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エコマーク商品類型 Ｎｏ．１１７

「複写機 Version2.0(認定基準案)｣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　(財)日本環境協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エコマーク事務局

１．環境的背景
現在、事業所において複写機は多く使用されている事務機器のひとつである。国内生産

台数は約 92 万台(経済産業省機械統計)、輸出台数、輸入台数は各々17 万台、26 万台(財務
省日本貿易月表)となっており、これらの統計から推定される国内出荷台数は約 101 万台
である。
複写機は省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)において特定機器に

指定され、事業者が製品開発、設計、試作、量産の各段階においてエネルギー消費効率の
向上に力点を置いた事業活動を展開するとともに、需要家の実情に応じた機械器具の効率
的な使用を可能とする技術の開発および導入に努めることが要求されている製品である。
またグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の特定調達品目
にも指定されており、その判断基準の中でも、製品の使用段階における省エネルギーが取
り上げられている。このように、事業所において日常的に多く利用される製品について、
エネルギー消費効率に優れ、省エネルギーに配慮された製品を推奨することは、電力量の
削減に大きく寄与するとともに、CO2排出の低減にもつながるものである。
また、設置場所が主にオフィスや家庭であることから、騒音の低減、さらに近年のシッ

クハウス症候群をはじめとする屋内環境への関心の高まりを考えると、製品使用時に発生
する物質の安全性に対する配慮が必要である。一方、EU における RoHS 指令(電気・電子
機器における特定有害物質の使用制限指令)の制定を受け、鉛やカドミウム、特定臭素系難
燃剤などの重金属や化学物質への対策が進められつつあり、エコマークとして企業の先進
的な取組みを評価することで、その動きを促進する効果が期待される。
資源消費の観点からは、複写機は構造上、鉄を始めとしてプラスチック、銅、アルミニ

ウム等を使用しており、一見リサイクルしづらい複雑な機器である。しかし、事業所で使
用する複写機は一般に逆販売ルートで引き取り回収・処理がなされており、事務機器の中
でもリサイクル率が高いと言える。これはメーカ、販売会社・販売店等が機器のレンタル、
リースによる販売と、保守契約等による販売先の機器管理を行っていること、また、下取
り制度という商習慣によって自主的に引き取り回収をしてきた結果である。複写機は資源
有効利用促進法の指定再利用促進製品に指定されていることからも、今後より一層再使
用・リサイクルを考慮した設計を実施し、実際に再使用・リサイクルを実行していくこと
が重要である。
本協会の調査によれば 2002年度には複写機における Version1.0の認定基準によるエコ

マーク認定商品のシェアは 80%に達しており、複写機業界の環境への積極的な取り組みが
うかがえる。環境配慮における先進的業界として、上記の状況に対応した、より一層の取
り組みを促すため認定基準を改定することは意義が大きい。本商品類型では、資源採取か
らリサイクルまで商品のライフサイクル全体を通して環境に配慮した複写機を採り上げた。
なお、複写機は輸出入の盛んな国際的流通商品であることから、海外のエコラベルプロ

グラムとの相互認証の意義が大きいと考えられる。エコマークでは、北欧ノルディックス
ワンとの相互認証を実施しているところであり、新たに韓国環境マークも加わることとな
っている。今後の展望として、日本の事業者の取得も多いドイツのブルーエンジェルとの
相互認証も視野に入れ、設計に関わる項目については、特にブルーエンジェルの認定基準
との整合性に配慮し、流通段階における項目やユーザへの情報提供の項目については、日
本の商習慣、オフィス環境および社会的な関心を十分に考慮した。
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２．対象
電子写真方式の複写機。また主機能を複写機とする複合機も対象に含む。

３．用語の定義
複写機 ：文面、図面などを複製する機械であり、複写単一の機能を有する機

器。
複合機 ：複写機の機能を標準で有し、さらにプリンタ、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。

拡張性のある
デジタル複写機

：複写機の機能を標準で有し、さらにプリンタ、スキャナ、およびフ
ァックスのいずれか１つ以上の機能を拡張可能な機器。

サブアッセンブ
リ

：力あるいは形状によって互いに結合された 2つ以上の部品から構成
されるもの。

筐体 ：外装カバー
筐体部品 ：機器を環境影響から保護すると共に、ユーザと可動部品、発光部品

または高電圧部品との接触を防ぐ部品。
シャーシ ：機器本体の主部品を固定するための骨格となる機能を持つ部品
電気・電子サブア
ッセンブリ

：少なくとも 1 つの電気・電子部品を含むアッセンブリ。

機械部品 ：電気・電子サブアッセンブリーに含まれておらず、機械的または光
学的機能を果たす部品（筐体、筐体部品およびシャーシは除く）。

トナーカートリ
ッジ

：トナーを充填したトナー容器、ドラムおよび現像ユニットのいずれ
か 2 つ以上を組み合わせて構成される印字のためのカートリッジ。

トナー容器 ：トナーが充填された容器。
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、充填材等からなる材料。
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。

マテリアルリサ
イクル

材料としてのリサイクルをいう。エネルギ回収や油化、ガス化、高
炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。

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。
再資源化部品 ：エネルギを加え、形状または性状を変える部品。
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再使用・マテリア
ルリサイクル率

：使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工
程へ投入された製品質量のうち、再使用、マテリアルリサイクルが
なされた部品質量の割合。

再資源化率 ：使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工
程へ投入された製品質量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、
エネルギ回収、油化、ガス化、高炉還元またはコークス炉化学原料
化がなされた部品質量の割合。

低電力モード ：一定時間操作が行われなかった後、自動的に切り替えられ実現され
る低電力状態。

オフモード ：一定時間が経過した後、自動オフ機能によって電源を切った状態。
スリープモード ：低電力モードに移行後、引き続き出力動作が行われなかった場合、

電源を切ることなしに自動的に切り替えられ連続的に実現される
第二の低電力状態。

複写速度 　    ：1 分当たりの複写枚数(CPM)を単位とし、両面コピーは 2 枚と計算
する。
大判複写機を除く複写機については、A4 サイズの用紙における複
写速度とする。また、大判複写機については、当該機器の最大サイ
ズの１分当たりの複写枚数を次のように A4 サイズの用紙の複写枚
数に換算して複写速度を算定する。
①A2 サイズの用紙は、複写枚数を 4 倍すること。
②A1 サイズの用紙は、複写枚数を 8 倍すること。
③A0 サイズの用紙は、複写枚数を 16 倍すること。

両面コピー機能 ：自動的に両面を複写または画像出力することができる機能とする。
画像再生速度 ：あらかじめ設定された解像度において、1 分当たりの白黒画像の出

力枚数(ipm)を単位とし、両面の画像出力は 2 枚と計算する。複写
速度と印刷速度が異なる場合は、いずれか速いものを用いることに
する。
一画像は、A4 サイズ又は 8.5"×11"サイズの用紙に、各辺からの余
白を 1 インチ(2.54cm)、使用フォントを 12 ポイント、行間を一行
とした白黒画像とする。

3R 設計チェック
リスト

：3R(リデュース、リユース、リサイクル)を配慮した設計を施すこと
を要求するチェックリスト。｢構造と結合技術｣、｢材料の選択およ
びマーキング｣および｢長期使用化｣に関する要求があり、Must 項目
と Should 項目で構成される。

Must 項目 ：3R 設計チェックリストにおいて、実現を必須とする項目。基準書
本文中の基準項目と同様、全て満足させなくてはならない。

Should 項目 ：3R 設計チェックリストにおいて、実現が望ましい項目。ただし、
実現していない項目があっても審査には影響しない。今後の技術的
進捗を観察し次回基準見直し時に議論すべき項目であり、消費者、
申込者に対して環境的目標を伝える意義を持つ。

４．認定の基準
4-1 環境に関する基準 ................................................................................................... 4

4-1-1 機器本体の 3R 設計 ......................................................................................... 4
4-1-2 プラスチック材料に関する要求 ........................................................................ 4
4-1-3 電池 ................................................................................................................ 5
4-1-4 トナー、およびトナーカートリッジまたはトナー容器 ....................................... 5
4-1-5 粉塵、オゾン、揮発性有機化合物(VOC) .......................................................... 6
4-1-6 用紙 ................................................................................................................ 7
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4-1-7 修理のための体制、保守部品の供給 ................................................................. 7
4-1-8 機器の回収、再資源化 ..................................................................................... 8
4-1-9 感光体 ............................................................................................................ 8
4-1-10 包装材 .......................................................................................................... 8
4-1-11 エネルギー消費 ............................................................................................. 8
4-1-12 騒音 .............................................................................................................. 8
4-1-13 両面コピー .................................................................................................... 9
4-1-14 製品添付書類 ................................................................................................. 9
4-1-15 安全性等 ....................................................................................................... 9
4-1-16 製造に関する基準 .......................................................................................... 9

4-2 品質に関する基準 .................................................................................................. 9

4-14-14-14-1 環境環境環境環境にににに関関関関するするするする基準基準基準基準
4-1-1 4-1-1 4-1-1 4-1-1 機器本体機器本体機器本体機器本体のののの 3R3R3R3R 設計設計設計設計

(1) 機器は、別表 1 の「機器本体の 3R 設計」に適合すること。  
(2) 25ｇ以上のプラスチック製筐体部品は、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。

(3)25g 以上のプラスチック製筐体部品は、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。なお、ラベル、マーキング、ステッカーなどは、
分離が容易でない場合は、それらが貼り付けられる部分と同一の材質であるか、もし
くは VDI2243:1993 Part 1,30/42(別表 2) 1、2 または 3 の適合性を満たすこと。

4-1-24-1-24-1-24-1-2 プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材料材料材料材料にににに関関関関するするするする要求要求要求要求
(4)少なくとも 25g 以上の部品の一つは、再生プラスチック部品または再使用プラスチッ
ク部品を使用していること。

(5)25g 以上のプラスチック製筐体部品にハロゲンを含むポリマを使用しないこと。また
処方構成成分として、難燃剤を含む有機ハロゲン化合物を添加していないこと。
ただし、以下については本項目を適用しない。

・ プラスチック材料の物性 改善のために使用される有機フッ素系添加剤。ただし、
含
有量が 0.5 重量%を超えないこと。

・ PTFE などのフッ素化プ ラスチック
・ 加熱および定着ユニット の直接の近傍に組み込まれるプラスチック製部品。
・ (8)に基づきマーキング のなされた再使用大型プラスチック部品。

(6)25g 以上のプラスチック製筐体部品に処方構成成分として使用される難燃剤につい
ては、その成分の名称と CAS No.を報告すること。
ただし、以下については本項目を適用しない。
・ プラスチック材料の物性 改善のために使用される有機フッ素系添加剤。ただし、
含
有量が 0.5 重量%を超えないこと。

・ PTFE などのフッ素化プ ラスチック
・ 加熱および定着ユニット の直接の近傍に組み込まれるプラスチック製部品。
・ (8)に基づき、マーキン グのなされた再使用大型プラスチック部品。
ただし、当面の間は、名称と CAS.No の報告に代えて、「ISO1043-4:1998（一致規

格 JIS6899-4:2000）」コード番号の標記方法に準じた記載の提出でも可とする。この
代用を認めることについては、制定から 2 年以内のうちに再度検討を行う。

(7) 25g 以上のプラスチック製筐体部品には、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 理事会指令の付属書Ⅰにより発がん
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性・変異原性・生殖毒性のカテゴリー1～3 に分類される物質、または TRGS905 にお
いて発がん性・変異原性・生殖毒性に分類される物質を処方構成成分として含まない
こと。

　　  ただし、以下については本項目を適用しない。
・ プラスチック材料の物性 改善のために使用される有機フッ素系添加剤。ただし、
含　有量が 0.5 重量%を超えないこと。

・ PTFE などのフッ素化プ ラスチック
・ 加熱および定着ユニット の直接の近傍に組み込まれるプラスチック製部品。
・ (8)に基づくマーキング のなされた再使用大型プラスチック部品。

(8)プラスチック部品は ISO1043 第 1〜4 部（一致規格 JISK6899-1〜4）の考慮のもとで
ISO11469(一致規格 JIS K 6999 2004)によるマーキングを施すこと。ただし、25ｇ未
満または平ら面積が 200mm2未満の部品または再使用するプラスチックはこの限りで
はない。

4-1-34-1-34-1-34-1-3 電池電池電池電池
(9)使用する電池については、カドミウム、鉛、水銀およびその化合物を含まないこと。
ただし、技術的に不可避の不純物は除く。

4-1-44-1-44-1-44-1-4 トナートナートナートナー、、、、およびおよびおよびおよびトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジまたはまたはまたはまたはトナートナートナートナー容器容器容器容器
(10)トナーの重金属に関しては、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。

(11)トナーのアゾ着色剤に関しては、１つ以上のアゾ基の分解（ドイツ食品日用品法第
35 条に基づく公的試験法集成による）によって、別表 3 のアミンを生成するアゾ着色
剤（染料または顔料）を使用しないこと。

(12) トナーに関するその他の危険物質については以下の a. ～d. の各物質が処方構成成
分として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、行政規定の近似化に関
する EC 理事会指令 67/548/EEC の付属書 I により次の R 番号の表示が義務付けら
れている物質。
・　R26（吸入すると強毒性）
・　R27（皮膚接触すると強毒性）
・　R40（発がん性の限定的な証拠がある）
・　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）
・　R68（不可逆的な危害の可能性がある）

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、定められた危険シンボルを製
品全体として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
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する EC 理事会指令 67/548/EEC の付属書Ⅲにより、定められた R 43(皮膚接触す
ると炎症を引き起こす可能性がある )を製品全体として表示する必要性を生じさせ
る物質。

(13)トナーに関し、Ames 試験において陰性であること。
(14)トナーの MSDS(化学物質等安全データシート)を備えていること。
(15)トナーカートリッジまたはトナー容器は別表 4 の「消耗品の 3R 設計」に適合する
こと。

(16)トナーカートリッジまたはトナー容器の回収のシステムがあること。
(17)トナーカートリッジのマテリアルリサイクルのシステムがあること。回収したトナ
ーカートリッジの部品の再使用・マテリアルリサイクル率が製品全体の質量（トナー
を除く）に対して、75％以上であること。

(18)回収したトナーカートリッジまたはトナー容器の再資源化率が製品全体の質量（ト
ナーを除く）に対して、95％以上であること。回収したトナーカートリッジまたはト
ナー容器の再資源化できない部分は、環境に調和した方法で処理・処分すること。

(19)トナーカートリッジは「事務機械製品の安全確保のための表示実施要領」に基づい
た表示をした製品を使用すること。

(20)製品添付書類に、トナーカートリッジまたはトナー容器の取り扱いに関する情報と
して、次の a.〜e.に該当する内容を明記していること。
a. 正しい取扱い方法。
b. 無理に開けてはならないこと。
c. 不適切な取り扱いの結果トナーダストが漏れ出した場合には、ダストの吸入および
皮膚接触を避けるべきこと。

d.トナーが服や手についた場合および万一目や口などに入った場合の処置。
e. 子供の手が届かない場所に保管するべきこと、および誤って子供がトナーを飲んで
しまった場合の処置。

(21)トナーカートリッジまたはトナー容器のプラスチック製部品は、一つのホモポリマ
またはコポリマから作ること。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。ラベル、マーキング、ステッカーなどは、分離が容易でない場合は、
それらが貼り付けられる部分と同一の材質であるか、もしくは VDI2243:1993 Part
1,30/42(別表 2) 1、2 または 3 の適合性を満たすこと。

(22)トナーカートリッジまたはトナー容器は、貯蔵あるいは取り扱い時にトナーが漏れ
出すことがないように、密封されていること。

4-1-5 4-1-5 4-1-5 4-1-5 粉塵粉塵粉塵粉塵、、、、オゾンオゾンオゾンオゾン、、、、揮発性有機化合物揮発性有機化合物揮発性有機化合物揮発性有機化合物 (VOC)(VOC)(VOC)(VOC)
(23)機器の複写動作中の粉塵（ほこり）の放散速度は 4.0mg/h を越えないこと。なお測
定方法はブルーエンジェル（RAL-UZ-62:2003）の付録 4 に記載するもの、または JIS
X6936(200X 年 X 月制定予定)とする。ただし、当面の期間は、以下の試験方法および
放散基準も併用することとする。
a.ビジネス機械・情報システム産業協会規格（JBMS-66）またはブルーエンジェル
（RAL-UZ-62:2002）の付録 3 に記載する試験条件下で測定した室内空気中の濃度
が 0.075mg/m 3を越えないこと。
a.の併用終了日については、今後検討し、決定次第告知する。告知は、併用終了日

の少なくとも 6 ヶ月前には行うこととする。
(24)機器の複写動作中のオゾンの放散速度は、2.0mg/h を越えないこと。なお測定方法
はブルーエンジェル（RAL-UZ-62:2003）の付録４に記載するもの、または JIS
X6936(200X 年 X 月制定予定)とする。ただし、当面の期間は、以下の試験方法および
放散基準も併用することとする。
a.ビジネス機械・情報システム産業協会規格（JBMS-66）またはブルーエンジェル
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（RAL-UZ-62:2002）の付録 4 に記載する試験条件下で測定した室内空気中の濃度
が 0.02mg/m 3を越えないこと。
a.の併用終了日については、今後検討し、決定次第告知する。告知は、併用終了日

