧＥＮ（ Global
Ecolabelling Network）を通じてノルディックスワンと相互認証に向けた作業を進めてお

り、プリンタも将来的には同様な扱いが必要と考える。

  以上から、「廃棄物の少ない事務機器用プリンタ」を廃止し、プリンタに関する商品類型

の見直しを行うことは、国際的にも重要な意味を持つものと考える。

  
２．対象

　主に事務所および家庭で一般に使用され、かつコンピュータとの接続を前提としたプリ

ンタを対象とする。（社）電子情報技術産業協会の「プリンタカタログ用語集（第４版）」

の分類に従い、ワイヤドット方式、感熱方式、インクジェット方式および電子写真方式の

プリンタを対象とする（図１の対象範囲を参照のこと）。また、主機能をプリンタとする複

合機も対象に含む。したがって、交通機関の券売機、待ち人数などの整理券発行機、レジ

スタ機、医療や図書館の検索機器などは対象から除く。
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プリンタ　　インパクトプリンタ　　　　　　母型活字方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワイヤドット方式

　　　　　　ノンインパクトプリンタ　　　　感熱方式　　　　　　本基準の対象範囲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インクジェット方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子写真方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静電方式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　磁気方式

　　　　　　　　　　　　　　図１　対象範囲

３．用語の定義

プリンタ                     ：パラレルポートまたはＵＳＢインターフェースまたはネ

ットワークインターフェースなどによるパソコンとの接

続を前提とした機能を標準で有する機器。また、メモリ

カードなどの媒体を介し直接プリントする機器も含む。

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。

プラスチック                 ：単一もしくは複数のポリマ材料と、特性付与のために配

合された添加剤、充填材などからなる材料。

ポリマ　                     ：プラスチック中の主な構成成分である高分子材料。

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(ポリマブレンド)：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。

再生プラスチック             ：プレコンシューマ材料およびポストコンシューマ材料か

らなるプラスチック。

プレコンシューマ材料       　：製品を製造する工程で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         :再生プラスチックを含むプラスチック製部品。

再使用部品　　　　　　     　：過去に使用され、再度使用されている部品。

裏面印刷 　　　 　　　　    ：一度表面を印刷した用紙を同じ機器で給紙トレーなどに

挿入し、その裏面を再度印刷すること。

両面印刷　　　　　　　   　　：自動的に両面に印刷すること。

複合機（ＭＦＰ:Multi Functional Printer）：プリンタの機能を標準で有し、さらにコピ

ー、スキャナ、およびファックスのいずれか１つ以上の

機能を有する機器。

印刷速度（ＰＰＭ:page per minute）：モノクロプリンタの能力については ISO/IEC

10561:1999 により決定される１分あたりの印刷枚数。た

だし、カラープリンタの能力については規定がないため、

各メーカ独自の方法によるものとする。

大判プリンタ　　　　　　     ：Ａ２版以上の印刷機能を有するプリンタ。

性能部品　　　　　　　　　　 ：製品の機能を維持するために不可欠な部品。

補修用性能部品　　　         ：交換用の性能部品。

リサイクル　　　　　　　     ：マテリアルリサイクルをいう。エネルギ回収（サーマル

リサイクル）は含まない。
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筐体　　　　　　　　　　     ：外装カバー。

大型筐体部品　　　　　     　：重量２５ｇ以上、または平ら面積２００ｍｍ２以上の筐

体部品。

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。

連続用紙　　　　　　　     　：コンピュータ出力用として使われる、連続的につながっ

た用紙。箱に折りたたむために一定長で折りミシンを有

しているものもある。

４．認定の基準

 ４－１．環境に関する基準

  ４－１－１．３Ｒ設計

   １）機器本体

　　 (1)機器は、別表１の「機器のリサイクルに適した設計」に適合すること。

     (2)補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は当該製品の製造停止後、５年以上

であること。

     (3)修理の受託体制が整備され、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）。体制の整備として①修理を受託する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

方法などに関する情報提供がなされていること。

     (4)印刷用紙は古紙１００％配合の再生紙が 1 種類以上使用可能なこと。ただし、感

熱方式プリンタを除く。

     (5)印刷用紙の使用量を削減できる機能（両面印刷または縮小印刷または裏面印刷な

ど）を有すること。

     (6)電子写真方式および複合機のプリンタ（ＰＰＭ＞２４）については、両面印刷機

能を標準機能として有すかまたはオプションで対応可能であること。ただし、連

続用紙を用いるプリンタは、本項目を適用しない。

    

　 ２）プラスチック材料を使用した部品

     (7)プラスチック製大型筐体部品は、一つのホモポリマまたはコポリマから作ること。

ただし、ポリマブレンド（ポリマアロイ）は使用して差し支えない。また、２５

ｇ未満の部品を除く。

     (8)プラスチック製筐体部品およびシャーシは、４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。ただし、２５ｇ未満の部品および

シャーシを構成する性能部品を除く。

　３）電池

     (9)機器に取り付けられている電池は、その電池が寿命となったときや修理のときな

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、電池の交換ま

たは取り外し可能であること（別表４のＡ～Ｆに該当するものをいう）。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。

     (10)取扱説明書は、使用後の二次電池の引き取り、再使用、リサイクルまたは廃棄物

処理情報を記載していること。

　４）トナーカートリッジおよびインクカートリッジ

     (11)申込者の製造または販売するトナーカートリッジ（トナー容器などを含む）およ

びインクカートリッジについてはその回収およびリサイクルのシステムがあるこ

と。

     (12)引き取ったトナーカートリッジ（トナー容器などを含む）またはインクカートリ
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ッジの活用できない部分は、環境に調和した方法で処理・処分すること（エネル

ギ回収を含む）。

     (13)トナー･カートリッジは（社）日本事務機械工業会「事務機械製品の安全確保の

ための表示に関するガイドライン」に基づいた表示をしていること。

   

  ４－１－２．化学物質

　 １）プラスチック材料

     (14)プラスチックは、多臭化ビフェニール（ＰＢＢ）、多臭化ジフェニルエーテル（Ｐ

ＢＤＥ）および塩化パラフィン（鎖状炭素数が１０～１３で含有塩素濃度が５０％

以上）を処方構成成分として添加していないこと。

     (15)筐体、筐体部品のプラスチック（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含有量０．５重量％以下

の有機フッ素添加物および２５ｇ未満の部品を除く。

     (16)筐体、筐体部品のプラスチックは、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。筐体、筐体部品のプラスチックは、発がん性物質（ＩＡＲＣの発が

ん性物質に分類されている物質：グループ１、２Ａ、２Ｂ）、を添加していないこ

と。ただし、チタニウムイエロー、三酸化アンチモンおよびカーボンブラックは

除く。

 　２）電池

     (17)電池はカドミウム、鉛、水銀およびその化合物を処方構成成分として添加してい

ないこと。

 　３）フロン、有害物質など

     (18)申込者の責任において使用するプラスチックの包装材には特定フロン(ＣＦＣ５

種：別表５参照)の使用がないこと。

     (19)最終組立工場およびプラスチックの筐体部品または大型筐体部品の製造工場か

ら別表５に掲げる特定フロン(ＣＦＣ５種)、その他のＣＦＣ、四塩化炭素及びト

リクロロエタンの使用がないことおよび代替フロン（ここではＨＣＦＣをさす）

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

立工場およびプラスチックの筐体部品または大型筐体部品の製造工場が立地して

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。ただし、申込者へのプラスチックの筐体部品または大型筐

体部品の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。

　４）感光体

     (20)電子写真方式のプリンタの感光体はカドミウム、鉛、水銀およびその化合物を処

方構成成分として含まないこと。

　５）電子写真方式のトナー、インクジェット方式のインクおよびワイヤドット方式のイ

ンクリボン

     (21)電子写真方式のプリンタのトナー、インクジェット方式のプリンタのインクおよ

びワイヤドット方式のプリンタのインクリボンの重金属として、処方構成成分と

してカドミウム、鉛、水銀、六価クロムおよびその化合物を添加していないこと。

     (22) 電子写真方式のプリンタのトナー、インクジェット方式のプリンタのインクお

よびワイヤドット方式のプリンタのインクリボンのインクについては、以下の

(a)～(d)の各物質が処方構成成分として添加されていないこと。

  　      (ａ) ＥＵの危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近
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似化に関するＥＣ理事会指令６７／５４８／ＥＥＣの付属書Ⅰ（危険な物