の少なくとも 6 ヶ月前には行うこととする。
(25)機器の複写動作中の総揮発性有機化合物(TVOC)、スチレンおよびベンゼンの放散速
度は、それぞれ、10mg/h、1.0mg/h、0.05mg/h 越えないこと。機器の複写開始前の
待機中の総揮発性有機化合物(TVOC)の放散速度は、卓上型機器については 1.0mg/h、
自立型機器については 3.0mg/h を超えないこと。ブルーエンジェル（RAL-UZ-
62:2003）の付録 4 に記載するもの、または JIS X6936(200X 年 X 月制定予定)とする。

　　ただし、当面の期間は、以下の試験方法および放散基準も併用することとする。
a.ビジネス機械・情報システム産業協会規格（JBMS-66）またはブルーエンジェル
（RAL-UZ-62:2002）の付録 5 に記載する試験条件下で測定した室内空気中のスチ
レン濃度が 0.07mg/m 3を越えないこと。
a.の併用終了日については、今後検討し、決定次第告知する。告知は、併用終了日

の少なくとも 6 ヶ月前には行うこととする。
　なお、ここで TVOC とは、RAL-UZ-62:2003 年の付録 4 あるいは JIS X6936 に基づ
き、測定室内の空気中からガスクロマトグラフにおける分析において、非極性カラム
上で n-ヘキサンから n-ヘキサデカンを含む間で検出される揮発性有機化合物の総量
とする。

(26) 物質エミッションに関する基準 4-1-5(23)～(25)を満足することを製品添付書類に
記載すること。この記載には、試験方法および、その前提条件として製造者の推奨す
る消耗材料(トナーのタイプ)を用いて白黒複写を行った場合であることを同一個所に
明示すること。記載例と同等の内容であれば表現は異なっていてもよい。

（（（（記載例記載例記載例記載例 1111））））新試験方法 RAL-UZ62:2004 の付録 4 または JIS X 6936 による場合
『粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマーク
No117 ｢複写機 Version2.0｣の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満
たしています。(トナーは本製品用に推奨しております XX-XX を使用し、白黒複写
を行った場合について、試験方法：RAL-UZ62:2004 の付録 4 に基づき試験を実施
しました。)』

（（（（記載例記載例記載例記載例 2222））））従来の試験方法 RAL-UZ62:2002 の付録 3 または JBMS-66 による場合
『粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマーク No117 ｢複写機 Version2.0｣
の物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用
に推奨しております XX-XX を使用し、白黒複写を行った場合について、試験方法：
RAL-UZ62:2002 の付録 3 に基づき試験を実施しました。)』

(27)換気の悪い部屋での長時間の使用や、大量コピーにあたっては、ユーザに適切な換
気を励行するような情報を製品添付書類の 4-1-(26)における情報提供と同一の箇所に
記載すること。記載例と同等の内容であれば表現は異なっていてもよい。

((((記載例記載例記載例記載例 ))))
『換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量のコピーを行うと、オゾンなどの臭気
が気になり、快適なオフィス環境が保てない原因となります。また、複写動作中に
は、基準値を満たしているものの化学物質の放散がありますので、換気や通風を十
分行うように心掛けてください。』

4-1-64-1-64-1-64-1-6 用紙用紙用紙用紙
(28)使用できる用紙は少なくとも 1 種類以上、古紙パルプ配合率 100％の再生紙が使用
可能なこと。

4-1-7 4-1-7 4-1-7 4-1-7 修理修理修理修理のためののためののためののための体制体制体制体制、、、、保守部品保守部品保守部品保守部品のののの供給供給供給供給
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(29)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）。体制の整備として以下を満たすこと。
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。

(30)機器の保守はトレーニングを受けた人員、または専門知識を有する人員のみが行う
システムとなっていること。

(31)保守部品の供給期間は当該製品の製造停止後、7 年以上とすること。

4-1-8 4-1-8 4-1-8 4-1-8 機器機器機器機器のののの回収回収回収回収、、、、再資源化再資源化再資源化再資源化
(32)製品の回収および部品の再使用や材料のマテリアルリサイクルのシステムがあるこ
と。再資源化できない部分は、環境に調和した方法で処理・処分すること。

4-1-9 4-1-9 4-1-9 4-1-9 感光体感光体感光体感光体
(33)感光体はカドミウム、鉛、水銀、セレンおよびその化合物を処方構成成分として含
まないこと。

(34)感光体の回収およびそのマテリアルリサイクルのシステムがあること。再資源化で
きない部分は、環境に調和した方法で処理・処分すること。

4-1-10 4-1-10 4-1-10 4-1-10 包装材包装材包装材包装材
(35) 製品の包装に使用されるプラスチック材料は別表 5に掲げる特定フロン（CFC5種）、
その他 CFC、四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン（ここでは HCFC を
さす）を使用しないこと。

(36) 製品の包装に使用されるプラスチック材料はハロゲンを含むポリマおよび有機ハ
ロゲン化合物を処方構成成分として添加していないこと。

(37)製品の包装は、省資源、再使用・リサイクルの容易さに考慮されていること。

4-1-11 4-1-11 4-1-11 4-1-11 エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費消費消費消費
(38)電力消費は各機器ごとに以下の①～③の基準に適合していること。
① ｢複写機｣にあっては、別 表 6 に示された区分毎の基準を満たすこと。さらに、毎
分 86 枚以上の複写が可能なもの、大判複写機およびカラー複写機を除く｢複写機｣
にあっては、別表 7 に示された区分毎の基準を上回らないこと。｢大判複写機｣にあ
っては、別表 8 に示された区分毎の基準を満たすこと。

② ｢複合機｣にあっては別表 9、｢ 大判複合機｣にあっては別表 10 に示された区分毎の
基準を満たすこと。(出荷時に複写機能のみを有するものについては①の基準を適用
する。)

③ ｢拡張性のあるデジタル 複写機｣にあっては別表 11、｢拡張性のある大判デジタル
複写機｣にあっては別表 12 に示された区分毎の基準を満たすこと。さらに、毎分 86
枚以上の複写が可能なもの、大判デジタル複写機およびカラー複写機を除く｢拡張
性のあるデジタル複写機｣にあっては、別表 7 に示された区分毎の基準を上回らな
いこと。

4-1-12 4-1-12 4-1-12 4-1-12 騒音騒音騒音騒音
(39)騒音は ISO7779(一致規格 JIS X7779:2001)に規定する測定方法に従い得られた実測
値に基づき、ISO9296（一致規格､JIS X 7778:2001）の規定する｢表示Ａ特性音響パ
ワーレベル LWAd｣の値が、下記の式(単位 B)を満足すること、かつ 7.5B を超えないこ
と。

　　・複写機：LWAd　  ≦0.03cpm+5.9
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　　・複合機および拡張性のあるデジタル複写機：LWad　≦0.035cpm+5.9
　　ただし、大判機（A2 判以上）の複写枚数は A4 判に換算（エナジースターによる）
してよいものとする。

4-1-13 4-1-13 4-1-13 4-1-13 両面両面両面両面コピーコピーコピーコピー
(40)複写速度が A4 で毎分 45 枚以上の機器にあってはつねに、自動的に両面に複写する
装置（いわゆる Duplex 装置）を備えていること。動作速度が毎分 20 枚から 44 枚ま
での機器は、そのような装置を備えているかまたは後付できなくてはならない。

4-1-144-1-144-1-144-1-14 製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類
(41)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。ただしホットメルト接着剤の使用を認める。海外で印刷さ
れるものについては、パルプの漂白工程において塩素ガスを使用していないこと、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でよい。

(42)以下の①～⑪のユーザ情報を製品添付書類に明記すること。
①機器の設置条件
②使用後の製品のリサイクル情報
③使用後の製品の受け入れ場所
④使用後の OPC キット /感光体ドラムおよびトナー容器等（トナーカートリッジを含
む）の回収、再使用、マテリアルリサイクル、再資源化または廃棄物処理情報

⑤使用後の二次電池の回収、再使用、マテリアルリサイクル、再資源化または廃棄物
処理情報

⑥オゾンフィルタ、ダストフィルタの交換など、機器の保守と清掃に関し、必要な対策とその
頻度

⑦用紙には古紙パルプ配合率 100%の再生紙が使用できること
⑧保証履行の期限
⑨機器の各種運転モードにおけるエネルギー消費および省エネルギーオプション
⑩機器が両面に複写する装置を備えている、または後付けできること
⑪製品添付書類以外の詳細な製品情報の参照先（電子媒体など）

4-1-15 4-1-15 4-1-15 4-1-15 安全性等安全性等安全性等安全性等
(43)機器の安全性については電気用品取締法  技術基準省令 1項または省令 2項に適合し
た商品であること。または同等の技術基準に適合していること。

(44)機器の電磁適合性については VCCI（情報処理装置等電磁障害自主規制協議会）自
主規制措置に適合していること。

4-1-16 4-1-16 4-1-16 4-1-16 製造製造製造製造にににに関関関関するするするする基準基準基準基準
(45)最終の製造段階および製品またはサーキットボードの最終供給段階、部品の再使用
のための洗浄では別表 5 に掲げる特定フロン（CFC5 種）、その他 CFC、四塩化炭素、
トリクロロエタンおよび代替フロン（ここでは HCFC をさす）を使用しないこと。

(46)製造にあたって、大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、有害物質の排出などについて、
関連する環境法規および公害防止協定などへの違反が過去 5 年間無いこと。

4-2 4-2 4-2 4-2 品質品質品質品質にににに関関関関するするするする基準基準基準基準
　なし。

　   
5．認定基準への適合の証明方法

付属証明書の記入欄にチェック・記載を行い、申込企業印（角印）を捺印のうえ提出
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すること。
一般原則：分析試験場は ISO/IEC 17025(一致規格 JIS Q17025:2000)に従って運営さ

れていること(認定までは問わない)。申請者は書類作成と分析の費用を負担する。
製造者の試験場である場合の特別な要求事項：監督管庁がサンプリングや分析過程を

監視しているか、または分析と試験の実施の認可を受けているか、その製造者がサンプ
リングと分析を含む品質システムを確立し、ISO 9001(一致規格 JIS Q9001:2000)を保
持している場合には、製造者の試験場は分析やテストをとり行うことが認められる。

(1)認定基準 4-10については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および別表
1「機器本体の 3R 設計」へ必要事項を記入し、提出すること

(2)4-1(2)、(3)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および使用し
ているプラスチック材料のリスト(記入例 A)を提出すること。

(3)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。
(4)認定基準 4-1(5)、(6)、(7)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。
および使用しているプラスチック材料のリスト(記入例 A)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、4-1(7)該当物質の添加の有無、処
方構成成分として使用される難燃剤の名称と CAS No.を明記し提出すること。名称と
CAS.No の報告が不可の場合は、「ISO1043-4:1998（JIS6899-4:2000）」コード番号の
標記方法に準じた記載を明記すること。

(5)4-1 (8)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。およびプラスチック
のマーキング部品リスト  (記入例 1)を提出すること。

(6)4-1(9)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。
(7) 4-1(10)～(12)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、
トナーサプライヤが発行する該当物質の添加の有無記載のリスト (記入例 2)を提出す
ること。

(8) 4-1(13)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および Ames 試
験の報告書を提出すること。

(9)4-1(14)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。およびトナーサプ
ライヤが発行する MSDS を提出すること。

(10)4-1(15)については、本項目への適合をはじめ、機器がトナーカートリッジ交換式、
トナー容器交換式のいずれであるか、およびそれらの型番を付属証明書に記載するこ
と。および別表 2「消耗品の３Ｒ設計」へ必要事項を記入し、提出すること

(11) 4-1(16)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。およびトナー容
器またはトナーカートリッジの回収システムの説明を明記した証明書を提出すること。

(12)4-1(17)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、トナー
カートリッジの総質量(トナーを除く)、トナーカートリッジ部品の再使用・マテリア
ルリサイクル率および再使用・マテリアルリサイクル用途を明記した証明書を提出す
ること。

(13) 4-1(18)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、再資源
化率および環境に調和した処理・処分の体制が整備されていること(処理能力、処理内
容など)の説明書を提出すること。

(14)4-1(19)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。
(15)4-1(20)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および製品添付
書類の該当部分の写しを提出すること。

(16) 4-1(21)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、使用し
ているプラスチックの材料リストを(記入例 4)提出すること

(17)4-1(22)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。
(18)4-1 (23)～(25)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。および JIS
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X6936 またはブルーエンジェルの測定方法(RAL-UZ-62:2003 年)に適合していること
の証明書(記入例 5)にその実測値を記載し、各申込み機種ごとに提出すること。

    エコマーク事務局から告示される適用終了日まではビジネス機械・情報システム産
業協会規格（JBMS-66）またはブルーエンジェルの測定方法(RAL-UZ-62:2002 年)に
適合していることの証明書およびその実測値(記入例 5)を提出することでもよい。
また、分析試験所名・試験所の所在地・ISO9001（一致規格 JIS Q9001:2000）認

定あるいは、ISO/IEC17025(一致規格 JIS Q17025:2000)適合の情報を付属証明書に記
載すること。

(19)4-1 (26)〜(27) については本項目への適合を付属証明書に記載すること。および製
品添付書類の該当部分の写しを提出すること。

(20)4-1 (28)については本項目への適合ならびに用紙の製紙事業者名・商品ブランド名を
付属証明書に記載すること。および製紙事業者の発行する古紙パルプ配合率が 100%
であることの原料証明書を提出すること。

(21)認定基準 4-1(29)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および
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
明記した製品取扱説明書の該当部分の写しを提出すること。

(22) 4-1(30)については項目への適合を付属証明書に記載すること。
(23)4-1(31)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。および本事項を明
記した製品取扱説明書の該当部分の写しを提出すること。

(24)4-1(32)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および製品の回
収、再使用、マテリアルリサイクル、再資源化および環境に調和した処理・処分の体
制が整備されていること(回収システム、再使用、マテリアルリサイクル、再資源化の
内容、処理能力、処理内容など)の説明書を提出すること。

(25)4-1(33)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。
(26)4-1(34)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、感光体
の回収、マテリアルリサイクル、再資源化および環境に調和した処理・処分の体制が
整備されていること(回収システム、マテリアルリサイクル、再資源化の内容、処理能
力、処理内容など)の説明書を提出すること。

(27)4-1-(35)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、製品の
包装に使用されるプラスチック材料を製造する事業者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(記入例 6)を提出すること。

(28)4-1-(36)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、製品の包
装に使用されるプラスチック材料のリスト(記入例 7)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。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
明記した包装材を製造する事業者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(記入例 8)を提出すること。

(29)認定基準 4‐1(37)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。およ
び製品の包装状態および包装材料とその原材料を具体的に記載し、省資源、再使用・
リサイクルの容易さを実現するために考慮した内容を具体的に記載した説明書を提出
すること。（図・写真などを用いて補足すること。）

 (30)4-1-(38)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。および別表 7～
12 に適合していることの証明書(記入例 11)を各申込み機種ごと提出すること。

    また、分析試験所名・試験所の所在地・ISO9001（一致規格 JIS Q9001:2000）認
定あるいは、ISO/IEC17025(一致規格 JIS Q17025:2000)適合の情報を付属証明書に記
載すること。

(31)4-1(39)については ISO7779（一致規格 JIS X 7779）に従い、得られた実測値に基
づき ISO9296（一致規格 JIS X 7778）の規定する表示 A 特性音響パワーレベルを証



12

明書(記入例 5)に記載し、提出すること。
   また、分析試験所名・試験所の所在地・ISO9001（一致規格 JIS Q9001:2000）認定
あるいは、ISO/IEC17025(一致規格 JIS Q17025:2000)適合の情報を付属証明書に記載
すること。

(32) 4-1 (40)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。および DUPLEX
装置の装備について記載した証明書(記入例 11)を各申込み機種ごとに提出すること。

(33) 4-1(41)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。取扱説明書(ユ
ーザマニュアル)が国内で製造される場合には、エコマーク認定基準「紙製の印刷物」
の各基準への適合を説明する資料を提出すること。取扱説明書(ユーザマニュアル)が
海外で製造される場合は、パルプの漂白工程において塩素ガスを使用していないこと
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付属証明書に
記載すること。

(34)4-1(42)については本項目への適合(機種ごとの二次電池使用有無を含む)を付属証明
書に記載すること。およびユーザ情報を記載した製品添付書類のそれぞれの該当部分
の写しを提出すること。

(35)4-1(43) については本項目への適合を付属証明書に記載すること。
(36) 4-1(44)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。および VCCI に適
合していることの証明書（適合確認届出書の写しなど）を提出すること。適合確認届
出書の提出が困難である場合、「VCCI 適合確認届出書をエコマーク使用契約締結ま
でに提出すること、VCCI に適合しない場合、エコマーク使用契約締結をしない」旨
を明記した念書を提出すること。

(37) 4-1-(45) については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および製品を
組み立てる事業所の責任者(または工場長)、最終のサーキットボードサプライヤ、再
使用部品の洗浄を実施する事業所の責任者(または工場長)の発行する、該当物質の使
用がないことの証明書(記入例 13)をそれぞれ提出すること。

(38)4-1(46) については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および最終組立
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 (記入例 14)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、申請は
まとめて（1 回で）良いが、シリーズ内の各機器がそれぞれの基準を満たしているこ
と。

(2)マーク下段表示は下記に示す環境情報表示とする。なお、エコマーク商品認定・使用
申込時にエコマーク表示箇所および表示内容を提出すること。環境情報表示は、矩形
枠で囲んだものとし、「リサイクル・省エネ設計」と記載すること。なお、既認定商品
の既契約期間内に生産された在庫品に限っては、本商品類型のマーク下段表示におい
ても、原則として新契約日から 1 年間を期限として、これまでどおりのマーク下段表
示およびその認定番号を記載することも可とする。  以下に一例を示す。

エコマーク認定番号

第○○○○○○○○号（数字のみでも可）

エコマーク使用契約者
（株）××××
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(3)エコマークの表示は、エコマーク事業実施要領に基づき別に定める「エコマーク使用
規定第 7 条」に従い、使用すること。

(4)申込商品は、原則として「難燃剤」、「抗菌剤」の使用のないこと。また、「生分解性
プラスチック」の表示のないこと。ただし、特別な事由により使用または表示する場
合においては、「エコマーク事業実施要領」に基づく「難燃剤」、「抗菌剤」および「生
分解性プラスチックの表示」に関する規定を満たすこと。具体的には、エコマーク商
品認定・使用申込書に使用の有無を記載の上、使用のある場合には別紙で規定の書類
を添付すること。

2005 年  3 月 1 日　制定予定
2010 年 2 月 28 日　有効期限
本商品類型の認定基準は、必要に応じて改定または商品類型の廃止を行うものとする。

別表 1(4-1-1(1))
機器本体の 3R 設計：別紙

 別表2 (4-1-1(3),4-1-4(21))
VDI2243: 1993 Part 1, Part1, 30/42　表2熱可塑性プラスチックの適合性

　 　 添加材料
重要な設計用
プラスチック

PE

PV
C PS PC PP PA

PO
M

SA
N

A
B

S

PB
TP

PE
TP

PM
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

母材

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
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別表 3(4-1-4.(11))
アゾ基の分解により生成してはならないアミン

(EU 議会・理事会指令 2002/61/EC による)
化学物質名 CAS No．

14-アミノジフェニル 92-67-1
2ベンジジン 92-87-5
34-クロロ -o-トルイジン 95-69-2
42-ナフチルアミン 91-59-8
5o-アミノアゾトルエン 97-56-3
62-アミノ -4-ニトロトルエン 99-55-8
7p-クロロアニリン 106-47-8
82,4-ジアミノアニソール 615-05-4
94,4’-ジアミノジフェニルメタン 101-77-9

103,3’-ジクロロベンジジン 91-94-1
113,3’-ジメトキシベンジジン 119-90-4
123,3’-ジメチルベンジジン 119-93-7
133,3’-ジメチル -4,4’-ジアミノジフェニルメタン 838-88-0
14p-クレシジン 120-71-8
154,4’-メチレン－ビス－（2-クロロアニリン） 101-14-4
164,4’-オキシジアニリン 101-80-4
174,4’-チオジアニリン 139-65-1
18o-トルイジン 95-53-4
192,4-トルイレンジアミン 95-80-7
202,4,5-トリメチルアニリン 137-17-7
21o-アニシジン 90-04-0
224-アミノアゾベンゼン 60-90-3

別表 4(4-1-4(15))
消耗品の 3R 設計 :別紙
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別表 5　(4-1-10.(35),4-1-16(45))
4-1-10(35),4-1-16(45)に規定する物質

トリクロロフルオロメタン ペンタクロロフルオロプロパン

ジクロロジフルオロメタン 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エタン 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エタン ジクロロテトラフルオロプロパン

特定フロン
（CFC5種）

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

代替フロ
ン

（HCFC）

ジクロロジフルオロプロパン
テトラクロロテトラフルオロプロパン クロロトリフルオロプロパン
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 クロロジフルオロプロパン

その他の
CFC

クロロヘプタフルオロプロパン クロロフルオロプロパン
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

代替フロン
（HCFC）

クロロヘキサフルオロプロパン

別表6 (4-1-11(38)①)
別表別表別表別表7777のののの※※※※印部分印部分印部分印部分のののの数値数値数値数値およびおよびおよびおよび低電力低電力低電力低電力モードモードモードモード及及及及びびびびオフモードオフモードオフモードオフモードにににに関関関関するするするする｢｢｢｢複写機複写機複写機複写機｣｣｣｣にににに係係係係るるるる基準基準基準基準

複写速度
(CPM:1分当たり
 の複写枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
への

移行時間

低電力モード
からの
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモード
への

移行時間
  0＜CPM≦  20 － － － ≦  5Ｗ ≦30分

 20＜CPM≦  44 ≦3.85×
CPM+5W

≦15分 ≦30秒 ≦15Ｗ ≦60分

 44＜CPM ≦3.85×
CPM+5W

≦15分 ≦30秒(推奨) ≦20Ｗ ≦90分
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別表 7(4-1-11(38)①、③)
エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費効率消費効率消費効率消費効率にににに関関関関するするするする｢｢｢｢複写機複写機複写機複写機｣｣｣｣およびおよびおよびおよび｢｢｢｢拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機｣｣｣｣にににに係係係係るるるる基準基準基準基準

基準エネルギー消費効率（Wh/h）複写速度　 (CPM:１
分当たりの複写枚数) Ａ４機 Ｂ４機 Ａ３機 Ａ３Ｙ機

　　　　～１０ 　１１ ※ ◆ ◆
１１～２０ 　１７ ◆ 　５５ ◆

２１～３０ ◆ ◆ 　９９ ◆

３１～４０ ◆ ◆ １２５ ◆
４１～５０ ◆ ◆ １７６ ◆

５１～６０ ◆ ◆ 　２０５ ◆

６１～７０ ◆ ◆ ２５７ ◆
７１～８０ ◆ ◆ 　  ２８６ ◆

８１～８５ ◆ ◆ 　  ３６９  ４８３
備考）１．「Ａ４機」、「Ｂ４機」、「Ａ３機」、「Ａ３Ｙ機」とは、それぞれＡ４版の

短辺、Ｂ４版の短辺、Ａ３版の短辺及びＡ３版の長辺を最大通紙幅とす
る複写機をいう。

　　　２．エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に
関する法律（昭和54年法律第49号）に基づく通商産業省告示第193号
（平成11年3月31日）の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。

　　　3. ◆の区分については本表は適用されない。

別表8 (4-1-11(38)①)
｢｢｢｢大判複写機大判複写機大判複写機大判複写機｣｣｣｣にににに係係係係るるるる基準基準基準基準

複写速度
(CPM:1分当たり
 のコピー枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
への

移行時間

低電力モード
からの
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモード
への

移行時間
  0＜CPM≦  40 － － － ≦10Ｗ ≦30分

 40＜CPM ≦3.85×
CPM+5W

≦15分 ≦30秒(推奨) ≦20Ｗ ≦90分

別表9 (4-1-11(38)②)
｢｢｢｢複合機複合機複合機複合機｣｣｣｣にににに係係係係るるるる基準基準基準基準

画像再生速度
(IPM:1分当たり
 の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
か  ら  の
復帰時間

スリープモード
消費電力

スリープモードへの
移行時間

  0＜IPM≦  10       － 　　  － 　≦  25Ｗ ≦  15分
 10＜IPM≦  20       － 　　  －   ≦  70Ｗ ≦  30分

 20＜IPM≦  44 ≦3.85×
IPM+50W

　  ≦30秒   ≦  80Ｗ ≦  60分

 44＜IPM≦100 ≦3.85×
IPM+50W

≦30秒(推奨)   ≦  95Ｗ ≦  90分

100＜IPM ≦3.85×
IPM+50W

≦30秒(推奨)   ≦105Ｗ ≦120分

　別表9において、低電力モードへの移行時間は15分以下にセットして出荷すること。
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別表10(4-1-11(38)②)
｢｢｢｢大判複合機大判複合機大判複合機大判複合機｣｣｣｣にににに係係係係るるるる基準基準基準基準

画像再生速度
(IPM:1分当たり
 の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
か  ら  の
復帰時間

スリープモード
消費電力

スリープモードへの
移行時間

  0＜IPM≦  40       － 　　  － 　≦  70Ｗ   ≦  30分

 40＜IPM ≦4.85×
IPM+50W

≦30秒(推奨)   ≦105Ｗ 　≦  90分

　別表10において、低電力モードへの移行時間は15分以下にセットして出荷すること。

別表11(4-1-11(38)③)
｢｢｢｢拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機｣｣｣｣にににに係係係係るるるる基準基準基準基準

画像再生速度
(IPM:1分当たり
 の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
か  ら  の
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモードへの
移行時間

  0＜IPM≦  10       － 　　  － 　≦  5Ｗ   ≦  15分
 10＜IPM≦  20       － 　　  －   ≦  5Ｗ   ≦  30分

 20＜IPM≦  44 ≦3.85×
IPM+5W

　  ≦30秒   ≦15Ｗ   ≦  60分

 44＜IPM≦100 ≦3.85×
IPM+5W

≦30秒(推奨)   ≦20Ｗ   ≦  90分

100＜IPM ≦3.85×
IPM+5W

≦30秒(推奨)   ≦20Ｗ 　≦120分

　　別表11において、低電力モードへの移行時間は15分以下にセットして出荷すること。

表12(4-1-11(38)③)
｢｢｢｢拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのある大判大判大判大判デジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機｣｣｣｣にににに係係係係るるるる基準基準基準基準

画像再生速度
(IPM:1分当たり
の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
か  ら  の
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモードへの
移行時間

  0＜IPM≦  40       － － 　≦  65Ｗ ≦30分

 40＜IPM ≦4.85×
IPM+45W

－   ≦100Ｗ ≦90分

　別表 12 において、低電力モードへの移行時間は 15 分以下にセットして出荷すること。

(別表6および8〜12に関する備考)
1.消費電力の測定方法についてはエナジースター運用細則別表第 2 による。
2. 低電力モードの消費電力が常にオフモード又はスリープモードの消費電力を満た
す場合は、オフモード又はスリープモードを備える必要はない。
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解　説　　　　　「複写機 Version2.0(認定基準案)｣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005 年 3 月 1 日制定予定

１．環境的背景の補足
　複写機における近年の傾向として、第一に製品生産の中国など海外工場への移行が進み、
国内生産量が減少している点があげられる。1997 年の国内生産量は約 250 万台あったが
2003 年には約 92 万台と大幅に減少している。第二にはデジタル機器、特にファクシミリ
やプリンタの機能を併せ持つ複合機の割合が高くなっている。

EU では廃電気電子機器の増加、およびその埋立などによる重金属汚染や蓄積性の高い
特定臭素系難燃剤の環境や生体中における検出などを背景に廃電気電子機器(WEEE)指令、
電気・電子機器における特定有害物質の使用制限(RoHS)指令が制定されている。日本にお
いても廃電気電子機器の再使用、リサイクルや有害物質抑制は重要な要件であると共に、
上述のような複写機の国際的流通商品としての性質を考慮するとこれらの規制も見据えた
配慮が不可欠と言える。
使用済み複写機の回収、処理の実態としては、(社)日本事務機械工業会(現(社)ビジネス

機械・情報システム産業協会)の調査によれば、事業所で使用された製品の 97%が逆販売
ルートを通して回収され、回収重量の約 70%が部品の再使用やマテリアルリサイクルなど
による再資源化、約 5%が焼却、約 25%が埋立に回されている。なお、複写機の素材構成
は、鉄 65%、アルミ 3%、銅 3%、樹脂 18%、ガラス 2%、その他 9%となっている。 (2000
年 3 月（財）クリーン・ジャパン・センター「製品アセスメントマニュアル作成のための
ガイドライン調査報告書(複写機等)」)。
エコマークでは、ノルディックスワン（北欧エコラべリング委員会が運営）との「複写

機」のエコラベル認証基準の部分相互認証を 2002 年から実施している。部分相互認証と
は、共通の商品類型において、認証基準のうちいくつかの要求事項が同じである場合、ど
ちらか一方の機関での審査の結果が他方の機関で受け入れられる制度である。Version2.0
においてはノルディックスワンとの部分相互認証を引き続き実施すると共に、韓国環境マ
ーク（韓国環境ラベル協会が運営）との部分相互認証も開始する予定である。

２．対象について
　商品類型 No.117｢複写機｣(1999 年 11 月 15 日制定)（以下、Version1.0 と表記）におい
ては JIS B0137（複写機用語）に従い、｢静電複写機｣としていたが、Version2.0 では実情
に即して、より広く使用されている用語である「電子写真方式」とした。ここで言う機器
は「実際に販売される基本的な機器構成」または「出荷する機器構成」とする。
なお、本商品類型においては、No.1XX｢トナーカートリッジ Version1.0｣で対象とする

トナーカートリッジを取り替えるタイプのもの、およびトナー容器単体を取り替えるタイ
プのもの、いずれのタイプの複写機も対象に含む。

３.用語の定義について
＜＜＜＜複写機複写機複写機複写機、、、、複合機複合機複合機複合機、、、、拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機＞＞＞＞
これらの用語については、エネルギー消費や騒音に関わる基準について要求される基準

値が異なることから、区分を明確にするためにそれぞれ用語の定義に加えた。複合機に関
しては、本商品類型と No.122「プリンタ」で取り上げられている。どちらの類型で扱うか
については、複合機の主機能によることとした。主機能が何であるかは、申込者の判断に
よるものとする。
<<<<サブアッセンブリサブアッセンブリサブアッセンブリサブアッセンブリ、、、、筐体筐体筐体筐体、、、、筐体部品筐体部品筐体部品筐体部品、、、、シャーシシャーシシャーシシャーシ、、、、電気電気電気電気・・・・電子部品電子部品電子部品電子部品、、、、機械部品機械部品機械部品機械部品>>>>
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　これらの用語については、3R 設計に関するチェックリストの導入に伴い、対象の明確
化のために定義した。定義はブルーエンジェルのチェックリストまたは業界で一般的な用
法に従った。
<<<<トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジ、、、、トナートナートナートナー容器容器容器容器>>>>
　トナーカートリッジについては No.1XX「トナーカートリッジ Version1.0」における定
義に従っている。トナー容器については、トナーカートリッジとの区別を明確にするため、
業界で一般的な用法に従い定義した。
<<<<ホモポリマホモポリマホモポリマホモポリマ、、、、コポリマコポリマコポリマコポリマ、、、、ポリマアロイポリマアロイポリマアロイポリマアロイ((((ポリマブレンドポリマブレンドポリマブレンドポリマブレンド)>)>)>)>
　これらの用語については、Version1.0 では使用されてはいるが定義されていなかった。
Version2.0 では明確化のため、No.118「再生材料を使用したプラスチック製品」に従い定
義した。
<<<<マテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクル>>>>
　リサイクルの方法として、油化、ガス化、高炉還元等のケミカルリサイクル、およびエ
ネルギ回収と区別するため、No.1XX「トナーカートリッジ Version1.0」に従い定義した。
<<<<再資源化率再資源化率再資源化率再資源化率>>>>
　使用済みトナーカートリッジ、トナー容器の回収、リサイクルに関する基準の導入に伴
い、No.1XX「トナーカートリッジ Version1.0」に従い定義した。
　
４．認定の基準について
４－１.環境に関する基準の策定の経緯
　基準の設定にあたっては、「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」を用い、環境の観
点から商品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を考慮した。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「複写機」において考慮された環境負荷項目は「商品ライフステージ環境負荷
項目選定表」に示したとおり（表中○印および◎印）である。このうち最終的に環境に関
する基準として選定された項目は A-1、A-9、B-1、B-3、B-5、B-6、B-8、C-3、C-7、C-
8 、D-1、D-2、D-8、D-9、E-8、F-1、F-3 および F-9（表中◎印）である。
　なお、表中    印の欄は検討対象にならなかった項目または他の項目に合わせて検討さ
れた項目を示す。以下に環境に関する基準の策定の経緯を示す。

　表　「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」
  商品のライフステ－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有害物質などの使用・排出   ◎   ◎   ◎   ◎   
９その他の環境負荷 ◎   ◎   ○ ◎
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　Ａ　資源採取段階
　　◇ Ａ－１　（資源の消費）
        本項目では以下の点が検討された。

(1)再生プラスチックまたは再使用された部品を使用していること
(2)循環可能な材料の使用について

(1)については、Version1.0 において 25g 以上の再生プラスチック部品または再使用
部品を最低一つは使用することを基準としており、グリーン購入法でも｢再生プラスチ
ック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること｣が配慮
事項とされていることから検討された。ブルーエンジェルでは F-1(1)に述べる機器本
体の 3R 設計チェックリストにおいて、複写機の中でも重量割合が大きい筐体、シャ
ーシについて筐体部品を合計した重量のうち、5％は再生プラスチックを使用してい
ることが望ましいとしている。ただしこれは Should 項目(実現することが望ましい項
目)であり、Must 項目(実現されなくてはならない項目)ではない。

WG(ワーキンググループ)では、複写機の重量が 10 数 kg から 300kg 程度までと幅
があることから、現行基準から更に進めて、再生プラスチックの使用率などの定量的
な基準の導入を求める意見もあった。
しかしながら、複写機の生産が再生材料の調達が困難な海外工場に移行してきてい

ること、RoHS 指令への対応のため、由来が不明で含有物質の分からない再生材料は
使えないこと、要求される品質を満足する再生プラスチックの供給が安定しないこと、
特に筐体、シャーシに要求される安全規格を満足する再生プラスチックは入手困難で
あること、再生プラスチック使用のためには金型の変更が必要となることなどから、
数値基準はブルーエンジェル同様、3R 設計に関するチェックリストの Should 項目に
とどめ、必須項目とすることは今後継続的に検討していくべき課題とし、Version1.0
の基準を維持することとした。
また、Version1.0 の使用している旨の自己宣言よりも具体性のある証明方法として、