質と調剤のリスト）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)ＩＡＲＣ（国際がん研究機関）の発がん物質（グループ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の危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近

似化に関するＥＣ理事会指令６７／５４８／ＥＥＣの付属書Ⅱにより、製

品全体に危険シンボルを表示する必要性を生じさせる物質。

          (ｄ)ＥＵの危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近

似化に関するＥＣ理事会指令６７／５４８／ＥＥＣの付属書Ⅲにより、製

品全体にＲ４３を表示する必要性を生じさせる物質。

　　(23) 電子写真方式のプリンタのトナー、インクジェット方式のプリンタのインクおよ

　　　　 びワイヤドット方式のプリンタのインクリボンのアゾ着色剤に関しては、ＭＡＫ

　　　　 リストにおいて発ガン性もしくは発ガン性の疑いのある（Ⅲ１、Ⅲ２またはⅢ３）

　　　　 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。ただし、カラーのトナー、インクおよびインクリボンの

　　　　 アゾ着色剤に関して、エームス試験による安全性確認を行っている場合には、こ

の項目は適用しない。

　

　６）粉塵、オゾンおよびスチレン

　　(24)電子写真方式におけるプリンタの粉塵（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（社）日本事務機械工業

会規格（JBMS-66）またはブルーエンジェル RAL-UZ62 付録３に記載する試験条件

下で測定するものとする。ただし、連続紙を印刷する６０ＰＰＭを超えるプリンタ

については、対象外とする。

　　(25)電子写真方式におけるプリンタのオゾンの放出は、室内空気中の濃度 0.02mg/ m ３

を越えないこと。なおオゾンの濃度測定方法は（社）日本事務機械工業会規格

（JBMS-66）またはブルーエンジェル RAL-UZ62 付録４に記載する試験条件下で測

定するものとする。ただし、連続紙を印刷する６０ＰＰＭを超えるプリンタについ

ては、対象外とする。

　　(26)電子写真方式におけるプリンタ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（社）日本事務機械工業会規

格（JBMS-66）またはブルーエンジェル RAL-UZ62 付録５に記載する試験条件下で

測定するものとする。ただし、連続紙を印刷する６０ＰＰＭを超えるプリンタにつ

いては、対象外とする。

  ４－１－３．エネルギ消費

　　(27)電力消費は国際エネルギースタープログラム（以後「エナジースター」と略記）

をベースにした別表６の①～④に基準に適合していること。
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　　(28)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２Ｗ

を越えてはならない。

　　(29)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ないこと（日付、時刻といっ

たタイマ情報の喪失は障害とみなさない。）。

　　(30)電子写真方式のプリンタについては、供給者が提供する取扱説明書に動作状態で

の最大消費電力が記載されていること。

　　(31) 申込者は取扱説明書に動作状態「電力オフ」におけるエネルギ消費に関して詳細

な情報を記載し、このエネルギ消費が存在する場合には、このエネルギ消費は電源

プラグをコンセントより外す以外には避けられないことを明記すること。

  ４－１－４．騒音

　　(32)騒音の測定は ISO 7779:1999（一致規格、日本工業規格 JIS X 7779:2001 あり）

にしたがってベストクオリティモードで行う。得られた実測値に基づき、ISO

9296:1988（一致規格､JIS X 7778:2001 あり）の 3.2.5 に規定する｢表示Ａ特性音

響パワーレベルＬWAd」の値が、別表７の値を超えないこと。

  ４－１－５．安全性および電磁適合性

　　(33)機器の安全性については（社）電子情報技術産業協会「情報処理機器の安全規格

（JEIDA-37）」または（財）電気安全環境研究所「情報技術機器の安全性（J60950）」

（いずれも IEC60950 に準拠）に適合した商品であること。

　　(34)機器の電磁適合性については情報処理装置等電磁障害自主規則協議会（ＶＣＣＩ）

自主規制措置に適合していること。

  ４－１－６．取扱説明書

　　(35)申込者の提供する取扱説明書（ユーザマニュアル）はエコマーク認定基準「紙製

の印刷物」に適合していること。ただし、海外で印刷されるものについては、古紙

を使用していることおよびリサイクルに支障がないような製本形態であること。

  ４－１－７．包装材

　　(36)包装に使用されるプラスチック材料は、JIS K 6899-1:2000 に沿って材質表示さ

れていること。ただし、通商産業省（現経済産業省）「容器包装識別表示等検討委

員会報告書」（平成１２年７月）における識別マークに関する「無地の容器包装へ

の対応」「表示スペース等の物理的制約がある容器包装への対応」「多重容器包装

等における表示の要件と表記方法」「社名・ブランド名等が印刷された包装への対

応」「輸入品への対応」に準拠して、材質表示を省略することができるものとする。

　　(37)包装材は「再生資源の利用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。

  ４－１－８．設置条件

　　(38)設置条件については､特記事項があれば取扱説明書（ユーザマニュアル）などに明

記すること。 　

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

    表１に示す各証明書を申込者（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。
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　　４－１の基準項目の中に記載されている、他の認定基準（例えば「紙製の印刷物」、「エ

ナジースター」など）への適合は、エコマークを申込む時点の他の認定基準の版に適

合していればよいものとする。

(1)認定基準 4-1.(1)については、別表 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

(2)認定基準 4-1.(2)については、補修用性能部品および消耗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（ユーザマニュアル）な

どを提出すること。

(3)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

報提供内容など）などを明記した取扱説明書（ユーザマニュアル）などを提出す

ること。

(4)認定基準 4-1.(4)については、古紙配合率１００％の用紙が使用できることの証明書を

提出すること。印刷される用紙のメーカ名、商品ブランド名および古紙配合率が 100％

であることの原料証明書を提出すること。

(5)認定基準 4-1.(5)については、紙の使用量を削減できる機能（両面印刷、または縮小印

刷、または裏面印刷など）を有することの証明書を提出すること。本事項を明記した

取扱説明書（ユーザマニュアル）などを提出すること。

(6)認定基準 4-1.(6)については、取扱説明書（ユーザマニュアル）の該当部分を提出

すること。

(7)認定基準 4-1.(7)(8)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（別表３）を提出すること。

(8)認定基準 4-1.(9)については、電池の使用箇所、別表４に基づく取り外し方法（区分記

号を明記すること）などに関する証明書を提出すること。

(9)認定基準 4-1.(10)については、引き取り、再使用、リサイクルまたは環境に調和し

た処理・処分の体制が整備されていること(引き取りシステム、処理能力､処理内

容など)の説明書を提出すること。

(10)認定基準 4-1.(11)については、回収システムの仕組み（引き取りシステム、処理能力、

処理内容など）を提出すること。

(11)認定基準 4-1.(12)については、 引き取り、再使用、リサイクルまたは環境に調和

した処理・処分の体制が整備されていること(引き取りシステム、処理能力､処理

内容など)の説明書を提出すること。

(12)認定基準 4-1.(13)については、「事務機械製品の安全確保のための表示に関するガイ

ドライン」に基づき、表示をしていることの証明書を提出すること。

(13)認定基準 4-1.(14)については、部品購買契約書などによりＰＢＢ、ＰＢＤＥ､塩化パ

ラフィンの添加がないことを明確にしていること。

(14)認定基準 4-1.(15)については、別表３の使用しているプラスチック材料のリストに，

原料の製造事業者名、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

明記し提出すること。

(15)認定基準 4-1.(16)～(17)については、該当物質の含有の有無記載リストを提出するこ

と。

(16)認定基準 4-1.(18)については、申込者の責任において包装するプラスチックの包装材

に特定フロンの使用がないことを、包装材のメーカまたは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証明書を提出すること。

(17)認定基準 4-1.(19)については、工場が立地している地域の環境法規などを申込時

より過去５年間遵守し、違反など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。申込者へのプラスチックの筐体部品または大型筐

体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。

(18)認定基準 4-1.(20)～(23)については、 該当物質の含有の有無記載のリストを提出す
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ること。

(19)認定基準 4-1.(24)については、JBMS-66 または RAL-UZ62 付録３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。

(20)認定基準 4-1.(25)については、JBMS-66 または RAL-UZ62　付録４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。

(21)認定基準 4-1.(26)については、JBMS-66 または RAL-UZ62　付録５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。

(22)認定基準 4-1.(27)については、別表６ ①～④の基準に適合していることの証明書を

提出すること。

(23)認定基準 4-1.(28)(29)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。

(24)認定基準 4-1.(30)については、申込者各自の条件に基づき測定した最大消費電力が記

載されている取扱説明書（ユーザマニュアル）の該当部分を提出すること。

(25)認定基準 4-1.(31)については、取扱説明書（ユーザマニュアル）の該当部分を提

出すること。

(26)認定基準 4-1.(32)については、ISO 7779:1999 のベストクオリティーモードで測定を

行い、ISO 9296:1988 の 3.2.5 に規定する「表示Ａ特性音響パワーレベルＬWAd」の値を

示すデータを提出すること。

(27)認定基準 4-1.(33)については、「情報処理機器の安全規格」または「情報技術機

器の安全性」に適合していることの証明書を提出すること。  

(28)認定基準 4-1.(34)については、ＶＣＣＩ自主規制措置に適合していることの証明書を

提出すること。

(29)認定基準 4-1.(35)については、エコマーク認定基準「紙製の印刷物」の各基準への適

合を証明する資料を提出すること。

　 また、海外で印刷される場合は、古紙を使用していることおよび古紙リサイクルの阻害

要因として定める材料の使用のないことを説明すること。

(30)認定基準 4-1.(36)については、材質表示の有無に関する証明書を提出すること。

(31)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。具体的に

は、1.ガイドラインに基づき作成した包装材の評価マニュアルに沿って包装材を

選定していること[マニュアルの内容が判る資料(目次など)を提出]　2.使用して

いる包装材名を提出すること。

(32)認定基準 4-1.(38)については、設置条件に対する特記事項があれば、取扱説明書（ユ

ーザマニュアル）の該当部分を提出すること。

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。ただし、シリーズ機毎の場合、申込

はまとめて（１回で）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。

　　(2)マーク下段の表示は「省資源、省エネ、低廃棄物」とする。

　　　 または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

とができるものとする。この場合、下記のとおり左揃えの３段表示を矩形枠で囲ん

だものとする。

待機時のエネルギーが少ない、
部品を再利用 ・再資源化する、

廃棄物が少ないプリンタ
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２００１年１０月１日　制定予定

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。



 
　 別表１　機器本体の３R設計 VER15

要求（カテゴリＭ：実現されなければならない要求、カテゴリＳ：実現が望ましい要求）

対象
サブアッセンブリ

カテゴリ 実現

○再利用部品または再生資源としての利用の容易化
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。プラスチック部品と同一原料の塗料、
プリンタの電波対策のための導電塗装処理などは本項目を適用しな
い。

再生プラスチック原材料を使用しているか。
PBB,PBDE,塩化パラフィンを含む再生プラスチック原材料は、使用
を避けること。

リユース可能なユニットまたは部品を採用しているか。
・汎用ユニット／部品の採用
・共通ユニット／部品の採用

○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同士は
分離可能かまたは分離補助部付きで結合されているか。

分離すべき結合個所は容易に見つけられるか。
分解時に分離すべき結合個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（例えば、射出成型または
レーザにより）。

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、市販の工具を指す。電波法に定め
られる無線設備、ＡＣアダプタの筐体を除く。

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箇所を指す。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。

すべての分解すべきネジ結合要素は解除に十分な空間が設けら
れているか。

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、分解工数が余計に必要になったり、リサイクルの高度化
を阻害する。

サブアッセンブリーの固定のためのネジ結合要素は一種類の道
具だけで解除できるか。

標準化・統一化された結合要素は、分解工数を低減する。工具の交
換の回数が少なければ少ないほど、分解は容易になる。（組み付け
も同様）

Ｍ

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ9

筐体部品、電子回
路、サブアッセンブ

リ
Ｓ

8

Ｍ

機器全体 Ｓ

3

すべてのサブアッセ
ンブリ

機器全体

7

4
筐体部品、シャシ、

機械部品

6

ここで対象となるのは、筐体部品とそれに接するサブアッセンブ
リー、特に電子回路サブアッセンブリーとの結合である。接着され
る銘板（例えば、企業のロゴやラベル）も対象となる。材料間の
「適合性」を例えば、適合性マトリックスによりチェックすること
ができる。「分離補助部」とは例えば、予定破壊個所を指す。[訳
注：ここでいう「適合性マトリックス」については例えば、
VDI2243Blatt１の4.3（とくに別表２）を参照。]

5

筐体 Ｓ

Ｍ

筐体部品

Ｍ

Ｍ

「３R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。

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

機器全体

要求

機器全体 Ｓ

2

1
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対象
サブアッセンブリ

カテゴリ 実現要求

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回路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は、すべての電子回路のサブアッセンブリー
はシャシーに固定されているべきである。筐体に固定された操作パ
ネルおよび同時にシャシーの機能をも引き受ける筐体部品は、筐体
部品としては本項目は適用されない。

○部品などの分別の容易化
プラスチック部品には少なくともISO11469によるマーキング
がなされているか。重さ25g未満の部品または平らな部分の面
積が２００ｍ㎡未満の部品を除く。

プラスチック部品のマーキングはプラスチックの種類毎の選別の容
易化に役立つ。

○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、もしくは法令などで規定
する物質）の取り外しの容易化は将来の回収に備え、設計思想とし
て考慮する。

○長期使用化
電子写真方式のプリンタが作業メモリを備えている場合には、
その増設もしくは交換が可能なこと。ただし、最大の分解能に
おいて最大の紙サイズ（プリント領域）を完全に印刷できるプ
リンタは例外とする。
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
必要がある。これによって製品んぼ長期使用化が可能となる。具体
的には、RAMメモリのアップグレードなどが挙げられる。

16

製造事業者は試し分解を4，5，6，7，8，9，10，11，
12，および14に従って行い、記録したか。（６０＜ＣＰＭの
プリンタは除く）

機器全体 Ｍ はい／いいえ

17 材料の選択はNo.１および２に従って行い、記録したか。 筐体、シャシ Ｍ はい／いいえ

はい／いいえ

電子サブアッセンブ
リ

15
すべてのサブアッセ

ンブリ
Ｍ

13
ｍ≧２５ｇまたはｍ

≧200ｍ㎡の部品
Ｍ

14

はい／いいえ

はい／いいえ

はい／いいえ

Ｓ はい／いいえ

筐体、シャシ Ｓ

はい／いいえ

12 筐体部品 Ｓ

10

質量＞５kgのユニッ
ト

Ｓ11
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別表２ VDI2243, Part1, 30/42

表2：熱可塑性プラスチックの適合性[49;67]

プラスチック名

P
E

P
V

C

P
S

P
C

P
P

P
A

P
O

M

S
A

N

A
B
S

P
B
T
P

P
E
T
P

P
M

M
A

PE 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4

PVC 4 1 4 4 4 4 4 1 2 4 4 1

PS 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PC 4 3 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1