再生プラスチック使用部品および使用量の報告を要件とすることを検討した。しかし、
生産にあたっては再生材料の調達状況に応じて使用部品、使用量を随時変更している
ため、報告の要求は、かえって再生プラスチックの使用促進を妨げるとの指摘があり、
採用されなかった。Version1.0 同様、25g 以上の再生プラスチック部品については、
その部品における再生プラスチックの割合も問わないものとした。なお、現状では再
生プラスチックは内部カバーなどで使用されており、特にどの部位に使用するかとい
うことについても問わないこととした。
再使用部品を多く使用する再生機については、製品重量に対する再使用部品の比率

が 50%から 60%にのぼり、グリーン購入法では判断基準への追加が今後の検討事項と
してあげられているものの、特定の品種に限定されており、市場のシェアが 1%に満
たない程度しかないことから基準には取り入れないこととなった。

(2)については 3R 設計に関わる項目であるため、F-1 でまとめて検討した。

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

(1)取扱説明書の用紙について
(1)については、取扱説明書はNo.120「紙製の印刷物」の対象製品と同等の製品であ

ることから、No.120「紙製の印刷物」の基準に適合することとした。
しかし、中国、東南アジアなどにおいて製造される場合、古紙回収のための社会シ

ステムが整備されていないために再生紙を日本から輸出して取扱説明書を印刷する事
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例が商品類型 No.122「プリンタ」において発生しており、環境負荷低減を図る観点か
ら古紙パルプの配合を規定することに疑問がある。欧州などにおいては古紙パルプの
配合が可能ではあるものの、海外の特定の地域にのみ差別化を行うことは好ましくな
いため、今後の商品類型 No.107「印刷用紙」や海外地域の動向により認定基準見直し
時に状況を確認することとして、海外で印刷される取扱説明書については、古紙の使
用を規定せず、無塩素漂白パルプの使用とリサイクルを阻害しない製本形態のみを要
求することとした。

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

(1)製品をできる限り延命すること
(2)部品が共通化されていること

(1)については、修理のための保守部品を提供することによる製品の延命の観点から
検討され、(社)ビジネス機械・情報システム産業協会の基準に従い、保守部品の供給
期間は当該製品の製造停止後、７年以上とした。
　(2)については、3R 設計に関わることから F-1 でまとめて検討した。

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

(1)モントリオール議定書に含まれる溶剤は使用されていないこと。
(1)については、製造段階、および製品またはサーキットボードの最終供給段階でオ

ゾン層破壊物質の使用に配慮されていることを遵守する必要性があることから、本項
目は基準を策定する項目として選定された。対象となる物質は「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、特定フロン（CFC5 種）、その他 CFC、
四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタンおよび代替フロン（HCFC）とした。複写機の製
造にこれらの物質が使用されることは現状では無いと考えられるものの、法規制が無
いあるいは猶予措置が設けられる国・地域で製造されることもあり、オゾン層破壊物
質の使用の禁止を徹底する観点から基準項目とすることとした。
　　

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

(1)製造工程で大気汚染物質の放出に配慮されていること
製造工程から排出される大気汚染物質などについては、労働安全衛生関連法規も含

め、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守することで、環境への負荷が低
減されると判断され、本項目は基準を策定する項目として選定された。
個々の部品の製造工程についてすべて確認することは困難であることから、本項目

の適用は最終組立工場に限定することとした。
なお、Version1.0 では ISO14001 の認証の認定登録書の提出を証明方法としていた

が、他商品類型との整合性の観点から Version2.0 では環境法規などを遵守し申込時よ
り過去 5年間違反などのないことについて工場長が発行する証明書を提出することと
した。

　  ◇ 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。
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(1)製造工程で水質汚濁物質の排出に配慮されていること
B-5 において検討した内容と同様である

　  ◇ 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)有害物質の使用が少ないこと、あるいは排出に配慮されていること
(2)プラスチック筐体部品に使用した難燃剤について申し込み時に名称と CAS No.を
報告すること

(1)については、B-5 において検討した内容と同様である。
(2)については、ブルーエンジェルにおいて基準とされていることから検討を行った。

E-8 の(6)にも詳細に記述のとおり、難燃剤には環境や人体に対して何らかの影響を有
する可能性のある物質が使用されていることが多く、審査にあたってはできる限り物
質に関する情報が開示され、判断の材料とすることが望ましいことから、プラスチッ
ク製筐体部品に使用される難燃剤の組成分と CAS No.の報告について検討した。しか
し、難燃剤の組成分については、材料メーカの企業ノウハウとなっているケースも多
く、申込者からデータを提出することはいくつかのケースを除けば不可能である。こ
のような場合、ブルーエンジェルでは、材料メーカが複写機メーカを介さずにブルー
エンジェルと機密保持契約を直接結び提出することも認められており、エコマークで
も同様の措置を取ることができるか検討を行った。その場合、エコマーク事務局およ
び審査委員との間に機密保持契約の締結が必要となると考えられる。複写機一機種に
対し、プラスチックのサプライヤは通常、複数あるため、審査書類が煩雑になること
も予想される。申込者の立場からは、サプライヤへの情報提供依頼など申込に伴う負
荷の増大、エコマーク取得の所用期間の長期化などの不利益が想定される。サプライ
ヤにとっても、エコマーク取得の直接的メリットが無いにも関わらず、負担を強いら
れることになる。さらに、エコマーク事務局にとっても企業のノウハウを取り扱う体
制の整備、開示に伴う紛争への法的対応など課題がある。以上を鑑み、当面の期間は
一般的に開示の容易な ISO1043-4 (JIS6899-4:2000)コード番号の標記方法に準じた
記載の提出による代用を認めることとし、この間に化学物質に関する情報開示と企業
のノウハウとのバランスなどの社会情勢および CAS No.報告の運用に伴う課題を整理
し、制定から 2 年以内のうちに再度検討を行うこととした。現状では代用措置の終了
期限を設定するのは難しいが、ISO コードによる報告は一時的措置であり、基準の有
効期限に先んじて代用措置の終了を検討する。

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

(1)製品の軽量化を図り輸送時の資源消費量を抑制すること
(2)包装材の回収、再使用またはリサイクルが実施されていること
(3)包装材に再生材料が使用されていること

(1)については「軽量化」より、「減容化」の効果が大きい。また製品の機能確保の
観点から軽量化は困難であるとの意見があり、本項目は基準を策定する項目として選
定されなかった。

(2)については、ブルーエンジェルでは要求されていない項目であるが、グリーン購
入法において「再生利用の容易さ及び廃棄の負荷低減に配慮されていること。また包
装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること」が配慮事項とされており、
WG においても包装材料に対する業界の努力に対応して何らかの基準を設けるべきで
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あるとの意見があった。包装材料を回収し、再使用または再資源化するシステムを整
備することで資源の消費、廃棄物の削減に効果が期待される。
回収については、多くの場合製品納入時に主要な包装は引き取られていること、ま

た、離島など、地域によっては回収するよりも、その土地で既成のルートでリサイク
ルされたり適正に処理される方が環境負荷が低くなる可能性もあることから、製品や
流通ルートに応じて事業者が裁量を持ち、最も適した対応をすることが適当であると
判断し、基準要件としては特段設けないこととした。ただし、回収後の再資源化や処
理を容易にするため、包装材料の省資源、再使用・再資源化の容易さに配慮すること
を基準項目として採用した。包装に要求される機能は、製品のサイズ、購入者持ち帰
りかメーカや販社による設置かなど、流通形態により異なるため、それぞれに最適な
包装を事業者が考慮することが望ましく、各事業者が裁量を持って実施することを評
価することとした。証明には、図や写真を用いて実際に配慮した内容を詳細に説明す
ることとした。
なお、包装の範囲であるが、複写機の出荷時の荷姿では、包装は①本体外装箱、本

体包装用袋、緩衝材を含む本体包装、②取扱説明書、電源コードなど同梱品包装、③
製品機内固定、保護材の三つに大別され、製品の種類やメーカによらずほぼ同様とな
っている。したがって、本商品類型では製品出荷時の荷姿で同梱されるものを包装と
考える。

(3)については、WG において努力目標として導入するという意見があった。包装に
要求される機能は製品のサイズ、流通形態によって異なっており、再生材料の使用、
再使用の状況はその機能に依存している。現状としては包装向けの再生材料としては
段ボールが使用されているものの、通いの梱包材などには再生材料を使用するのは困
難である。また、中国などの海外工場では再生材料の調達が困難である。以上を鑑み、
本項目は基準を策定する項目として選定しなかった。

    ◇ 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) モントリオール議定書に含まれる溶剤は使用されていないこと。
(1)については、オゾン層破壊物質の使用削減のためには包装材への特定フロンなど
の不使用を徹底する必要があることから、本項目は基準を策定する項目として選定さ
れた。複写機の包装材に実際に使用されることは現状では想定できないものの、オゾ
ン層破壊物質の使用の禁止を徹底する観点から対象となる物質は B-3 と同様とした。

　　◇ 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)包装材へのマーキング
(1)については、ブルーエンジェルにおいては、包装についてはドイツにおける最新

の包装令に従ったマーキングを施すことが基準とされており、プラスチックのリサイ
クルの促進におけるマーキングの重要性から検討を行った。複写機では多くの場合、
搬入、設置の際に包装の大部分が搬入事業者によって回収され、リサイクルあるいは
適正処分されている。外装については、リターナブルの包装が使用されることもある。
一方、取扱説明書など同梱品の包装は回収されず、ユーザの手元に残り、事業系廃棄
物として廃棄される。
回収される包装については、メーカが委託する事業者が分別・リサイクルするため、

マーキングは不要である。一方、ユーザの手元に残る包装については、現在、日本に
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は事業系廃棄物のリサイクルシステムが存在しないため、分別されることなく焼却、
あるいは埋立処分されてしまっており、マーキングが活用されることは無い。将来的
には事業系廃棄物をリサイクルするための制度が整備される可能性もあり、それに備
えて予めマーキングを進めるべきであるという意見もあった。しかし、新たな法律が
できれば新たな材質表示マークが定められ、先行のマーキングが無駄になる可能性が
ある。また、包装は製造から廃棄、回収までのライフサイクルが短いので、法律制定
後でも対応は間に合う。更に、ユーザの手元に残る包装は重量比で包装全体の数%程
度に過ぎず、大部分を占める回収された包装材について、C-1(2)に記述した通り、再
使用、リサイクルの容易さに配慮することがより重要なこと、C-8 に記載する通り包
装材にハロゲンは含まれず焼却処理でのダイオキシン発生に繋がる恐れがないことが
指摘された。以上を鑑み、包装材へのマーキングによる環境的メリットは現時点では
ほとんど無いと考えられるため、本項目は基準を策定する項目には選定されなかった。
なお、今後事業系廃棄物のリサイクルシステムの整備に向けた検討が進んだ折には、
WG にてマーキングの必要性について改めて議論することが確認された。

　◇ Ｃ－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)包装材において有害物質の使用のないこと
(1)については、焼却による影響などを考慮し、Version1.0 と同様、ハロゲン系元素

で構成されているポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構成成分として添加してい
ないこととした。

　Ｄ　使用消費段階
　　◇ Ｄ－１　（資源の消費）
　　　 本項目では以下の点が検討された。

(1)再生紙が使用可能であること
(2)トナーカートリッジまたはトナー容器が回収され、等再使用、リサイクルされる
こと

(3)感光体が回収され、再使用、リサイクルされること
(4)両面コピーが使用可能なこと
(5)消耗品の 3R 設計
(6)トナーカートリッジまたはトナー容器のプラスチック製部品の材料統一について

(1)は「用紙」による環境負荷の観点から必要条件であるとされ、ブルーエンジェル
と同様に基準を策定する項目として選定された。ただし、全ての再生紙について対応
の可否を確認することは困難であるとの意見があり、Version1.0 同様、少なくとも１
種類の「古紙パルプ配合率 100%再生紙」が使用可能なこととした。

(2)については、残存トナーに含有される有害物質、およびトナー容器またはトナー
カートリッジのマテリアルリサイクルや再資源化、適正処分によって、資源消費量の
削減、有害物質拡散の防止、廃棄物の削減などの効果がある。エコマークでは No.1XX
「トナーカートリッジ Version1.0」においてトナーカートリッジ由来の廃棄物の削減
を確実に進めるため、再使用・マテリアルリサイクル率を定めると共に、最終廃棄物
量の削減に向けてエネルギ回収、油化、ガス化、高炉還元およびコークス炉化学原料
化も含めた再資源化率を規定しており、本商品類型でも同様の規定を採用した。なお、
No.1XX「トナーカートリッジ Version1.0」はトナー容器単体については対象として
いないが、本商品類型においてはトナー容器交換式の機器も少なくないことからこれ
も対象とし、「トナーカートリッジ」の該当する基準項目を規定した。ただし、トナー



                                           26

容器は再使用の価値が低いこと、マテリアルリサイクルによって環境負荷がかえって
高くなる可能性があることが指摘され、トナー容器に対しては回収の実施および再資
源化率のみ規定し、再使用・マテリアルリサイクル率の規定は適用しないこととした。

(3)については、感光体には重金属などの有害物質が使用されている可能性があるた
め、使用後、回収し、再使用あるいは再資源化を含め有害物質の適切な処理を行う必
要があることから基準を策定する項目として選定された。

(4)については、用紙の使用量削減の観点から基準を策定する項目として選定された。
ただし、利用形態によってはユーザが両面コピー機能を求めないケースもあり、すべ
ての機種に装備するのは問題であるとの意見があったことから、エナジースター同様、
複写速度 20 枚以下の機種および大判機については不問とし、複写速度が A4 で 20 枚
を超えて 44 枚までの機種については両面複写装置を備えている、または後付け可能
であることとした。複写速度 45 枚以上の機種についてはブルーエンジェルと合わせ、
両面複写装置を備えていることを要件とした。

(5)については、消耗品に関わる資源消費および廃棄物を削減する上で、設計段階で
の 3R(リデュース、リユース、リサイクル)への配慮は重要である。ここで消耗品とは
トナーカートリッジまたはトナー容器を指す。ブルーエンジェルでは、機器本体、消
耗品各々の 3R 設計への適合性についてチェックリストを用いて確認しており、エコ
マークでもこれを採用した。チェックリストについての詳細は F-1(1)機器本体の 3R
設計に述べる。

(6)については、リサイクル性の向上を促すため No.1XX「トナーカートリッジ
Version1.0」において基準項目とされており、本商品類型でも基準項目として採用し
た。

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

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

(1)および(2)については、地球温暖化影響物質の排出低減には省エネルギー設計およ
び低電力消費であることが必要であることから基準を策定する項目として選定された。
省エネルギー、低電力消費に関する公的基準としてはエナジースターの基準、および
省エネルギー法における複写機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準があ
る。省エネルギー法の判断基準は、機器の運転、低電力モード、オフモードなどの 1
日の利用形態をモデル化して算出されるエネルギー消費効率について、トップランナ
ー方式で定められている。{エネルギー消費効率＝(A+7×B)/8　A：電源入力後コピー
を行い、そのまま放置した状態とした 1 時間の消費電力、B:A の測定後放置した状態
1 時間に置ける消費電力量} 一方、エナジースターは①｢低電力モード、オフモードに
おける消費電力｣および②｢モードの移行時間｣について、ボトムアップ方式で定められ
ている。グリーン購入法では複写速度、対応用紙サイズによる製品区分毎に、市場で
一般的でない区分は対象外とし、省エネルギー法の判断基準を満足できる製品が 2 機
種以上、上市されていれば省エネルギー法判断基準を適用し、それ以外の区分はエナ
ジースターの基準を適用している。
基準策定にあたって参照したブルーエンジェルでは、①｢低電力モード、オフモー

ドなどへのモード移行における消費電力｣、②｢モード移行時間のパターン｣について、
移行段階数や各段階での値は問わないものの規定の許容範囲内であることを要求して
いる。

WG ではエネルギー消費効率に基づく省エネルギー法判断基準を満足させる場合と、
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低電力モードなどにおける消費電力、移行時間に基づくエナジースターやブルーエン
ジェルの基準を満足させる場合では要求される技術開発の方向性が異なってくること
が指摘された。さらにエナジースター、ブルーエンジェル共に、将来的にはエネルギ
ー消費効率および低電力モードなどから運転モードへの復帰時間に基づく基準に改訂
していく方向性であることが謳われている。こうした状況を考慮し、エコマークとし
てブルーエンジェルの基準を新たに採用することは見送り、Version1.0 と同様、グリ
ーン購入法の判断基準および現行のエナジースター基準に従うこととした。グリーン
購入法では、省エネルギー法の基準が適用となる複写機、および拡張性のあるデジタ
ル複写機においては、エナジースターの基準を満たすことは判断基準に含まれていな
い。既に述べたとおり、エネルギー消費効率に基づく省エネルギー法の基準と、低電
力モードなどにおける消費電力、移行時間に基づくエナジースターの基準の双方を満
足させることは、要求の方向性が異なることから、技術的側面からも適切であるとは
必ずしも判断はできない。ただし、省エネルギー法については、日本国内の法規であ
ることを鑑み、今度の相互認証などへの考慮から、エコマークでは当面の間併用する
こととした。
なお、エナジースターは 2005 年第 2 四半期に予定される改訂で市場の上位約 25％

のみが満たすことができるような厳しい基準の採用が検討されており、2006 年からこ
れが適用されると考えられる。グリーン購入法においては、実際にトップランナー方
式である省エネ法の基準が適用とされるのはモノクロ複写機およびモノクロの拡張性
のあるデジタル複写機であり、それらのうち、2 機種が基準を達成したもののみであ
る。近年出荷割合が高まっているカラー複写機、モノクロおよびカラーの複合機にお
いては、現在はまだ省エネ法の対象品目ではないため、全てボトムアップ方式である
現行のエナジースターを適用することとなる。トップランナーを牽引していくという
方針を持ったエコマークの役割を鑑みて、エナジースター改訂の折には新たな基準を
取り入れるべきか、WG において検討する予定である。

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

(1) オゾン、粉塵、VOC が低排出であること
(2) トナー中の有害物質
(3) プラスチックの添加剤中の発がん性・変異原性・生殖毒性物質

(1)については、Version1.0 では放散量の基準はブルーエンジェルに、試験方法は日
本事務機械工業会またはブルーエンジェルに従うものとしていた。2003 年 10 月にブ
ルーエンジェルの認定基準が改訂され、試験方法が変更されると共に、規制対象に総
揮発性有機化合物(TVOC)およびベンゼンが加えられた。放散の可能性のある VOC と
してブルーエンジェルではスチレン、ベンゼンの他にもトルエンなど 20 以上の物質
があげられている。規制対象の拡大については、日本でもシックハウス問題などに対
応し、厚生労働省からスチレンを含む VOC の室内濃度指針値および TVOC の暫定目
標値が示されるなど、室内環境への関心の高まりに配慮する上で有効であるとの意見
があった。Version1.0 で採用していた方法は密閉された測定室内の上部の空気を捕集
し測定するのに対し、ブルーエンジェルの新基準の定める方法では測定室内を通常室
内のように換気し、空気質を均一とした状態で空気を捕集し測定するため実環境に近
い。前者の測定値は参考値に過ぎず、放散量を表す値としては後者の測定値がより適
切であるとの指摘があった。この方法に基づき JIS X6936 の制定が進められている。
以上を鑑み、Version2.0 では規制対象物質、試験方法、規制値について 2003 年 10
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月版のブルーエンジェルに従うこととした。ただし、新試験方法に基づく試験を実施
できる試験設備は日本国内では準備中の段階であり、ドイツでも現時点では非常に少
なく、エコマーク申込への対応に支障が生じることが予想されることから、新試験方
法への対応が進むまで当面は Version1.0 の基準を併用することとなった。Version1.0
の基準の適用終了は、新試験方法への対応状況を WG で検討するなどの手続きを経た
上で決定し、終了日の 6 ヶ月前までに事務局から告示することとした。

(2)については、Version1.0 では①｢特定アミンを生成する可能性のあるアゾ着色剤｣、
②｢重金属 (水銀、鉛、カドミウム、六価クロム )およびその化合物｣、③｢EU 指令
67/548/EEC で発がん性、変異原性、生殖毒性、感作性などに分類される物質｣、④
｢IARC により発がん性と分類される物質｣、⑤｢製品全体として R43 表示の必要性を
生じさせる物質、製品全体として危険シンボル表示の必要性を生じさせる物質｣などに
ついて禁止としていた。Version2.0 ではこれらの禁止に加え、ブルーエンジェルや
No.1XX「トナーカートリッジ Version1.0」におけるトナーに関わる規定と同様、⑥
｢Ames 試験において陰性であること｣および⑦｢MSDS を備えていること｣を加えた。
なお、ブルーエンジェルにおいては、④および⑤については要求されていないが、エ
コマークでは、アジア 4 ラベル間で共通コア基準を持つ No.1XX「トナーカートリッ
ジ Version1.0」とも整合をはかるものとした。

(3)については、有害物質の使用回避の観点からブルーエンジェルと同様、25g 以上
のプラスチック製筐体部品に発がん性物質、変異原性物質、生殖毒性物質を含まない
こととした。EU 指令ではこれらの物質をカテゴリ 1 から 3 に分類しており、カテゴ
リ 1、2 は人の健康に対する影響の証拠が得られている物質、カテゴリ 3 は人の健康
に対する影響が疑われるものの十分な証拠は得られていない物質としている。エコマ
ークとしてカテゴリ 3まで禁止する必要があるかどうかが議論され、国際的には IARC
の 2B に分類される物質は発がん性物質として規制が必須と認識されているが、EU 指
令で発がん性カテゴリ 3 に分類される物質の中には、この IARC の 2B に分類される
物質と重複するものがあること、ブルーエンジェルではカテゴリ 3 まで規制しており
事業者はブルーエンジェル申込のために対応を進めていることから、カテゴリ 3 まで
の規制が妥当と判断した。

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

(1)低騒音であること
(2)安全性および電磁適合性を考慮すること
(3)ユーザへの情報提供について
(4) 機器の保守について
(5) 保証期間の延長
(6) トナーの漏洩防止について
(7) トナー容器の扱いについて

(1)については ISO7779(一致規格 JIS X7779)に複写機の騒音の測定における設置、
作動条件について、ISO9296(一致規格 JIS X7778)に情報技術装置の表示騒音放射値
について規定されている。Version1.0 ではこれらの ISO に沿った測定、表示を要求し
ているが、ブルーエンジェルでは測定方法に ISO からの逸脱があり、基準値も
Version1.0 とは異なっていることから、議論があった。基準値については Version1.0
では複写速度をいくつかの段階に分けて、それぞれに規定値を設ける不連続的な規定
であったが、複写速度に対する連続的な基準値の方が望ましいとしてブルーエンジェ



                                           29

ルと同様の規定を採用した。測定方法については、国際的な整合性から ISO からの逸
脱は望ましくないとして Version1.0 と同様の基準を採用した。なお、拡張性のあるデ
ジタル複写機については、ブルーエンジェルの区分において｢複合機｣の計算式が適用
とされることから、それと整合させることとした。
（2）の機器の安全性については電気用品取締法または同等の技術基準に従うもの

とした。また機器の電磁適合性については VCCI に適合するものとした。トナーカー
トリッジやトナー容器に関しては、使用中不適切に扱われた場合、あるいは不適切に
処理された場合、粉塵の飛散や火傷などの危険の可能性があり、それを警告する表示
が機種間で統一的なものとなることを保証するため、(社)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実施要領」に基づく表示を基準項目とした。
（3）については、Version1.0 においては主に機器や消耗品の使用後の回収、廃棄、

リサイクルなどに関する情報提供を要求していたが、ブルーエンジェルにおいては、
それらに加えて、機器の利用に伴う環境および健康に関わる注意事項も提供すること
が基準とされていることから、本 WG においても検討を行った。この検討に際しては、
日本の文化、慣習、労働衛生および社会的関心を十分に考慮し、日本のオフィス環境
に適した情報提供を基準とすることとした。
具体的には、機器の利用に関わる情報としては、①｢機器の設置条件、保守・清掃

に関する情報｣、②｢再生紙が使用可能なこと｣、③｢保証期間｣、④｢各種運転モードに
おける消費エネルギーや省エネルギーのためのオプション｣および⑤｢両面コピー機能
を備えること｣を取り上げた。また、注意喚起のための情報としては、①｢トナーカー
トリッジまたはトナー容器の取扱い｣および②｢使用中の化学物質の放散に対する換気
の励行｣についての記載を基準項目とした。
トナーカートリッジまたはトナー容器については、正しい取扱方法を周知させると

共に、ヒューマンエラーも含めた不適切な取扱いによる健康被害等とその対策を記載
する。化学物質の放散については、規定の試験方法によりエコマークの基準を満足す
ることが確認されていること、基準を満足していても放散はあるので、周辺作業者の
健康への配慮のため、換気などの対策を取るべきことを記載する。なお、化学物質の
放散の試験は、白黒複写についてのみ規定されているため、カラー複写機についても
白黒複写での試験を適用する。
さらに、騒音に関しても、ブルーエンジェルの基準には、ユーザへの注意喚起情報

の記載が用件とされており、エコマークとしての必要性が議論された。しかし、騒音
については、VOC などの放散と異なり明らかに知覚できること、感じ方が個人によっ
て異なることから、注意喚起は特に基準項目とせず、対策はユーザの判断に任せるこ
ととした。廃棄・リサイクルに関しては Version1.0 同様、｢機器本体、感光体、トナ
ーカートリッジまたはトナー容器、2 次電池の回収、廃棄またはリサイクルに関する
情報｣を提供することとした。
情報提供の手段は製品添付書類によるものとする。ここで製品添付書類とは取扱説

明書、その別紙などを含む、製品梱包中に同梱される全ての書類を指すものとする。
また、ウェブサイトなど、製品添付書類以外の情報参照先を明示することとした。

(4)については、複写機は様々な部品から構成される複雑な電気・電子製品であるの
で、専門知識を持たない一般のユーザなどが機器の保守を行うことは危険な行為であ
り、また機器にとっても故障の原因となりうる。そこで、メーカの派遣するサービス
マンなど専門知識を有する、またはトレーニングを受けた人だけが保守を行うような
システムとすることを基準とした。これは、ブルーエンジェルと同様である。

(5)についてはブルーエンジェルにおいて、保証期間の延長が規定されていることか
ら検討された。しかし、日本とドイツの商習慣の相違を考慮し、No.122「プリンタ」
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の基準と同様、リペアのためのシステムが整備されていることを基準項目とした。こ
の項目は機器本体だけではなく、トナーカートリッジ等の消耗部品についても適用さ
れる。

(6)については、貯蔵あるいは取扱時にトナーが漏れ出すことでトナーによる人体へ
の影響が考えられる。通常、トナーカートリッジが密封されずに流通することは想定
し得ないが、粗悪品の流通を防止する観点から、ブルーエンジェルと同様、基準を策
定する項目として選定された。

(7)については、No.1xx「トナーカートリッジ Version1.0」においてトナー容器単
体が対象外となりエコマークが付けられないことにより、トナー交換式の複写機がト
ナーカートリッジ交換式と比較して環境的に劣っているとの印象を与え、市場におい
て不公平な扱いを受ける可能性があるとの意見があり検討された。このような不公平
を防止するための措置として、トナー容器に限って、そのトナー容器を備える複写機
本体が本商品類型のエコマーク認定を受けていることを条件として、商品カタログな
どに「このトナー容器は、エコマーク商品類型 No,117「複写機 Version2.0」のトナ
ー及びトナー容器に係る基準全てを満たしています」と記載することを許可するもの
とする。なお、Version1.0 からの移行措置として、複写機本体は Version2.0 に限定せ
ず「複写機」の認定を受けていればよいこととする。その場合、Version2.0 と同様の
運用とすると共に、そのトナー容器の型番を事務局に報告し、「複写機」(Version2.0
ではないことを明らかにすること )の基準を満たしていることの記載を許可すること
とする。
なお、この措置については、トナー容器はトナーカートリッジと異なり、一般的に

メーカによる純正品が使用され、保守契約に含まれるケースも多いこと、さらに現状
としてサードバーティの参入がほとんど想定できないことを考慮したものである。

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

(1)廃棄時に資源の消費が少ないこと
(2)廃棄が容易であること
(1)および(2)については、3R 設計と関連することから F-1 でまとめて検討された。

  　◇ 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。

(1)廃棄時に化石燃料の使用が少ないこと
機器の焼却処理については、3R 設計と関連することから F-1 でまとめて検討された。

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

(1)電池中の有害物質カドミウム、鉛、水銀)
(2)感光体の有害物質  (カドミウム、鉛、水銀、セレン)
(3)無鉛はんだなど RoHS 指令への対応
(4)プラスチックへの重金属使用禁止
(5) プラスチック製筐体部品、プリント基板への特定難燃剤(PBB,PBDE および塩化

パラフィン)の使用の禁止
(6) 筐体、筐体部品のプラスチック材料への材料的要求
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(1)、(2)については廃棄による重金属の環境への排出を防止する観点から検討を行っ
た。複写機において電池はカウンタなどの記録の目的で、主に小型充電式のリチウム
イオン電池が使用されている。一般的にはメーカによる機器回収後、電池は分離され、
リサイクルされる。電池の回収・リサイクルに関する法規制や実情は、日本とドイツ
では相違があるものの、事業者においてはブルーエンジェルの基準に対しての対応を
既に進めており、事業者が統一化を望む設計に関わる項目であること、さらに電池の
回収・リサイクルのシステムや法規制を持たない国への配慮も必要と考えられる。そ
こで、カドミウム、鉛、水銀およびその化合物の処方構成成分として使用することを
禁止とした。なお、電池の外装チューブ、タブのはんだメッキなどについても、これ
らの要求を満たすことが望ましいものの、電池の付属品であり、複写機の微細な部品
と考えられることから本項目は適用しない。ただし、今後の技術進歩や(3)に記述する
RoHS 指令への対応などをみて判断していくものとする。
一方、感光体については認定基準の項目として回収、リサイクルを規定しているが、

セレンなどの有害重金属の確実な回収、リサイクルを保証するものではないため、や
はり使用されないことが望ましい。そこで、ブルーエンジェルとの整合をはかり、カ
ドミウム、鉛、水銀、セレンおよびその化合物を処方構成成分として使用することを
禁止することとした

(3)については、EU において RoHS 指令が制定され、複写機を含めた電気電子機器
への鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE の含有が禁止されることとな
った。本商品類型においてもプラスチック製筐体部品などに対して鉛、カドミウム、
水銀、PBB、PBDE の意図的添加を禁止する基準項目を設けているが、RoHS 指令は、
さらに幅広くこれらの使用、含有を制限するものであり、はんだなど少量の使用であ
っても適用される。業界では 2006 年 7 月 1 日の発効に向け対応を進めており、発効
に先行した対応を宣言する事業者もある。そうした取組みを評価し、促進する観点か
ら、基準を策定する項目として選定すべきであるとの意見が出された。しかしながら、
発効以前に RoHS指令に対応するためには事業者の努力だけではなくサプライヤの協
力が不可欠であり、サプライヤとの力関係が影響すること、RoHS 指令自体、適用除
外規定や閾値など未確定事項が少なくないことから、現時点で基準項目とすることは
困難である。エコマークとしては、RoHS 指令、ならびに業界の取組みの動向を観察
しながら、2006 年 7 月 1 日の RoHS 指令発効に合わせて、あるいは業界の動向によ
っては発効に先行して認定基準の改訂を行い、RoHS 指令に対応した基準項目を取り
入れることの検討を行うこととした。改訂のための議論は改訂の 1 年前、すなわち
2005 年前半には開始する予定である。

(4)については Version1.0 ではワイヤを含む電気・電子部品を除き、カドミウム、
鉛、水銀を含まないこととしている。これに対し、ブルーエンジェルではカドミウム、
鉛を含むプラスチック添加剤、顔料を回避としている。生産の実態として、水銀は不
純物として混入していることはあり得るが意図的に使用することは無い。しかし、水
銀を規制対象から外す十分な根拠も現状ではないため、Version2.0 でもカドミウム、
鉛、水銀を規制対象物質とした。Version1.0 では 25g 未満の部品、再使用部品につい
ては本項目の適用を除外しており、Version2.0 でも同様の除外規定を設けるべきかが
議論された。除外規定を無くした場合、25g 未満のものも含めると部品点数が非常に
多くなり、規制対象物質の含有の調査が大きな負担となる。また、過去、材料調達時
に規制対象物質の有無を確認していなかった頃の再使用部品が使用できなくなる。現
在では規制対象物質は不純物などとして含有される可能性はあるものの、意図的に添
加することは通常無い。エコマークでも処方構成成分として意図的に添加されるもの
を規制し、不純物については除外していることから、除外規定は不要として外すこと
とした。
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トナーカートリッジ、トナー容器のプラスチック製部品については Version1.0 では
規定していなかったが、Version2.0 では No.1xx「トナーカートリッジ」に整合させ
採用した。ただし、本項目は機器本体、消耗品それぞれの 3R 設計に関するチェック
リストの項目となっており、自己宣言による証明なので、F-1(1)に述べる通り、基準
書本文には入れずチェックリストに一本化した。

(5)については Version1.0 ではプラスチックへの PBB、PBDE、塩化パラフィンの
使用禁止が基準項目とされており、RoHS 指令でも PBB、PBDE の使用が禁止されて
いることから、25g 以上のプラスチック製筐体部品、プリント基板支持材料について
引き続き基準項目とするのが適当と判断した。
複写機には、数多くの部品が使用されており、微細な部品については、マテリアル

リサイクルのメリットが低く、再資源化されず焼却処理される可能性があることを想
定すると、全てにこの項目を適用することが望ましい。しかし、点数は多いものの一
つ一つの重量は少ないことからトータルの重量が低く量的なインパクトも決して大き
くないことや、(4)でも述べたとおり、調査の実現性や事業者の負担低減の観点などか
ら、今回は適用外とし、今後の動向をみて検討をしていくものとする。
さらに、複写機には、点数やその一つ一つの重量は比較して低いものの、部品の一

部としてゴム（エラストマー）が使用されている。ゴムについてはマテリアルリサイ
クルが困難であることや、焼却処理時の負荷低減の観点から、これらについても、プ
ラスチックに関わる要求が適用されることが望ましい。しかし、国際的にゴムがプラ
スチックに含まれるかどうかということについて、判断が場合によって様々であり、
統一的な見解がないこと、また一般にプラスチックとゴムについてはその性状・組成
も異なることから、規制すべき物質について新たな検討が必要であること、複写機の
中で占める重量割合が極めて低いことを鑑みて、適用外とすることとした。ただし、
今後の知見や各国の新たな動向を見て追って検討していくものとする。
トナーカートリッジ、トナー容器のプラスチック製部品については Version1.0 では