PP 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4

PA 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 3 4

POM 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4

SAN 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 1

ABS 4 2 4 1 4 4 3 4 1 3 3 1

PBTP 4 4 4 1 4 3 4 4 3 1 4 4

PETP 4 4 3 1 4 3 4 4 3 4 1 4

PMMA 4 1 3 1 4 4 3 1 1 4 4 1

１：適合
２：制限付きで適合
３：少量なら適合
４：不適合

添加材料

母材
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別表３ (本表は環境に関する基準4-1.(7)(8)(15)に基づくリストです)

「プリンタ」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

プリンタの商品ブランド名（名称）

　 　

　

以下に示す部品への、ハロゲンを含むポリマ 該当する方に○を

の添加の有無 付して下さい。

記入例:筐体 記入例:○○化工(株) 記入例:△化学(株)製 記入例: >ABS+PC<

　　　　 ABｰ1234

材質表示

あり／なし

部品名称 プラスチック製造者 プラスチック製品名
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　別表４　電池の取り外しの容易性

 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

外

 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

の

容

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

易

性

 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

　などで切断することにより電池（パック）

　の取り出しが可能

 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

　ッパーなど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



別表５
4-1.(18)(19)に規定する物質

トリクロロフルオロメタン
ジクロロジフルオロメタン
トリクロロトリフルオロエタン
ジクロロテトラフルオロエタン
クロロペンタフルオロエタン
クロロトリフルオロメタン
ペンタクロロフルオロエタン
テトラクロロジフルオロエタン
ヘプタクロロフルオロプロパン
ヘキサクロロジフルオロプロパン
ペンタクロロトリフルオロプロパン
テトラクロロテトラフルオロプロパン
トリクロロペンタフルオロプロパン
ジクロロヘキサフルオロプロパン
クロロヘプタフルオロプロパン
四塩化炭素
1,1,1-トリクロロエタン
ジクロロフルオロメタン
クロロジフルオロメタン
クロロフルオロメタン
テトラクロロフルオロエタン
トリクロロジフルオロエタン
ジクロロトリフルオロエタン
クロロテトラフルオロエタン
トリクロロフルオロエタン
ジクロロジフルオロエタン
クロロトリフルオロエタン
ジクロロフルオロエタン
クロロジフルオロエタン
クロロフルオロエタン
ヘキサクロロフルオロプロパン
ペンタクロロジフルオロプロパン
テトラクロロトリフルオロプロパン
トリクロロテトラフルオロプロパン
ジクロロペンタフルオロプロパン
クロロヘキサフルオロプロパン
ペンタクロロフルオロプロパン
テトラクロロジフルオロプロパン
トリクロロトリフルオロプロパン
ジクロロテトラフルオロプロパン
クロロペンタフルオロプロパン
テトラクロロフルオロプロパン
トリクロロジフルオロプロパン
ジクロロトリフルオロプロパン
クロロテトラフルオロプロパン
トリクロロフルオロプロパン
ジクロロジフルオロプロパン
クロロトリフルオロプロパン
ジクロロフルオロプロパン
クロロジフルオロプロパン
クロロフルオロプロパン

特定フロン
（ＣＦＣ５種）

その他のＣＦＣ

代替フロン
（ＨＣＦＣ）
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① モノクロプリンタ（大判プリンタを除く。モノクロプリンタには、インクジェット方式のカラー

　プリンタを含む。）にあっては、次に示された基準を満たすこと。

印刷速度(ＰＰＭ：１分当

たりの印刷枚数)

低電力モードへの移行時間 低電力モードでの消費電力

０＜ＰＰＭ≦１０ ≦５分 ≦１０Ｗ

１０＜ＰＰＭ≦２０ ≦１５分 ≦２０Ｗ

２０＜ＰＰＭ≦３０ ≦３０分 ≦３０Ｗ

３０＜ＰＰＭ≦４４ ≦６０分 ≦４０Ｗ

４４＜ＰＰＭ≦６０ ≦６０分 ≦７５Ｗ

６０＜ＰＰＭ 規定せず 規定せず

② カラープリンタ（大判プリンタを除く。カラープリンタは、インクジェット方式のカラープリンタを除く。）

にあっては、次に示された基準を満たすこと。

印刷速度(PPM:カラーA4

1分当たりの印刷枚数)

低電力モードへの移行時間 低電力モードへの消費電力

０＜ＰＰＭ≦１０ ≦３０分 ≦３５Ｗ

１０＜ＰＰＭ≦２０ ≦６０分 ≦４５Ｗ

２０＜ＰＰＭ ≦６０分 ≦７０Ｗ

　③ワイヤドット方式のプリンタにあっては、次に示された基準を満たすこと。

　　ただし、漢字ラインプリンタは除く。

低電力モードへの移行時間 低電力モードへの消費電力

≦３０分 ≦２８Ｗ

　

　④大判プリンタ（Ａ２サイズの用紙に対応できるもの）にあっては、次に示された基準を満たすこと。

印刷速度(ＰＰＭ：１分当

たりの印刷枚数)

低電力モードへの移行時間 低電力モードへの消費電力

０＜ＰＰＭ≦１０ ≦３０分 ≦３５Ｗ

１０＜ＰＰＭ≦４０ ≦３０分 ≦６５Ｗ

４０＜ＰＰＭ ≦９０分 ≦１００Ｗ

留意事項

　１）①においては、２０ＰＰＭ以下の印刷速度であって、ネットワーク機能が含まれる製品については、

２００１年１０月３１日までの間、低電力モードの消費電力の基準値に５Ｗを加えることができるものとす

る。

　２）②においては、１０ＰＰＭ以下の印刷速度であって、ネットワーク機能が含まれる製品については、

２００１年１０月３１日までの間、低電力モードの消費電力の基準値に５Ｗを加えることができるものとす

る。
　３）③においては、２００１年１０月３１日までの間、低電力モードの消費電力の基準値に２Ｗを加えるもの

とする。

  ４）各方式別の基準適用は下表のように整理される。

　　モノクロ/カラーと方式別の適用基準

方式 ワイヤドット方式 感熱方式 インクジェット方式 電子写真方式 大判

モノクロ ③ ① ① ① ④

カラー ③ ② ① ② ④

別表６　電力消費の基準値
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別表７　騒音の基準値

印刷速度(ＰＰＭ：１分当

たりの印刷枚数)

感熱方式

インクジェット方式

AdWL

電子写真方式

AdWL

ワイヤドット方式

AdWL

０＜ＰＰＭ≦７ ５．９Ｂ ６．６Ｂ ７．２Ｂ

７＜ＰＰＭ≦１４ ６．３Ｂ

１４＜ＰＰＭ≦３０ ６．７Ｂ

３０＜ＰＰＭ≦５０ ７．１Ｂ ７．１Ｂ

５０＜ＰＰＭ≦７０ ７．８Ｂ ７．８Ｂ

７０＜ＰＰＭ 規定せず 規定せず 規定せず

電子写真式プリンタにおけるカラープリンタは、モノクロモードのベストクオリティで測

定すること。

大判プリンタの印刷速度は、Ａ４換算スピードで測定すること。

なお、表示Ａ特性音響パワーレバル LWAd ［単位：B］の算出方法について、製品 1 台の実

測値 LWA より算出する場合、次の通りとする。

LWAd ［B］ = 1/10×( LWA + 3.0 )

ここに，LWA　； 実測した A 特性音響パワーレベル(dB)
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解　説　　　　　「プリンタ」商品認定基準