規定していなかったが、Version2.0 では No.1XX「トナーカートリッジ Version1.0」
に整合させ採用した。ただし、本項目は機器本体、消耗品それぞれの 3R 設計に関す
るチェックリストの項目となっており、自己宣言による証明なので、F-1(1)に述べる
通り、基準書本文には入れずチェックリストに一本化した。塩化パラフィンについて
はダイオキシンの発生リスクの観点から、禁止するのは鎖状炭素数 10〜13 のものに
限定する。

(6)については、ブルーエンジェルでは、ダイオキシン、フランを発生させる可能性
のある物質の使用を回避する観点から、プラスチック製筐体部品へのハロゲン系元素
で構成される樹脂の使用およびすべての有機ハロゲン化合物の添加を不可としている
ことから、エコマークでも同様の基準を設けることを検討した。ブルーエンジェルで
は技術的必要性または再使用促進にあたっての必要性から回避が困難なケースについ
ては除外規定を設けている。
日本では、複写機の筐体も含めたプラスチック部品に関して、ABS およびポリカ

ABS の材料についてマテリアルリサイクルし、同程度の製品生産に用いる、いわゆる
クローズドリサイクルの仕組みが確立されている。しかし、ABS には臭素系難燃剤が
使用され代替できないため、本項目を基準項目とすることで取り組みが阻害されてし
まう。一方ポリカ ABS はリン系の難燃剤を使用しているものの、ポリカーボネート
の加水分解による劣化、リン系難燃剤の揮発という問題があり、材料としてのリサイ
クル性能は｢ABS＋臭素系難燃剤｣に劣る。

A-1 にも記述のとおり、複写機の筐体プラスチック部品として再生材料を使用する
ことは、資源採取段階における環境負荷を低減するものとして有効であるものの、再
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生材料の供給や、要求に見合う難燃性能やその他の品質に対しての要求を満足させる
ことが困難であることから、現状では十分にすすんでいるとはいえない。
そこで WG では、基本としてブルーエンジェルと同様の基準要件とするが、臭素系

難燃剤が使用される ABS については、材料としてのリサイクル性能も高く、また資
源循環を促進する取り組みが現実にあること、またメーカの回収システムが機能する
ことにより廃棄物として焼却されることを回避しうると評価し、クローズドマテリア
ルリサイクルが行われることを要件として日本独自の除外規定を設けることを検討し
た。
第一に証明方法という観点から検討を行った。メーカによる機器の回収について、｢1.
環境的背景の補足｣にも記述の通り、逆販売ルートによる高い回収率を誇るものの、回
収には販売後（リース・レンタル契約後）から数年の期間がかかることから、個別の
実績についてどのように証明をすることが適切であるかという問題もある。メーカに
よる回収拠点の整備や回収システムの構築が今後も進歩することが期待されるものの、
将来にわたってどの程度完全な回収が見込めるものであるか判断が困難であり、十分
な情報が得られなかった。
第二に、環境影響という観点からからは、クローズドリサイクルによる臭素系難燃
剤のもたらすリスク低減の可能性の考察を行った。化学物質のリスクとは物質自体の
有害性(ハザード)と暴露量から決まるものである。ここでは、臭素系難燃剤自体のリ
スク評価を検証の上、特に、臭素系難燃剤を含むプラスチック部品の焼却処理による
ダイオキシン発生のリスクについて議論した。
まず、臭素系難燃剤自体のリスク評価としては、PBB においては全世界で生産が中

止されている。さらに RoHS 指令により PBDE(deca 除く)についても、毒性や生体蓄
積性を示すデータが存在し、かつ生体からの検出もあり、使用が禁止される。ただし、
臭素系という同じ括りであっても、それらと種類の異なる化合物については、エンド
ポイントへのリスクが異なる可能性があり、識別する必要がある。国際化学物質安全
性計画(IPCS)の環境保健クライテリアや EUのリスクアセスメント報告書などによれ
ば、現在複写機で使用の多い臭素系難燃剤テトラブロモビスフェノール A(TBBPA)、
リン系難燃剤トリフェニルホスフェートについては、人体や環境へのリスクは比較し
て低いと考えられている。複写機という製品の全ライフサイクルを通じて臭素系とリ
ン系で一概にリスクの高低を論じることはできず、個々の物質毎のリスク評価は難し
いのが現状である。
次に、臭素系難燃剤を含むプラスチックの焼却によるリスクとしては、熱分解によ

るダイオキシン・フラン類を生成する可能性について議論を行った。前述の
PBB,PBDE については、ダイオキシン・フラン類と構造に類似性があり、焼却炉内で
のダイオキシン生成の前駆体となることが指摘されており、ダイオキシン・フラン類
生成の影響は比較して大きいといえる。ただし、ダイオキシン類の発生量には燃焼条
件の影響が大きく、管理方法次第で低減することが可能と考えられる。
ダイオキシン生成に寄与する可能性がゼロではない臭素系難燃剤を電気・電子機器

に使用する場合、それらの管理方法の一つとして、できる限り、その機器をメーカの
管理と責任のもとに回収し、資源循環させることが挙げられる。また数度の循環の後、
あるいは回収から漏れたものについては、焼却処理される可能性があるが、その処理
にあたっては、管理体制の整った焼却施設で処理されることが重要である。
まず、臭素系難燃剤を使用した製品の廃棄量の考察にあたり、焼却処理されること

を回避する上では、クローズドリサイクルのシステムは有効であると考えられる。次
に日本における燃焼条件を検証するにあたって、産業廃棄物焼却施設からのダイオキ
シン類排出については、2001 年から施行されているダイオキシン類対策特別措置法に
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よって環境基準、焼却施設の燃焼条件やダイオキシン類排出基準などが定められ焼却
施設の改善が進んだことにより、1997 年から 2003 年までの間に約 1/10 にまで低減
している。臭素系ダイオキシン類については現在は、規制対象外であるものの、焼却
施設改善によって生成、暴露は抑制されていると推測される。
こうした検証から、事業者による回収とクローズドリサイクルシステムにより、焼

却される廃棄量を減少させること、さらには、日本の社会インフラとして焼却設備が
整っていることを勘案すると、臭素系ダイオキシン生成に寄与する可能性も低減でき
ると考えられる。

WG では管理方法によるリスク低減が可能であるならば、資源循環促進のためクロ
ーズドリサイクルにおける臭素系難燃剤の使用を認めてもよいとする意見もあった。
EU においては、臭素系難燃剤による環境汚染についての社会的関心が高く、電気・
電子機器分野において、PBB および PBDE 以外の臭素系難燃剤についても、自主的
な規制が強化される流れがある。こうした EU の流れについては、回収の仕組みや焼
却施設の整備を含めた社会状況の異なる日本にあてはめることについては慎重な対応
が必要であり、また日本の国策として掲げられる資源循環の視点も忘れてはならない
との指摘もあった。
このように、クローズドリサイクルを除外規定の要件として臭素系難燃剤の使用を

認める意見があった一方、使用済み製品の完全な回収が保証されていない状況を考え
ると、全体量として臭素系難燃剤を使用した製品の廃棄量が増えることによって、臭
素系ダイオキシン類の生成を増大させる懸念が否定できないのではないかという見解
もあった。さらに、実証が困難である状況から、コストの安い｢臭素系難燃剤＋ABS｣
を使うための抜け道となる可能性があることなどから安易に使用を認めるべきではな
いという意見もあった。加えて、臭素系ダイオキシン類については、ダイオキシン類
対策特別措置法で今後調査研究を推進し、その結果に基づき必要な措置を講じること
とされており、知見が十分蓄積されていない点も指摘される。
これらの検討を踏まえた上で、複写機業界からは、除外規定を設けることは、電子・

電気機器における世界的な非ハロゲン化への方向性に逆行するものであり、複写機の
国際流通商品としての特性を考慮し、世界のエコラベルで設計に関する要求の統一を
図ってほしいとの要望があった。複写機は日本メーカが全世界のシェアの殆どを占め
る国際流通商品であり、その設計対応は全世界に波及する。こうしたことから、事業
者団体では、設計対応の一元化を目指し、各国のエコラベルの基準統一化を目的に継
続的な活動を行っている。
確かに、複数国間でのリスク管理体制の相違は、各国によって社会インフラ・シス

テムの相違があることを考慮するとしても、国際流通商品であるという特性から、不
要な企業負担を招く恐れもあり、化学物質管理の国際的な調和が望まれる一面もある。
また、現在クローズドシステムが存在する｢ポリカ ABS+リン系難燃剤｣材料としての
リサイクル性能については、｢ABS+臭素系難燃剤｣に劣るという指摘もある一方、プ
ラスチックメーカとの協力体制やメーカの努力による加工技術の進歩によってめざま
しく向上している。
そこで、こうした複数の論点を熟慮した上で、クローズドリサイクルに関する除外

規定は設けないこととした。現在｢ポリカ ABS+リン系難燃剤｣の材料において、今後
事業者全体で協同してクローズドマテリアルリサイクルを一層推進していこうという
動向もある。事業者が一体となった資源を循環させる取り組みについて期待したい。
既に記述のとおり、現在使用されているリン系難燃剤についても、有害性(ハザード)

がゼロではない。また、D-8 において論じるべき事項であるが、リン系難燃剤の性質
の一つである揮発性については、現在、SVOC(準揮発性有機化合物 :Semi-Volatalic
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Organic Compounds)および POM（粒子状有機物質 :Particle Organic Matter）の放
散について十分な知見がなく今後の動向を見守る必要があるといえる。今後、資源循
環と毒性評価を考慮したさらなる総合的な知見を負っていく必要がある。
なお、ハロゲン・臭素系難燃剤の扱いについては、エコマーク全体としての方針を

検討すべきとの意見があった。エコマークとしては、基本的には PBB、PBDE、短鎖
塩化パラフィンを含まず、かつ消防法で定められる防炎物品および（財）日本防災協
会指定の防炎物品であり（財）日本防災協会の認定を受けた商品あるいはエコマーク
商品類型ごとに基準で定める商品について難燃剤の使用を認めることとしている。不
要な企業負担を減らすべく、統一的な基準が望まれる側面があるものの、法的な規制
を受けない化学物質については、各商品類型毎に商品の特性やライフステージを通じ
たメリット・デメリットを考慮した上で検討することが望ましく、一律に規制するの
は困難であるといえる。

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

(1)廃棄時に粉塵の飛散がないこと
トナーカートリッジやトナー容器が万一不当に処理（廃棄、焼却）された場合につ

いては D-9 で使用中の安全性とあわせて検討した。

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

(1)3R 設計(分解容易性、リサイクルの容易性など)
(2)プラスチックへのマーキングを行うこと
(3)回収された製品が再使用、再資源化されていること
(4) 大型プラスチック製筐体部品のリサイクル性考慮について
(5)筐体、シャーシのプラスチック部品および金属部品が技術的にリサイクル可能で
あること

(6)電気・電子部品等、特定の物質・調剤を含む部品の識別・分離について
(7)機器の分解情報の用意、事務局への提出について

(1)については、製品や消耗品の設計にあたり 3R(リデュース、リユース、リサイク
ル)に配慮することで、部品の再使用や材料のリサイクルが促進され、あるいは製品の
寿命の延長に繋がり、資源の消費および廃棄物の低減に資することから基準を策定す
る項目として選定された。形式としては No.122「プリンタ」やブルーエンジェルにな
らって設計に対するチェックリストを採用し、要求項目については、ブルーエンジェ
ルに準じるものとした。
チェックリストの項目は実現を必須とする項目 (Must 項目 )、実現が望ましい項目

(Should 項目)に分類されている。Must 項目は基準書本文中の基準項目と同様、すべ
て満足されなければならないが、Should 項目では実現していない項目があっても審査
には影響しない。Should 項目については、今後の技術的進捗を観察し、次回基準改訂
時に議論すべき項目との位置づけであり、消費者、申込者に対しては、環境的目標を
伝える意義を持っている。

M 項目、S 項目は各々さらに①｢構造と結合技術｣、②｢材料の選択およびマーキン
グ｣、③｢長期使用化｣の 3 グループに分かれ、各項目には消費者に向けた説明のため
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「ねらい」、一部には「解説」を付記している。機器本体については 19 の Must 項目、
6 の Should 項目が設けられており、その内容は異なる材料間の分離が不可能になる
ような結合の回避、分離の容易な機械的結合の採用、機器の分解や有害物質含有部品
分離などの容易性、塗装および複合材料の回避、材料数の削減、プラスチックの使用
後の活用可能性、リサイクル材料および再使用部品の使用を想定した設計などである。
Should項目としては A-1に述べた再生プラスチック材料の 5%以上使用などがある。
消耗品については 10 の Must 項目、4 の Should 項目があり、機器本体のチェックリ
ストと比較すると、構造と結合技術に関する項目数が削られていること、長期使用化
については Must 項目で回収、Should 項目で再使用などについて規定していることな
どの相違がある。
チェックリストの項目は、筐体、シャーシへの再生プラスチックの使用が設計上可

能とされていても再生材料の調達状況によっては使用されない製品も存在しうるなど、
設計への要求であり製品に対する要求とは異なった観点からの規制となっている。
なお、ブルーエンジェルのチェックリストには Must 要求の項目と Should 要求の

項目の混在、基準書本文中の項目との重複など、基準としての分かり易さに問題があ
るとの意見があったため、本商品類型では Must 項目と Should 項目を分離し、重複
項目は基準書から削除した。ただし、チェックリストの項目に対する適合の証明は「は
い」あるいは「いいえ」の自己宣言だけなので、独立した証明書を必要とするような
項目についてはチェックリストと重複していても基準書本文にも入れている。

(2)については C-7 にも述べた通り、プラスチックのリサイクルにおけるマーキング
の重要性から Version1.0 から引き続き基準を策定する項目として選定された。ブルー
エンジェルでは質量 25g 未満または平らな面の面積 200mm2未満の部品、複雑な再使
用部品への適用が除外されているが、「複雑な」部品を定義するのは困難であるため、
エコマークでは Version1.0 と同様の除外規定とした。本項目はチェックリストに含ま
れるが、証明としてマーキング内容の提出を要求するので基準書本文にも入れている。
トナーカートリッジ、トナー容器については自己宣言による証明なので消耗品の 3R
設計に関するチェックリストに一本化し、基準本文には入れないこととした。

(3)については、Version1.0 においては認定の更新時に適用する項目としていたが、
製品の特性上モデルチェンジも早く、本商品類型での認定の更新がほとんど無いため
実効性の無い基準項目となっていた。また、(1)で基準項目として採用した 3R 設計が
なされた製品が回収された際には、部品の再使用や再資源化が可能である。したがっ
て、Version2.0 では本項目は基準を策定する項目として選定されなかった。

(4)の筐体などの大型プラスチック製部品については、リサイクルの容易性の観点か
ら Version1.0 から引き続き、部品内での材料統一、全体としては材料種類を削減し異
種材料は分離可能とすることを基準項目とし、証明として使用プラスチック種類の報
告を要求することとした。ブルーエンジェルでは、さらに使用プラスチック材料の種
類毎に設計上配合可能な再生材料の割合の報告を要求しており、エコマークでもこれ
を採用すべきか検討されたが、エコマークは製造された製品において実行されている
ことを重視する姿勢を取っていることから不採用となった。

(5)については、Version1.0 で重量の 90%以上が技術的にリサイクル可能であるこ
とが基準項目とされていた。Version2.0 では(1)に述べた通りチェックリストを採用し
ており、この中で Must 項目として「高い価値水準でマテリアルリサイクル可能な材
料」の使用が要求されている。このチェックリストの項目に適合することは、マテリ
アルリサイクルによってバージン材料と同等の品質を持ち類似用途に利用可能な材料
が工業的規模で製造可能であり、その技術的・経済的意義が確保されていることを意
味している。従ってチェックリストへの適合をもって、本項目より高いレベルの要求
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を満たしていると見なし、本項目は基準からは削除することとした。
(6)については、リサイクルにあたって有害物質の分離・除去は必須であるため、電

気・電子部品も含め有害物質・調剤を含む部品が容易に識別、分離可能となっている
ことが重要であり、基準に取り入れることとなった。ただし、証明が「はい」「いいえ」
の自己宣言となるため、チェックリストの項目とし、基準書本文中の項目とはしない。
分離すべき部品は欧州指令 WEEE の付属書 II に基づくこととし、チェックリストに
付表として示した。

(7)については、処理、リサイクル事業者における機器分解情報の必要性から検討さ
れた。ドイツなど欧州では WEEE 指令に基づき、回収された機器は不特定の事業者
に処理、リサイクルされるのに対し、日本では製造事業者が自主的に機器回収、リサ
イクルのシステムを整備しており、契約を締結した特定事業者に分解情報を提供の上
で処理、リサイクルを委任している。リサイクルのために必要な情報提供は行われて
おり、別途分解情報を用意、提出する必要はないとして本項目は採用しなかった。

　　◇ 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)リサイクル品の製造過程で化石燃料の消費が少ないこと
(1)については、タイプ III エコラベルなど LCA による複写機の評価事例が増加して
いることから、それらの情報を活用し、リサイクルによる環境への貢献、影響を明ら
かにする必要があるという意見があった。しかしながら、現状の LCA では、原単位
の更新に労力を要する上に、リサイクルによる鉄などの資源消費削減の効果とエネル
ギー消費の影響との客観的比較が困難であるために基準策定に利用するのは難しい
という問題があり、本項目は基準を策定する項目として選定されなかった。なお、本
項目については今後も継続して議論していく必要性が確認された。