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００１年１０月１日　制定予定

１．環境的背景の補足

　日本における主要プリンタの生産台数の推移は株式会社日本エコノミックセンター発行の

「‘９９プリンター総覧」を参考にした。

２．対象について

  「主に事務所や家庭で一般的に使用されるプリンタ」に限定したのは、交通機関の券

売機、待ち人数などの整理券発行機、レジスタ機、医療や図書館の検索機器などの特殊

な用途のプリンタは統一的な基準の適用が難しいことによる。なお、ブルーエンジェル

やノルディックスワンの基準では「事務所で使用されている機器」としているが、現在、

パソコンとともにプリンタ（特にインクジェット方式）の家庭への普及が進展している

ことから、ここでは対象に含むことを明記した。

　また、「コンピュータとの接続を前提としたプリンタ」としたのは、上述した特殊用途のプ

リンタを対象外とする趣旨を明らかにするためである。

各プリンタのプリント方式については、（社）電子情報技術産業協会発行の「プリンタカ

タログ用語集（第４版）」（２０００年９月）を基にした。

３．用語の定義について

  ＜プリンタ＞

　ここでは、前述したように原則としてパソコンとの接続を前提とした機器を対象としたが、

最近はメモリカードなどに画像情報などを記憶させ、ケーブルを介さずに出力するプリンタ

も増加しているため、この種の機器も対象範囲に含むことにした。

　＜裏面印刷＞

　例えば、一度表面を印刷した用紙を違う機器（プリンタ）で印刷した場合には、トナーの

定着温度の違いによりローラにインクがついてしまい、寿命が短くなるなどの問題があるこ

とが指摘された。そこで本基準では、同一機器（プリンタ）で裏紙を印刷することのみを裏

面印刷とした。

　＜複合機＞

  複合機に関しては、本認定基準とエコマーク認定基準 No.117「複写機」で取り上げられて

いる。「複写機」では「複合機」について特に定義していないため、その対象範囲は「プリン

タ」で定義する「複合機」以外の機器ということになる。また、複合機の主機能が何である

かは、申込者の判断によるものとする。

　＜連続用紙＞

  連続用紙については、日本事務機械工業会規格 JBMS-31:1987 電子写真式ノンインパクトプ

リンタ用連続用紙の基準によった。

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。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を策

定した。

　商品類型「プリンタ」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、Ｂ－１、Ｂ－３、Ｂ－５、Ｂ－８、Ｂ－９、Ｄ－１、

Ｄ－２、Ｄ－８、Ｄ－９、Ｅ－５、Ｅ－７、Ｅ－８およびＦ－１（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
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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廃棄物の発生・処理処分      ◎    

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。

(1)再生プラスチック部品および再使用部品の使用について

(2)共通部品の使用について

(3)申込者の提供する取扱説明書のエコマーク認定基準「紙製の印刷物」への適合につい

て

  (1)の再生プラスチック部品については、それを使用が資源消費の軽減や廃棄物削減に

つながることから、基準項目として選定された。また、再生部品の使用は、現状プリン

タでは実施例が少ないが、今後の取り組みの必要性を考慮して基準項目に含めた。ただ

し、前者については、「使用していること」として別表１「機器のリサイクルに適した設

計」２（実現されなければならない項目）、後者については「使用できること」として同

３（実現が望ましい項目）とした。

　(2)の共通部品の使用に関しては、「部品のうちの少なくとも同一製造者において５０％は

同一世代の同じ性能クラスのプリンタで共通部品として使用されていること」を基準項目と

することの提案があったが、同一世代の機種は通常、共通部品を使用しているおり、この提

案を基準項目とすることの必要性がなく、基準項目に含めないことととした。

　(3)一般的にプリンタはパソコンに比較して安価な製品であり、製品価格に占める取扱説明

書の割合が高く、コストダウンのために海外で製作・梱包する形態を多くとっている。この

場合、取扱説明書がエコマーク認定基準「紙製の印刷物」に適合することは困難であること

から、海外で印刷される取扱説明書については印刷用紙に関する例外規定を設けた。

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)申込者による機器の修理のための補修用性能部品および消耗品の最低保有期間について

　プリンタについては製品のライフサイクルが複写機（約７年）よりも比較的短いこと、お

よび電子写真方式のプリンタなどは一般的な製品寿命が約５年であることから、「補修用性

能部品および消耗品の最低保有期間は、当該製品の製造停止後５年以上」が妥当とした｡また、

プリンタの使用には消耗品が不可欠であるため、消耗品も基準項目に加えた｡

　◇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。
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(1)梱包材に特定フロン(ＣＦＣ５種)などの使用禁止について

(2)部品製造、最終組立における特定フロンなどの排出抑制について

　(1)の高荷重用の包装材については、一部に代替フロン（ＨＣＦＣ）の使用がある。現

状、わが国における規制対象は特定フロンであるので、これに限定した｡

　(2)については、プリンタは通常、製造事業者が構成ユニットから製造しており、パーソナ

ルコンピュータのようにユニットを購入し、パソコンに組み立てる「アッセンブル方式」で

はない。プリンタ製造における直接の部品納入者はネジやバネといった機械要素からという

ことになり、２００～３００の部品納入者からの証明の取得は困難であるという意見があっ

た。しかしながら、少なくとも主要部品の製造工場からの証明は必要ではないかとの意見も

あり、ここでは、プラスチックの筐体部品および大型筐体部品の製造工場からの証明書の取

得を追加した。

また、本商品類型では、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」を

参考に、別表５を作成し、特定フロン（ＣＦＣ５種）、その他ＣＦＣ、四塩化炭素およ

び 1,1,1-トリクロロエタンの使用を認めず、代替フロン（ＨＣＦＣ）については、工場

からの排出を認めないこととして基準項目を策定した。

　エコマーク認定基準に規定する工場長証明書および部品購買契約書の記述例を以下に例示

する。

   ＜工場長証明書の記述例＞

１）申込者の工場の場合

「申込者が所有する工場は、特定フロン（ＣＦＣ５種）、その他のＣＦＣ、四塩化炭素お

よび1,1,1-トリクロロエタンの使用がないこと、代替フロン（ここではＨＣＦＣをさす）

の排出がないことを証明します。」

２）プラスチック筐体部品および大型筐体部品の納入者の工場の場合

「○○製造工場は、特定フロン（ＣＦＣ５種）、その他のＣＦＣ、四塩化炭素および1,1,1-ト
リクロロエタンの使用がないこと、また代替フロン（ここではＨＣＦＣをさす）の排出がない

ことを証明します。」

  　＜部品購買契約書の記述例＞

「（購買する部品の製造工場は）特定フロン（ＣＦＣ５種）、その他のＣＦＣ、四塩化炭素お

よび1,1,1-トリクロロエタンの使用がないこと、また代替フロン（ここではＨＣＦＣをさす）

の排出がないこと」および「本契約締結者（部品メーカ）は、本契約締結者である申込者向け

出荷部品を構成する部品の購買契約書に（購買部品の工場は）特定フロン（ＣＦＣ５種）、そ

の他のＣＦＣ、四塩化炭素およびトリクロロエタンの使用がないこと、また代替フロン（ここ

ではＨＣＦＣをさす）の排出がない旨の条項を入れること」を記載する。

　◇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)最終組立工場や部品製造工場が立地している地域の環境法規および公害防止協定などへ

の遵守について

　大気汚染物質、水質汚濁物質および有害物質などの使用・排出については、上記（1）

のような配慮のされていることが必要であることから、本項目は基準項目として選定さ

れた。なお本項目は、エコマーク認定基準 No.119「パーソナルコンピュータ」で規定し

ている。

　エコマーク認定基準に規定する工場長証明書および部品購買契約書の記述例を以下に例示

する。

   ＜工場長証明書の記述例＞

１）申込者の工場の場合

「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。」

２）プラスチック筐体部品および大型筐体部品の納入者の工場の場合
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「○○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。」

  　＜部品購買契約書の記述例＞

　申込者が所有する工場の部品購買契約書に、

その１：「（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こと」および「本契約締結者（部

品メーカ）は、本契約締結者である申込者向け出荷部品を構成する部品の購買契約書に（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」

を記載する。

　◇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)最終組立工場や部品製造工場が立地している地域の環境法規および公害防止協定などへ

の遵守について

　取り扱いはＢ－５の大気汚染物質の場合と同様である。

◇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)最終組立工場や部品製造工場が立地している地域の環境法規および公害防止協定などへ

の遵守について

(2)電子写真方式の感光体における有害重金属の含有について

（1）については、取り扱いは大気汚染物質の場合と同様である。

（2）の感光体の有害物質の使用禁止は、環境保全上意義があるものとして、基準項目に

選定された。また、有害物質としてセレンについても検討したが、セレンは超大型機器

の一部にしか使用されておらず、また、こうした機器は確実に回収されているため、使

用禁止対象物質としないこととした。なお本項目は、ブルーエンジェル RAL-UZ85「プリ

ンタ」、エコマーク認定基準 No.117「複写機」でも規定されており、同種の有害物質が使

用禁止対象になっている。

　◇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)申込者が提供する取扱説明書における、機器のリサイクルに適した設計の記載

(2)修理の受託体制の整備と情報提供について

　(1)に関し、機器のリサイクルに適した設計の詳細の取扱説明書への記載は、分量も多く、

またこれまでの基準認定機器でもその実施を課していないことから基準項目としないことと

した。

　(2)に関しては、プリンタの長期使用化にあたって重要な事項であり、資源の消費削減をは

じめとするさまざまなライフサイクル段階での環境負荷の軽減に有効である。したがって、本

項目は基準項目として選定された。なお、申込者が申込者以外の事業者に修理作業を委託する

場合も含まれる。

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上記の情報（①）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を挿入する、当該情報の記載文の文字を大きくする、

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の流れなど）を明記している、もしくは必要な情報を提供できるよ
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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(連絡先)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:連絡先とは電話番号、ＦＡＸ番号またはホームページのアドレスなどをさ

す。

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) 流通、運搬時の低環境負荷手段の利用促進について

(2) 製品ならびに荷姿としての小型化について

　(1)および（2）は数値的な基準を設定することが難しく、その証明方法が困難である

として基準項目として選定されなかった。特に（2）に関しては、プリンタだけでなく、

さまざまな製品について、その輸送・運搬での低環境負荷手段の選択が求められること

も事実であり、今後、サービスに関するエコマーク認定基準の策定に当たって検すべき

項目であるといえる。なお、（1）はメーカの取り組みとしてこれまでにも実施されてい

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。

(1)印刷用紙での再生紙の指定について

(2)印刷用紙の使用量を削減できる機能について

(3)電子写真方式および複合機の両面印刷機能について

　(1)は資源消費の削減の観点から必要な項目であるとされ、古紙配合率１００％の再生

紙が１種類以上使用可能なこととした。ただし、感熱方式プリンタの場合、古紙配合率

が高いと、良好な平滑度が保てず、特に厚い用紙は熱容量が大きく、定着が不完全にな

る場合があることから、除外規定を設けた。古紙配合率１００％の再生紙によって確認

するプリンタ性能は、通紙性能とする。

　(2)については、印刷用紙の削減は重要な項目であり、省資源につながるため、基準項目と

して選定された。また、個別の具体的な機能に関しては例示することとした

　(3)については、（2）と同様な理由により基準項目として選定された。本項目はノルディッ

クスワンの基準を参考にし、電子写真方式および複合機（ＭＦＰ）を対象とした。ワイヤド

ット方式、感熱方式およびインクジェット方式では、一般的に両面印刷機能を有しておらず、

また構造上、その採用が不可能な場合や、用途からみて過大な設備となるなどの理由で、対

象外とした。

　◇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)電力消費における国際エナジースターの採用について

(2)電源スイッチの装備について

(3)比較的長期間にわたる非使用時の機能障害について

(4)電子写真方式における最大消費電力の表示について

　(1)の電力消費については、地球温暖化影響物質の排出抑制の観点から重要な項目である。

省エネルギー設計および低電力消費の基準は原則としてエナジースターをベースにすること

とし、基準項目に選定された。

別表６の①について、エナジースターでは４４ＰＰＭ以上の印刷速度区分を一律で規定して

いるが、高速機では対応が困難なため、中速分野で主流になると予測される６０ＰＰＭの速

度区分を設けた。また６０ＰＰＭを超える区分については対応機種は大型コンピュータに接

続する機器が中心であり、ほとんど常時プリンタを稼動させている。したがって、①の表で
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は低電力モードに関しては「規定せず」とした。また、③について、エナジースターでは用

紙サイズがＡ３サイズに限定されているが、Ａ４サイズのワイヤドット方式のプリンタも存

在することから、本商品類型ではこれを対象に含めた。さらにワイヤドット方式のプリンタ

の内、主に大型コンピュータに付随する「漢字ラインプリンタ」は上記６０ＰＰＭを超える

区分と同じ理由で例外規定を設けた。なお、プリンタは省エネ法の対象製品にはなっていな

い。

　(2)については、エコマーク認定基準 No.119「パーソナルコンピュータ」の基準項目を参

考に採用した。ただし、電源スイッチ「オフ」状態での消費電力に関しては、ブルーエンジ

ェルでの規定に倣い、２Ｗ以下とした。

　(3)については、エコマーク認定基準 No.119「パーソナルコンピュータ」を参考に基準項

目として採用した。

　(4)の電子写真方式のプリンタについては、印刷開始時の起動電力が大きく、過負荷による

電源断など、他の機器に及ぼす影響が想定され、この情報を取扱説明書に記載することは、

電源設計または事故防止の観点から意義があるとして、基準項目として選定された。

なお、電子写真方式以外のプリンタは、最大消費電力がそれほど大きくないため基準の対象

から除外した。

　◇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)粉塵（ほこり）、オゾンおよびスチレンの排出抑制について

(2)トナー、インクおよびインクリボンにおける重金属の使用禁止について

(3)トナー、インクおよびインクリボンのアゾ着色剤に関する使用禁止物質について

(4)トナー、インクおよびインクリボンのインクに関する有害物質の使用禁止について

(5)トナー成分の表示について

(6)カドミウムなどの有害物質の使用に関する表示について

(7)電池での重金属の使用禁止について

　(1)の粉塵、オゾンおよびスチレンについては、ブルーエンジェルでも規定している。ただ

し、連続紙を印刷する大型機（６０ＰＰＭを超える）は、一般的にそれ専用の部屋で使用さ

れており、ここでは除外規定を設けた。

　(2)に関し、電子写真方式のトナー、インクジェット方式のインクおよびワイヤドット

方式のインクリボンの重金属については、環境保全上の配慮から使用禁止が必要と判断

され、基準項目に選定された。上記消耗品への重金属の使用禁止がブルーエンジェルで

も規定されている。

　(3)に関し、エコマーク認定基準 No.117「複写機」では、「ＭＡＫリストにおける発がん性

もしくは発がん性の疑いのある（ＭＡＫ Ⅲ１、ＭＡＫ Ⅲ２またはＭＡＫ Ⅲ３）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」

を基準項目としている。ＭＡＫリストはドイツ国内法に基づくものであり、またノルディッ

クスワンの相互認証コア基準案でも検討対象となっていないため、ここでは基準項目として

採用する必要はないとの意見があった。しかし、当該物質に発ガン性はなくとも、体内で発

がん性物質化するものが認められており、結論として基準項目に採り上げることとした。

　(4)トナーなどに関する有害物質とし、発がん性物質がある。これはＩＡＲＣ、ＴＲＧＳ９

０５およびＭＡＫリストに規定されているが、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他の顔料による代替が技術的に困難であることから対象外とし

た。なお、ＩＡＲＣのレベルは当協会で作成した「平成９年度環境庁委託 化学物質要覧作成

調査(1)（平成１０年３月）」によった。

　(5)のトナー成分の表示に関しては、その有害物質について使用禁止措置を採用したことか

ら、基準項目に含めないこととした。

　(6)に関しては、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、アンチモンが候補に挙げられたが、これらのうち使用が予想されるものは使用金措

置や回収対策がとられていることから、基準項目として採用しないこととした。ただし、機
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器利用者からの要求があれば、ＭＳＤＳを公開するものとする。