　　　  
    ◇ 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)モントリオール議定書に含まれる溶剤は使用されていないこと。
(1)については、オゾン層破壊物質の使用削減の観点から、特定フロンなどの不使

用を徹底する必要があることから、本項目は基準を策定する項目として選定された。
対象となる物質は B-3 と同様とした。ただし、リサイクルの工程について把握するこ
とは難しいため、再使用部品の洗浄時について規定することとした。

　　◇ 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。

(1)トナーカートリッジまたはトナー容器、感光体等の回収がなされていること
(1)については、トナーカートリッジまたはトナー容器、感光体の回収については、

それらが消耗品であることから、D-1 において再使用、マテリアルリサイクル、再資
源化とあわせて検討した。

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

(1)機器本体の回収、リサイクル
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(1)については、機器本体の回収、リサイクルについては、複写機は資源有効利用
促進法の指定再利用促進製品に位置づけられており、現状として使用済み製品の回収
を目的とした静脈物流共同プロジェクトが推進されている。既に回収、リサイクルの
システムがあるものに対して規定する必要は無いとの意見もあったが、ブルーエンジ
ェルなど海外エコラベルとの整合性、将来、アジア諸国のエコラベルとの相互認証を
実施する場合なども考慮すると本項目の意義は大きいとして、基準を策定する項目と
して選定された。

５．その他
(1)マーク下段の表示について

下段表示の項目については、基準の柱となる｢地球温暖化防止｣、｢化学物質削減｣、｢資
源循環｣の 3 側面をできる限り具体的に示すべきではないかという意見があり、検討を
行った。また、公正取引委員会の報告書では、環境表示は、曖昧さを避け、可能な限り
定量的な情報を示すこととされていることも考慮した。
しかしながら複写機は複雑で高度な製品であることから、基準項目は多岐にわたる。

化学物質に関しては、規制対象物質も多くまた正確な情報を伝えることが困難であるこ
とから取り上げないこととした。また、省エネルギーに関しては消費電力の表示が義務
づけられる予定となっているため、エコマークで重複して定量化する必要性は乏しく、
資源循環については定量化可能な基準が無いことから「リサイクル・省エネ設計」を環
境情報表示とした。No.122「プリンタ」で採用されている「トナーカートリッジ回収ル
ート確立」を 2 段目の表示とする案も検討したが、｢トナーカートリッジ｣の商品類型も
存在すること、トナーカートリッジにはサードパーティメーカの参入もあることを考慮
し、採用しなかった。また、リサイクル設計よりも 3R 設計とする方が適切との意見も
あったが、3R という言葉が消費者の間に十分浸透しているとは言えないとして、情報
のわかりやすさ・伝わりやすさに重点をおくこととした。製品の環境に関する詳細な情
報の提供については、D-9 に記述のとおり、製品添付書類において十分に行われるもの
である。
なお、消費者への情報提供としてはエコマークを取得しているという事実で十分であ

り、多くの環境側面を考慮した基準の中から数項目だけを取り上げるような下段表示は
不要であるとの意見もあった。これについては今後エコマーク全体として表示のあり方
を検討していく予定である。

(2)マークの貼付について
マークをシールとして筐体に貼付する場合には、極力筐体と同じ材質を使用する等、

リサイクルに支障をきたさない様に考慮することが必要であり、認定基準にも分離の容
易性や、貼り付けられる部分と同一の材質であること、あるいは VDI2243:1993Part 1
に記載される適合性を満たすことを要求している。複写機では店頭販売がほとんどない
という販売形態やリサイクルへの考慮から、マークを貼付しない製品が多いが、消費者
がマークを目にする機会を増やし認知度を高めるためにマーク貼付を奨励すべきではな
いかとの意見や、現在の制度では認められていないが、操作パネル液晶に表示してはど
うかという意見もあった。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（社印を捺印）

＜付属証明書の作成方法＞

１． 申込製品に関する必要事項を「記入欄」に記載して下さい。

「記入欄」に網かけがある「項目」は記入不要です。

２． 「添付証明書」欄の各証明書を用意して下さい。各証明書は、本付属証明書と併せて

エコマーク商品認定・使用申込時に提出して下さい。

「添付証明書」に網かけのある「項目」は、添付証明書の提出は不要です。

３． 各証明書の作成は（記入例）を参照して下さい。

４． 「添付証明書」の作成は「添付証明書の発行者」欄を確認して下さい。

項目 添付証明書 添付証明書の

発行者

エコマーク表示有無（予定） □ ある

□製品／□包装／□カタログ・リーフレット

□取扱説明書／□その他（　　　　　　　　）

□ なし　

(表示する場合は表示設計図のご提出が必要です。)

（該当する事項をチェックして下さい。）

エコマーク使用規定第3条

　エコマーク表示予定箇所、マーク

　下段の環境情報表示

エコマーク使用規定第7条

　エコマーク使用契約者名、認定

　番号の表示

表示予定設計図の提出（書式自由・原稿）

申込者

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

製品を開発した会社
　□他社／□自社

（該当する事項をチェックして下さい）

他社開発製品の場合、

申込承諾書（記入例１）
申込承諾者

本商品類型で、既に認定

を受けている商品を別ブ

ランドとして申込む場合

ブランド名以外の変更が　 □ある／□ない

（該当する事項をチェックして下さい）

（ブランド名以外変更がなければ、以下の項目の

証明は不要です）

エコマーク商品認定審

査結果通知書の写し

変更点についての認定

基準に対する証明書

（変更がある場合）

エコマーク商品類型

　　「複写機

Version2.0」
申込ブランド名
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申込商品について

複写機複写機複写機複写機（（（（カラーカラーカラーカラー複写機複写機複写機複写機あるいはあるいはあるいはあるいは 86868686枚枚枚枚////分以上分以上分以上分以上のののの複写複写複写複写がががが可能可能可能可能なななな複写機複写機複写機複写機））））
複写機複写機複写機複写機（（（（上記上記上記上記をををを除除除除くくくく複写機複写機複写機複写機））））
大判複写機大判複写機大判複写機大判複写機

複合機複合機複合機複合機
大判複合機大判複合機大判複合機大判複合機

複写機の種類 拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機
（（（（カラーカラーカラーカラー複写複写複写複写がががが可能可能可能可能なものあるいはなものあるいはなものあるいはなものあるいは 86868686 枚枚枚枚////分以上分以上分以上分以上のののの複写複写複写複写がががが可能可能可能可能なななな
拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機））））

拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機
（（（（上記上記上記上記をををを除除除除くくくく拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機））））

拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのある大判大判大判大判デジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機

型式（機種）名 全ての申込型式（機種）について、それぞれ下記の情報を記載してください。

1.種類

2.トナー型番 トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

3.二次電池 使用が　　　ある　／　ない

1. 種類

2.トナー型番 トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

3.二次電池 使用が　　　ある　／　ない

1. 種類 　

2. トナー型番 トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

3. 二次電池 使用が　　　ある　／　ない

1. 種類

2.トナー型番 トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　 ）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　 ）

3.二次電池 使用が　　　ある　／　ない

1. 種類 　

2.トナー型番 トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　 ）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　 ）

3.二次電池 使用が　　　ある　／　ない

1.種類

2.トナー型番 トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

3. 二次電池 使用が　　　ある　／　ない

1. 種類

2.トナー型番 トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

3.二次電池 使用が　　　ある　／　ない



41

分析試験場について

一般原則
分析試験場分析試験場分析試験場分析試験場はははは ISO/EEC17025ISO/EEC17025ISO/EEC17025ISO/EEC17025（（（（一致規格一致規格一致規格一致規格 JIS Q17025:2000JIS Q17025:2000JIS Q17025:2000JIS Q17025:2000））））にににに従従従従っっっっ
てててて運営運営運営運営されていることされていることされていることされていること（（（（認定認定認定認定まではまではまではまでは問問問問わないわないわないわない）。）。）。）。申請者申請者申請者申請者はははは書類作成書類作成書類作成書類作成とととと
分析分析分析分析のののの費用費用費用費用をををを負担負担負担負担するするするする

製造者の試験場である場合
の特別な要求事項

監督管庁監督管庁監督管庁監督管庁ががががサンプリングサンプリングサンプリングサンプリングやややや分析過程分析過程分析過程分析過程をををを監視監視監視監視しているかしているかしているかしているか、、、、またはまたはまたはまたは分析分析分析分析
とととと試験試験試験試験のののの実施実施実施実施のののの認可認可認可認可をををを受受受受けているかけているかけているかけているか、、、、そのそのそのその製造者製造者製造者製造者ががががサンプリングサンプリングサンプリングサンプリングとととと
分析分析分析分析をををを含含含含むむむむ品質品質品質品質システムシステムシステムシステムをををを確立確立確立確立しししし、、、、ISO9001ISO9001ISO9001ISO9001（（（（一致規格一致規格一致規格一致規格 JISJISJISJIS
Q9001:2000Q9001:2000Q9001:2000Q9001:2000））））をををを保持保持保持保持しているしているしているしている場合場合場合場合にはにはにはには、、、、製造者製造者製造者製造者のののの試験場試験場試験場試験場はははは分析分析分析分析ややややテテテテ
ストストストストをををを執執執執りりりり行行行行うことがうことがうことがうことが認認認認められるめられるめられるめられる。。。。

試験 試験を行なった試験場について、それぞれ下記の情報を記載してください。

1.試験場名

2.試験場住所

3.自社試験場
　　の場合

□ サンプリングと分析を含む品質システムを確立しISO9001を
　保持している。
□監督管庁がサンプリングや分析過程を監視している
□分析と試験の実施の認可を受けている

粉塵、オゾン、
揮発性有機化合物（VOC）

3.他社試験場
　　の場合

ISO/EEC17025 に従って運営されている
□はい
□いいえ

1.試験場名

2.試験場住所

3.自社試験場
　　の場合

□ サンプリングと分析を含む品質システムを確立しISO9001を
　保持している。
□監督管庁がサンプリングや分析過程を監視している
□分析と試験の実施の認可を受けている

エネルギー消費

3.他社試験場
　　の場合

ISO/EEC17025 に従って運営されている
□はい
□いいえ

1.試験場名

2.試験場住所

3.自社試験場
　　の場合

□ サンプリングと分析を含む品質システムを確立しISO9001を
　保持している。
□監督管庁がサンプリングや分析過程を監視している
□分析と試験の実施の認可を受けている

騒音

3.他社試験場
　　の場合

ISO/EEC17025 に従って運営されている
□はい
□いいえ
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項目 基準概要 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（1111））））

　　　　機器機器機器機器がががが「「「「機器本体機器本体機器本体機器本体のののの３３３３RRRR 設計設計設計設計」」」」にににに適合適合適合適合するするするする 　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ
「「「「機器本体機器本体機器本体機器本体のののの３３３３ＲＲＲＲ設計設計設計設計」」」」 申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（２２２２））））

　　　　25g25g25g25g 以上以上以上以上ののののプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製筐体部品製筐体部品製筐体部品製筐体部品はははは、、、、一一一一つのつのつのつの

　　　　ホモポリマホモポリマホモポリマホモポリマまたはまたはまたはまたはコポリマコポリマコポリマコポリマからからからから作作作作られているられているられているられている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材料材料材料材料リストリストリストリスト

（（（（記入表記入表記入表記入表　　　　AAAA））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

またはまたはまたはまたは

製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者（（（（担担担担

当当当当））））

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（３３３３））））

　　　　25g25g25g25g 以上以上以上以上ののののプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製筐体部品製筐体部品製筐体部品製筐体部品はははは、、、、4444 種類種類種類種類

　　　　以下以下以下以下のののの互互互互いにいにいにいに分離可能分離可能分離可能分離可能ななななポリマポリマポリマポリマまたはまたはまたはまたはポリマブポリマブポリマブポリマブ

　　　　レンドレンドレンドレンドによりによりによりにより構成構成構成構成されているされているされているされている

　　　　ラベルラベルラベルラベル・・・・マーキングマーキングマーキングマーキング・・・・ステッカーステッカーステッカーステッカーなどはなどはなどはなどは、、、、分離分離分離分離がががが

　　　　容易容易容易容易でないでないでないでない場合場合場合場合はははは、、、、それらがそれらがそれらがそれらが貼貼貼貼りりりり付付付付けられるけられるけられるけられる部部部部

　　　　分分分分とととと同一同一同一同一のののの材質材質材質材質であるかであるかであるかであるか、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは

　　　　VDI2243:1993Part1 , 30/42(VDI2243:1993Part1 , 30/42(VDI2243:1993Part1 , 30/42(VDI2243:1993Part1 , 30/42(別表別表別表別表２２２２))))１１１１、、、、２２２２またまたまたまた

　　　　はははは３３３３のののの適合性適合性適合性適合性をををを満満満満たしているたしているたしているたしている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材料材料材料材料リストリストリストリスト

（（（（記入表記入表記入表記入表　　　　AAAA））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

またはまたはまたはまたは

製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者（（（（担担担担

当当当当））））

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（4444））））

　　　　少少少少なくともなくともなくともなくとも 25g25g25g25g 以上以上以上以上のののの部品部品部品部品のののの一一一一つはつはつはつは、、、、再生再生再生再生プラプラプラプラ

　　　　スチックスチックスチックスチック部品部品部品部品またはまたはまたはまたは再使用再使用再使用再使用プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック部品部品部品部品をををを

　　　　使用使用使用使用しているしているしているしている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　　　　　□□□□再生部品再生部品再生部品再生部品

　　　　　　　　□□□□再使用部品再使用部品再使用部品再使用部品

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-24-1-24-1-24-1-2
（（（（５５５５））））

　　　　25252525ｇｇｇｇ以上以上以上以上ののののプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製筐体部品製筐体部品製筐体部品製筐体部品ににににハロゲンハロゲンハロゲンハロゲン

　　　　をををを含含含含むむむむポリマポリマポリマポリマをををを使用使用使用使用していないしていないしていないしていない。。。。またまたまたまた、、、、処方構成処方構成処方構成処方構成

　　　　成分成分成分成分としてとしてとしてとして、、、、難燃剤難燃剤難燃剤難燃剤をををを含含含含むむむむ有機有機有機有機ハロゲンハロゲンハロゲンハロゲン化合物化合物化合物化合物

　　　　をををを添加添加添加添加していないしていないしていないしていない

　（　（　（　（適用除外規定適用除外規定適用除外規定適用除外規定ありありありあり））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材料材料材料材料リストリストリストリスト

（（（（記入表記入表記入表記入表　　　　AAAA））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

またはまたはまたはまたは

製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者（（（（担担担担

当当当当））））

4-1-24-1-24-1-24-1-2
（（（（６６６６））））

　　　　25252525ｇｇｇｇ以上以上以上以上ののののプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製筐体部品製筐体部品製筐体部品製筐体部品にににに処方構成処方構成処方構成処方構成

　　　　成分成分成分成分としてとしてとしてとして添加添加添加添加されるされるされるされる難燃剤難燃剤難燃剤難燃剤のののの成分名称成分名称成分名称成分名称ととととＣＡＳＣＡＳＣＡＳＣＡＳ

　　　　No.No.No.No.あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「ISO1043-4:1998ISO1043-4:1998ISO1043-4:1998ISO1043-4:1998（（（（JISK6899-JISK6899-JISK6899-JISK6899-
　　　　4:20004:20004:20004:2000）」）」）」）」コードコードコードコード番号番号番号番号のののの報告報告報告報告

　（　（　（　（適用除外規定適用除外規定適用除外規定適用除外規定ありありありあり））））

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材料材料材料材料リストリストリストリスト

（（（（記入表記入表記入表記入表　　　　AAAA））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

またはまたはまたはまたは

製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者（（（（担担担担

当当当当））））

4-1-24-1-24-1-24-1-2
（（（（７７７７））））

　　　　25252525ｇｇｇｇ以上以上以上以上ののののプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製筐体部品製筐体部品製筐体部品製筐体部品にはにはにはには、、、、EUEUEUEU のののの

　　　　危険危険危険危険なななな物質物質物質物質のののの分類分類分類分類、、、、包装包装包装包装、、、、表示表示表示表示にににに関関関関するするするする法律法律法律法律、、、、

　　　　規制規制規制規制、、、、行政規定行政規定行政規定行政規定のののの近似化近似化近似化近似化にににに関関関関するするするする ECECECEC 理事会理事会理事会理事会

　　　　指令指令指令指令のののの付属書付属書付属書付属書ⅠⅠⅠⅠによりによりによりにより発発発発がんがんがんがん性性性性・・・・変異原性変異原性変異原性変異原性・・・・生生生生

　　　　殖毒性殖毒性殖毒性殖毒性ののののカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー１１１１～～～～３３３３にににに分類分類分類分類されるされるされるされる物質物質物質物質、、、、まままま

　　　　たはたはたはたは TRGS905TRGS905TRGS905TRGS905 においてにおいてにおいてにおいて発発発発がんがんがんがん性性性性・・・・変異原性変異原性変異原性変異原性・・・・

　　　　生殖毒性生殖毒性生殖毒性生殖毒性にににに分類分類分類分類されているされているされているされている物質物質物質物質をををを処方構成成処方構成成処方構成成処方構成成

分分分分としてとしてとしてとして添加添加添加添加していないしていないしていないしていない

　（　（　（　（適用除外規定適用除外規定適用除外規定適用除外規定ありありありあり））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材料材料材料材料リストリストリストリスト