　(7)ブルーエンジェルとの相互認証を考慮し、ブルーエンジェル RAL-UZ85「プリンタ」、「複

写機」およびエコマーク認定基準 No.117「複写機」、No.119「パーソナルコンピュータ」と

同様の内容とした。

また、エコマーク認定基準 No.119「パーソナルコンピュータ」では、電池を含む機器が完全

に回収された場合には、この基準は適用しないとしているが、プリンタについては法制度上

でプリンタそのものの引き取りが考慮されていないため、上記の例外規定は適用しないもの

とする。

　◇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)機器の騒音について

(2)機器の安全性について

(3)機器の電磁適合性について

(4)設置条件における特記事項について

(5)動作状態「電力オフ」に関する情報提供について

(6)トナー･カートリッジの表示について

　(1)に関しては、プリンタの騒音に関する ISO 7779 （騒音測定方法）と ISO 9296（データ

処理方法）を採用する。また基準レベルについては、ブルーエンジェル、ノルディックスワ

ンの値を参考にした。なお、７０＜ＰＰＭについては、専用の部屋などでの使用が想定され

ることから、「規定せず」とした。

　(2)に関しては、関係業界で広く使用されている規格を引用した。

　(3)に関しては、プリン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、ＶＣＣＩ自主規制措置に適合するものとした。なお、本項目は同様の内容がエコ

マーク認定基準 No.117「複写機」および No.119「パーソナルコンピュータ」で規定されてい

る。

　(4)に関しては、使用空間のアメニティ（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、強制換気を必要とする１室での使用台数など）なお本項目

は、同様の内容をエコマーク認定基準 No.117「複写機」で規定されている。

　(5)については、4-1. (30)で規定しているが、動作状態「電源オフ」におけるエネルギ消

費の認知度は高くない。したがって、この情報を取扱説明書に記載することは、省エネルギ

の側面から意義あるものとして基準項目に選定された。なお、本項目は、同様の内容がブル

ーエンジェルで規定されている。

　(6)のトナーカートリッジには、(社)日本事務機械工業会発行の「事務機械製品の安全確保

のための表示に関するガイドライン」に基づいた表示をすることとした。トナーカートリッ

ジは(11)で回収およびリサイクルが規定されているが、仮に不適切に処理された場合には、

発塵ややけどの原因になる可能性があるためである。なお本項目は、同様の内容がエコマー

ク認定基準 No.117「複写機」で規定されている。

Ｅ　廃棄段階

　◇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) 筐体、筐体部品ならびに包装に使用されるプラスチックにおけるハロゲン化合物などの

使用禁止について

　(1)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

焼却（エネルギ回収を含む）時のダイオキシンの発生との関係が挙げられる。検討の結果、防

火安全性能の維持を考慮しつつ、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。

　◇Ｅ－７　（廃棄物の発生・処理処分）

    本項目では以下の点が検討された。

(1)回収されたトナーカートリッジ（トナー容器などを含む）およびインクカートリッジの
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処理について

　回収されたトナーカートリッジ（トナー容器などを含む）インクカートリッジは原則とし

てリサイクルされるが、活用できない部分も生じる。こうした部分については環境に調和し

た処理・処分方法が取られる必要があることから、基準項目として選定された。

　◇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) プラスチックにおけるハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物

の使用禁止について

(2)筐体、筐体部品のプラスチックにおけるカドミウムなどの使用禁止について

(3)液晶（ＬＣＤ）に関する発ガン性物質の規定について

(4)プリント基板での有機臭素化合物の使用禁止について

　(1)については、その使用によってダイオキシンの含有が生じる可能性のある化合物を対象

に使用禁止措置を講ずることが検討された。防火安全性能の維持を考慮しつつ、有害物質の発

生を極力回避するため、基準項目として選定された。有機ハロゲン化合物の使用については、

エコマーク認定基準 No.117「複写機」においては、引き取り･再使用･リサイクルが十分に機

能しており、難燃ＡＢＳなどはそのリサイクル適性もよいことから使用を認めている。プリン

タは、使用後の引き取りを基準としていないことから、化学物質をコントロールできず有機ハ

ロゲン化合物の使用を認めるべきではないとの意見が出されたが、ヒーター部での防火安全性

能を維持するためには必要と判断され、本案では「有機ハロゲン化合物」の使用を認めること

とされた。ただし、本商品類型の次回見直し時には、使用後のプリンタの引き取り･再使用･

リサイクルを前進させることが条件とされた。

　(2)について、カドミウム、鉛および発現性物質に対しては、基本的には商品製造時に添加

を認めないこととして、基準項目に選定された。

ただし、カーボンブラックの発がん性の原因は微粒子によるものとされており、プラスチッ

クなどによりバインドされたものは発がん性がない。またブルーエンジェルにおいても、２

００１年２月の改訂版でトナーのみならず、筐体プラスチックにおけるカーボンブラックの

使用禁止措置は取られていない。

　(3)に関しては、ＬＣＤを使用している機種はごくわずかであり、その表示面積も小さいた

め、基準項目として選定しないこととした。

　(4)に関しては、4-1. (14)に包含される。

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)機器本体の３R 設計（リデュース・リユース・リサイクル）について

(2)機器本体の回収リサイクルシステムについて

(3)プラスチック製大型筐体部品のリサイクル性考慮について

(4)プラスチック製部品の材料数の低減を図ること。

(5)申込者が販売するインクリボンカセット、トナーカートリッジ（トナー容器などを含む）

およびインクカートリッジの回収リサイクルシステムについて

(6)包装の３R 設計（リデュース・リユース・リサイクル）について

(7)プラスチック部品のマーキングについて

(8)包装用プラスチックのマーキングについて

(9)機器利用者による取り外しを想定しない電池の寿命について

(10)取扱説明書は、使用後の二次電池の引き取り、再使用、リサイクルまたは廃棄物処

理情報を記載していること。

　(1) の機器本体の３R 設計については、エコマーク認定基準 No.119「パーソナルコンピュ

ータ」、ブルーエンジェル RAL-UZ85「プリンタ」における機器のリサイクルに適した設計チ

ェックリストおよび（社）日本電子工業振興協会（現（社）電子情報技術産業協会）発行の

「情報処理機器の環境設計アセスメントガイドライン」（平成１２年９月）を参考に作成した



                                           70

チェックリストに従うものとした。

　(2)については、現在プリンタは「資源の有効な利用の促進に関する法律」の指定再資源化

製品に挙がっていない。またその回収リサイクルシステムも完全に構築されていないため、

機器の引き取り、再使用またはリサイクルについては、実行上困難であることから、基準を

策定する項目として選定されなかった。

　(3)の筐体などの大型プラスチック部品については、リサイクルの容易性の観点から種類の

統合化を図ることが望ましい。しかし、カラーデザインへの消費者志向などを考慮すると、筐

体およびシャーシを２種類以下のプラスチックとすることは対応困難であるため、４種類以下

とした。またプリンタにおいては、性能部品が、シャーシの一部またはすべてを構成している

場合があることから「２５ｇ未満およびシャーシを構成する性能部品を除く」こととした。

　(4)については、使用プラスチック全体における種類やグレードの統合化はリサイクルの容

易性に対して有効である。したがって、基準項目として選定することとした。なお、この項

目はブルーエンジェル RAL-UZ85「プリンタ」における「機器のリサイクルに適した設計チェ

ックリスト」にも挙がっている。

基準が厳しすぎると認定商品がないという危惧があるとの意見があったが、２０００年３

月時点では、日本のメーカでブルーエンジェル適合製品は約３０機種あり、特に問題ないと

考えられた。

　(5)の消耗品に関し、回収リサイクルシステムが整備されていることは、廃棄物量削減や資

源消費の抑制に有効であり、基準項目として選定された。ただし、インクリボンカセッッﾄ

は布製のリボンに顔料を染み込ませたもので、再生が困難なこと、本体であるワイヤドット

方式の売上高も年１０％程度で減少しており（（社）日本電子工業振興協会発行の「プリンタ

に関する調査報告書」（２０００年３月）による）、対象から除外した。

　(6)については、通商産業省が設置した産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会の作成し

たガイドラインを参考にした。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の観点に基づき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。

パーソナルコンピュータや複写機など、今般の「資源の有効な利用の促進に関する法律」

への改正で指定省資源化製品や指定再利用促進製品（リユース・リサイクル配慮設計、リサ

イクル配慮設計：小型二次電池の取り外ししやすい構造を採用すべき製品を除く。プリンタ

はこの範疇に入る）に指定されたものでは、包装に関する３R（リデュース・リユース・リサ

イクル）の判断基準が示さており、これに沿った対応が図られることになる。しかしながら

プリンタは、こうした指定製品に取り上げられていない。そこで、包装のリサイクル設計に

関しては、従来のガイドラインへの適合を考慮することにした。

　(7)は、プラスチックのリサイクルの促進には種類ごとの分離が有効である。このため

にはプラスチックに材質表示をすることが有効であり、基準項目に選定された。

　(8)の包装用のプラスチックに関する材質表示の表記方法については、「資源の有効な利用

の促進に関する法律」で規定されることになっているが、現在、同法の政省令の策定前であ

ることから、現時点ではエコマーク認定基準 No.119「パーソナルコンピュータ」をベースに

した表現を採用し、政省令策定後改めて検討することとした。また、表示記号としては JIS K

6899-1:2000（ISO1043-1:1997）に定められているものが用いられる予定になっており、ここ

ではこれを採用する。

　(9)の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、

今後機器自体の回収が進んだ際、回収者などによって取り外しができればよい。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、（財）クリーンジャパンセンター「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」の「ニカド電池取り出し容易化アセ

スメントマニュアル」をもとに、別表４「電池の取り外しの容易性」を作成し、基準項目と

した。

　(10)の二次電池の回収リサイクルについては、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で

規定されることになっており、現在、同法の政省令策定前である。ただし、「小形二次電池の
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回収・リサイクル推進のための方策について（平成１３年１月２２日：経済産業省二次電池

リサイクルシステム検討会・環境省パソコン等リサイクル検討会合同検討会）」においては、

電池メーカの役割として、当該電池への識別表示、実効ある自主回収体制の整備、また要請

があった場合の機器メーカおよび市町村からの引取り義務などが挙げられている。また、小

形二次電池使用機器メーカの役割については、当該電池の取り外しが容易な設計、当該電池

を使用していることの表示または記載、当該電池の自主回収などが挙げられている。

したがって、エコマークとしては、機器利用者に対し、使用後の処理を確実に行ってもら

うため、取扱説明書にその情報を記載してもらうことにした。



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 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) 別表１｢機器のリサイクル
に適した設計」への適合

別表１｢機器のリサイクルに適した
設計｣

　

2 4-1.(2) 補修用性能部品および消耗
品の最低保有期間

3 4-1.(3) 修理の請負

 
4 4-1.(4) 印刷される再生紙の使用

5 4-1.(5) 用紙削減機能

6 4-1.(6) 両面印刷機能

7 4-1.(7) プラスチック製大型筐体部
品の材料数の制限

8 4-1.(8) プラスチック製筐体部品お
よびシャシーの材料数の制
限

9 4-1.(9) 電池（機器利用者の取り外
しを想定しない電池の交
換）

10 4-1.(10) 二次電池の処理情報

11 4-1.(11) トナーカートリッジまたは
インクカートリッジの回収
＆リサイクル

12 4-1.(12) トナーカートリッジまたは
インクカートリッジの適正
処理・処分

13 4-1.(13) トナーカートリッジの表示

14 4-1.(14) プラスチック類（難燃剤）

15 4-1.(15) 筐体、筐体部品のプラス
チック類（ハロゲン）

16 4-1.(16) 筐体、筐体部品のプラス
チック類（重金属／発がん
性物質）

基準項目の遵守を明記した証明書

17 4-1.(17) 電池（重金属） 電池製造事業者の発行する証明書
18 4-1.(18) プラスチック包装材の特定

フロン

19 4-1.(19) フロン他有害物質の使用・
排出

　

20 4-1.(20) 感光体の重金属の非含有 該当物質の含有の有無記載のリスト

両面印刷が可能である証明書（取扱説明書の該当部分
の写しなど）

各機器名

基準項目の遵守を明記した証明書、別表３使用してい
るプラスチック材料のリスト

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（引き取りシステム、処理能力、処理内容
など）の説明書

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（引き取りシステム、処理能力、処理内容
など）の説明書

回収システムの仕組み（引き取りシステム、処理能
力、処理内容など）の証明書

各機種名

補修用性能部品および消耗品の最低保有期間を明記し
た証明書、取扱説明書など

基準項目の遵守を明記した証明書、別表３使用してい
るプラスチック材料のリスト

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
説明書など

電池の使用箇所、別表４に基づく取り外し方法などの
証明書

古紙配合率１００％の用紙リスト＆原料証明書

両面印刷または縮小印刷または裏面印刷などが可能で
ある証明書（取扱説明書の該当部分の写しなど）

事務機械製品の安全確保のための表示実施要領に基づ
いていることの証明書

基準項目の遵守を明記した証明書、部品購買契約書な
ど

包装材メーカまたは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証明書

製品を製造する工場長証明または部品購買契約書など

別表３使用しているプラスチック材料のリストに、原
料の製造事業者名、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
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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 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

各機器名

各機種名

21 4-1.(21) トナー、インク、インクリ
ボンの重金属の非含有

該当物質の含有の有無記載のリスト

22 4-1.(22)(ａ) トナー、インク、インクリ
ボンの危険物質の非含有
（EC理事会指令)

該当物質の含有の有無記載のリスト

23 4-1.(22)(b) トナー、インク、インクリ
ボンの発がん性物質の非含
有（ＩＡＲＣ)

該当物質の含有の有無記載のリスト

24 4-1.(22)(c) トナー、インク、インクリ
ボンの危険物質の非含有
（EC理事会指令、製品全体
の危険シンボル)

該当物質の含有の有無記載のリスト

25 4-1.(22)(d) トナー、インク、インクリ
ボンの危険物質の非含有
（EC理事会指令、製品全体
の危険シンボル、Ｒ４３)

該当物質の含有の有無記載のリスト

26 4-1.(23) 粉塵の放出

27 4-1.(24) オゾンの放出

28 4-1.(25) スチレンの放出

29 4-1.(26) エネルギースタープログラ
ム準拠の基準に適合

　

30 4-1.(27) 電源スイッチ 基準項目の遵守を明記した証明書
31 4-1.(28) 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
32 4-1.(29) 最大消費電力の記載(電子写

真方式のみ)
取扱説明書の該当部分の写しなど

33 4-1.(30) 電力オフ時の情報提供 取扱説明書の該当部分の写しなど
34 4-1.(31) 騒音
35 4-1.(32) 機器の安全性

36 4-1.(33) 機器の電磁適合性 ＶＣＣＩに適合していることの証明 　
37 4-1.(34) 取扱説明書 　

38 4-1.(35) 包装材 材質表示の有無に関する証明書
39 4-1.(36) 包装材

40 4-1.(37) 設置条件

記入方法
１）単独機種、シリーズ機種どちらでも申込可能です。
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。
　

ガイドラインへの適合を説明(1.ガイドラインに基づ
き作成した評価マニュアルの内容が判る資料　2.使用
している包装材名)

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＆その測定値

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＆その測定値

別表７の基準に適合していることの証明書

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＆その測定値

別表６①～④の基準に適合していることの証明書

情報処理機器の安全規格または情報技術機器の安全性
に適合していることの証明書

エコマーク認定基準「紙製の印刷物」の各基準への適
合の証明書、また海外で印刷される場合は、古紙を使
用していることおよび古紙リサイクルの阻害要因とし
て定める材料のないことの証明書

取扱説明書の該当部分の写しなど

申込者印
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