（（（（記入表記入表記入表記入表　　　　AAAA））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

またはまたはまたはまたは

製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者（（（（担担担担

当当当当））））

4-1-24-1-24-1-24-1-2
（（（（８８８８））））

　　　　プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック部品部品部品部品はははは ISO1043ISO1043ISO1043ISO1043 第第第第 1111～～～～4444 部部部部（（（（一致一致一致一致

　　　　規格規格規格規格 JISJISJISJIS　　　　K6899-1K6899-1K6899-1K6899-1～～～～4444））））のののの考慮考慮考慮考慮のもとでのもとでのもとでのもとで

　　　　ISO11469ISO11469ISO11469ISO11469（（（（一致規格一致規格一致規格一致規格 JISJISJISJIS　　　　K6999:2004K6999:2004K6999:2004K6999:2004））））にににに
　　　　よるよるよるよるマーキングマーキングマーキングマーキングがががが施施施施されているされているされているされている

　（　（　（　（25g25g25g25g 未満未満未満未満またはまたはまたはまたは平平平平らららら面積面積面積面積がががが 200200200200ｍｍｍｍ㎡㎡㎡㎡未満未満未満未満のののの部部部部

　　　　品品品品またはまたはまたはまたは再使用再使用再使用再使用するするするするプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックはこのはこのはこのはこの限限限限りではりではりではりでは

　　　　ないないないない））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

マーキングマーキングマーキングマーキング部品部品部品部品リストリストリストリスト

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　１１１１））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

またはまたはまたはまたは

製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者（（（（担担担担

当当当当））））
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　　　　使用使用使用使用するするするする電池電池電池電池ははははカドミウムカドミウムカドミウムカドミウム、、、、鉛鉛鉛鉛、、、、水銀水銀水銀水銀およびそのおよびそのおよびそのおよびその

　　　　化合物化合物化合物化合物をををを処方構成成分処方構成成分処方構成成分処方構成成分としてとしてとしてとして添加添加添加添加していないしていないしていないしていない

　　　　□□□□    はいはいはいはい

　　　　□□□□    いいえいいえいいえいいえ4-1-34-1-34-1-34-1-3
（（（（９９９９）））） 　　　　　　　　カドミウムカドミウムカドミウムカドミウム・・・・カドミウムカドミウムカドミウムカドミウム化合物化合物化合物化合物のののの含有含有含有含有

　　　　　　　　水銀水銀水銀水銀・・・・水銀化合物水銀化合物水銀化合物水銀化合物のののの含有含有含有含有

　　　　　　　　鉛鉛鉛鉛・・・・鉛化合物鉛化合物鉛化合物鉛化合物のののの含有含有含有含有

　　　　□□□□有有有有／／／／□□□□無無無無

　　　　□□□□有有有有／／／／□□□□無無無無

　　　　□□□□有有有有／／／／□□□□無無無無

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１０１０１０１０））））

　　　　トナートナートナートナーにににに、、、、カドミウムカドミウムカドミウムカドミウム・・・・鉛鉛鉛鉛・・・・水銀水銀水銀水銀・・・・六価六価六価六価クロムクロムクロムクロム及及及及びびびび

　　　　そのそのそのその化合物化合物化合物化合物をををを処方構成成分処方構成成分処方構成成分処方構成成分としてとしてとしてとして添加添加添加添加していなしていなしていなしていな

　　　　いいいい

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

該当物質該当物質該当物質該当物質のののの添加添加添加添加リストリストリストリスト

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　２２２２））））
トナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤ

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１１１１１１１１））））

　　　　トナートナートナートナーにににに、、、、一一一一つつつつ以上以上以上以上ののののアゾアゾアゾアゾ基基基基のののの分解分解分解分解によってによってによってによって別別別別

　　　　表表表表３３３３ののののアミンアミンアミンアミンをををを生成生成生成生成するするするするアゾアゾアゾアゾ着色剤着色剤着色剤着色剤（（（（染料染料染料染料またはまたはまたはまたは

　　　　顔料顔料顔料顔料））））をををを処方構成成分処方構成成分処方構成成分処方構成成分としてとしてとしてとして添加添加添加添加していないしていないしていないしていない

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

該当物質該当物質該当物質該当物質のののの添加添加添加添加リストリストリストリスト

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　２２２２））））
トナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤ

　　　　トナートナートナートナーにににに、、、、認定基準認定基準認定基準認定基準のののの a~da~da~da~d をををを処方構成成分処方構成成分処方構成成分処方構成成分としとしとしとし

　　　　てててて添加添加添加添加していないしていないしていないしていない

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

該当物質該当物質該当物質該当物質のののの添加添加添加添加リストリストリストリスト

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　２２２２））））
トナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤ

　ａ：　　ａ：　　ａ：　　ａ：　EUEUEUEU のののの危険危険危険危険なななな物質物質物質物質のののの分類分類分類分類、、、、包装包装包装包装、、、、表示表示表示表示にににに関関関関

　　　　するするするする法律法律法律法律、、、、規制規制規制規制、、、、行政規定行政規定行政規定行政規定のののの近似化近似化近似化近似化にににに関関関関するするするする

　　　　ECECECEC 理事会指令理事会指令理事会指令理事会指令 67/548/EEC67/548/EEC67/548/EEC67/548/EEC のののの付属書付属書付属書付属書ⅠⅠⅠⅠによりによりによりにより

　　　　　　　　　　　　　　　　R26R26R26R26　（　（　（　（吸入吸入吸入吸入するとするとするとすると強毒性強毒性強毒性強毒性））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R27R27R27R27　（　（　（　（皮膚接触皮膚接触皮膚接触皮膚接触するとするとするとすると強毒性強毒性強毒性強毒性））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R40R40R40R40　（　（　（　（発発発発がんがんがんがん性性性性のののの限定的限定的限定的限定的なななな証拠証拠証拠証拠があるがあるがあるがある））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R42R42R42R42　（　（　（　（吸入吸入吸入吸入するとするとするとすると感作性感作性感作性感作性のののの可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R45R45R45R45　（　（　（　（発発発発がんがんがんがん性性性性があるがあるがあるがある））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R46R46R46R46　（　（　（　（遺伝的遺伝的遺伝的遺伝的なななな損害損害損害損害をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす可能性可能性可能性可能性がががが

あるあるあるある））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R49R49R49R49　（　（　（　（吸入吸入吸入吸入するとするとするとすると発発発発がんがんがんがん性性性性があるがあるがあるがある））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R60R60R60R60　（　（　（　（生殖能力生殖能力生殖能力生殖能力にににに危害危害危害危害をををを与与与与えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性がががが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるあるあるある））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R61R61R61R61　（　（　（　（胎児胎児胎児胎児にににに危害危害危害危害をををを与与与与えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R62R62R62R62　（　（　（　（場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては生殖能力生殖能力生殖能力生殖能力にににに危害危害危害危害をををを与与与与

えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R63R63R63R63　（　（　（　（場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては胎児胎児胎児胎児にににに危害危害危害危害をををを与与与与えるえるえるえる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R64R64R64R64　（　（　（　（母乳母乳母乳母乳をををを介介介介してしてしてして乳児乳児乳児乳児にににに危害危害危害危害をををを与与与与えるえるえるえる可可可可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能性能性能性能性があるがあるがあるがある））））

　　　　　　　　　　　　　　　　R68R68R68R68　（　（　（　（不可逆的不可逆的不可逆的不可逆的なななな危害危害危害危害のののの可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある））））

　　　　のののの表示表示表示表示がががが義務付義務付義務付義務付けられているけられているけられているけられている物質物質物質物質

　　　　bbbb：　：　：　：　IARCIARCIARCIARC のののの発発発発がんがんがんがん物質物質物質物質((((グループグループグループグループ１１１１・・・・２２２２AAAA・・・・２２２２B)B)B)B)
　　　　にににに分類分類分類分類されているされているされているされている物質物質物質物質（（（（カーボンブラックカーボンブラックカーボンブラックカーボンブラック除除除除くくくく））））

　　　　cccc：　：　：　：　EUEUEUEU のののの危険危険危険危険なななな物質物質物質物質のののの分類分類分類分類、、、、包装包装包装包装、、、、表示表示表示表示にににに関関関関

　　　　するするするする法律法律法律法律、、、、規制規制規制規制、、、、行政規定行政規定行政規定行政規定のののの近似化近似化近似化近似化にににに関関関関するするするする

　　　　ECECECEC 理事会指令理事会指令理事会指令理事会指令 67/548/EEC67/548/EEC67/548/EEC67/548/EEC のののの付属書付属書付属書付属書ⅡⅡⅡⅡによりによりによりにより

　　　　定定定定められためられためられためられた、、、、危険危険危険危険シンボルシンボルシンボルシンボルをををを製品全体製品全体製品全体製品全体としてとしてとしてとして表表表表

　　　　示示示示するするするする必要性必要性必要性必要性をををを生生生生じさせるじさせるじさせるじさせる物質物質物質物質

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１２１２１２１２））））

　　　　dddd：　：　：　：　EUEUEUEU のののの危険危険危険危険なななな物質物質物質物質のののの分類分類分類分類、、、、包装包装包装包装、、、、表示表示表示表示にににに関関関関

　　　　するするするする法律法律法律法律、、、、規制規制規制規制、、、、行政規定行政規定行政規定行政規定のののの近似化近似化近似化近似化にににに関関関関するするするする

　　　　ECECECEC 理事会指令理事会指令理事会指令理事会指令 67/548/EEC67/548/EEC67/548/EEC67/548/EEC のののの付属書付属書付属書付属書ⅢⅢⅢⅢによりによりによりにより

　　　　定定定定められためられためられためられた R43R43R43R43（（（（皮膚接触皮膚接触皮膚接触皮膚接触するとするとするとすると炎症炎症炎症炎症をををを引引引引きききき起起起起

　　　　こすこすこすこす可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある））））をををを製品全体製品全体製品全体製品全体としてとしてとしてとして表示表示表示表示するするするする

　　　　必要性必要性必要性必要性をををを生生生生じさせるじさせるじさせるじさせる物質物質物質物質
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4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１３１３１３１３））））

　　　　トナートナートナートナーがががが AmesAmesAmesAmes 試験試験試験試験においてにおいてにおいてにおいて陰性陰性陰性陰性であるであるであるである
　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ
試験報告書試験報告書試験報告書試験報告書 試験機関試験機関試験機関試験機関

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１４１４１４１４））））

　　　　トナートナートナートナーがががが MSDSMSDSMSDSMSDS をををを備備備備えているえているえているえている
　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ
トナートナートナートナーのののの MSDSMSDSMSDSMSDS トナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤ

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１５１５１５１５））））

　　　　トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジまたはまたはまたはまたはトナートナートナートナー容器容器容器容器がががが、「、「、「、「消耗品消耗品消耗品消耗品

　　　　のののの３３３３RRRR 設計設計設計設計」（」（」（」（別表別表別表別表４４４４））））にににに適合適合適合適合するするするする

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ
「「「「消耗品消耗品消耗品消耗品のののの３３３３RRRR 設計設計設計設計」」」」 申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１６１６１６１６））））

　　　　トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジまたはまたはまたはまたはトナートナートナートナー容器容器容器容器のののの回収回収回収回収シスシスシスシス

　　　　テムテムテムテムがあるがあるがあるがある

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジまたまたまたまた

ははははトナートナートナートナー容器容器容器容器のののの回収回収回収回収シシシシ

ステムステムステムステムのののの説明説明説明説明をををを明記明記明記明記しししし

たたたた証明書証明書証明書証明書

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１７１７１７１７））））

　　　　トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジののののマテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクルののののシスシスシスシス

　　　　テムテムテムテムがありがありがありがあり、、、、回収回収回収回収したしたしたしたトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジのののの部品部品部品部品のののの

　　　　再使用再使用再使用再使用・・・・マテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクル率率率率がががが 75%75%75%75%以上以上以上以上（（（（トトトト

　　　　ナーナーナーナー除除除除くくくく製品全体質量製品全体質量製品全体質量製品全体質量にににに対対対対してしてしてして））））であるであるであるである

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジのののの総総総総

質量質量質量質量（（（（トナートナートナートナー除除除除くくくく）、）、）、）、部部部部

品品品品のののの再使用再使用再使用再使用・・・・マテリアルマテリアルマテリアルマテリアル

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率およびおよびおよびおよび回回回回

収収収収システムシステムシステムシステムのののの説明説明説明説明、、、、再再再再

使用使用使用使用・・・・マテリアルリサイマテリアルリサイマテリアルリサイマテリアルリサイ

クルクルクルクル用途用途用途用途をををを明記明記明記明記したしたしたした証証証証

明書明書明書明書

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１８１８１８１８））））

　　　　回収回収回収回収したしたしたしたトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジまたはまたはまたはまたはトナートナートナートナー容器容器容器容器のののの

　　　　再資源化率再資源化率再資源化率再資源化率がががが 95%95%95%95%以上以上以上以上（（（（トナートナートナートナー除除除除くくくく製品全体質製品全体質製品全体質製品全体質

　　　　量量量量にににに対対対対してしてしてして））））でありでありでありであり、、、、再資源化再資源化再資源化再資源化できないできないできないできない部分部分部分部分はははは環環環環

　　　　境境境境にににに調和調和調和調和したしたしたした方法方法方法方法でででで処理処理処理処理・・・・処分処分処分処分しているしているしているしている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

説明資料説明資料説明資料説明資料（（（（処理能力処理能力処理能力処理能力、、、、

処理内容処理内容処理内容処理内容、、、、などなどなどなど））））
申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１９１９１９１９））））

　　　　トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジはははは「「「「事務機械製品事務機械製品事務機械製品事務機械製品のののの安全確保安全確保安全確保安全確保

　　　　のためののためののためののための表示実施要領表示実施要領表示実施要領表示実施要領」」」」にににに基基基基づいたづいたづいたづいた表示表示表示表示をしてをしてをしてをして

　　　　いるいるいるいる

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-44-1-44-1-44-1-4（（（（２２２２
００００））））

　　　　機器本体機器本体機器本体機器本体のののの取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書にににに、、、、トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジまままま

　　　　たはたはたはたはトナートナートナートナー容器容器容器容器のののの取扱取扱取扱取扱にににに関関関関するするするする情報情報情報情報としてとしてとしてとして、、、、次次次次

　　　　のののの a.a.a.a.～～～～e.e.e.e.をををを明記明記明記明記しているしているしているしている

　　　　a.a.a.a.正正正正しいしいしいしい取扱方法取扱方法取扱方法取扱方法

　　　　b.b.b.b.無理無理無理無理にににに開開開開けてはならないことけてはならないことけてはならないことけてはならないこと

　　　　c.c.c.c.正正正正しくないしくないしくないしくない取扱取扱取扱取扱のののの結果結果結果結果トナーダストトナーダストトナーダストトナーダストがががが漏漏漏漏れれれれ出出出出

　　　　　　　　　　　　したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、ダストダストダストダストのののの吸入吸入吸入吸入およびおよびおよびおよび皮膚接触皮膚接触皮膚接触皮膚接触

　　　　　　　　　　　　をををを避避避避けるべきことけるべきことけるべきことけるべきこと

　　　　d.d.d.d.トナーダストトナーダストトナーダストトナーダストのののの皮膚接触皮膚接触皮膚接触皮膚接触がおきたがおきたがおきたがおきた場合場合場合場合のののの処置処置処置処置

　　　　e.e.e.e.子供子供子供子供のののの手手手手がががが届届届届かないかないかないかない場所場所場所場所にににに保管保管保管保管するべきことするべきことするべきことするべきこと

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類のののの該当該当該当該当

部分部分部分部分

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（２１２１２１２１））））

　　　　トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジまたはまたはまたはまたはトナートナートナートナー容器容器容器容器ののののプラスチップラスチップラスチップラスチッ

　　　　クククク製部品製部品製部品製部品はははは、、、、一一一一つのつのつのつのホモポリマホモポリマホモポリマホモポリマまたはまたはまたはまたはコポリマコポリマコポリマコポリマかかかか

　　　　らららら作作作作られているられているられているられている

　　　　分離分離分離分離がががが容易容易容易容易でないでないでないでないラベルラベルラベルラベル、、、、マーキングマーキングマーキングマーキング、、、、ステッカステッカステッカステッカ

　　　　ーーーーなどはなどはなどはなどは、、、、それらがそれらがそれらがそれらが取取取取りりりり付付付付けられるけられるけられるけられる部分部分部分部分とととと同一同一同一同一のののの

　　　　材質材質材質材質であるかであるかであるかであるか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは VDI2243:1993VDI2243:1993VDI2243:1993VDI2243:1993
　　　　Part1,30/42(Part1,30/42(Part1,30/42(Part1,30/42(別表別表別表別表 2)12)12)12)1、、、、2222 またはまたはまたはまたは 3333 のののの適合性適合性適合性適合性をををを

　　　　満満満満たすたすたすたす

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材料材料材料材料リストリストリストリスト

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　４４４４））））
申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（２２２２２２２２））））

　　　　トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジまたはまたはまたはまたはトナートナートナートナー容器容器容器容器はははは、、、、貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵ああああ

　　　　るいはるいはるいはるいは取扱時取扱時取扱時取扱時ににににトナートナートナートナーがががが漏漏漏漏れれれれ出出出出すことがないようすことがないようすことがないようすことがないよう

　　　　にににに、、、、密封密封密封密封されているされているされているされている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ



45

　　　　機器機器機器機器のののの複写動作中複写動作中複写動作中複写動作中のののの粉塵粉塵粉塵粉塵のののの放散速度放散速度放散速度放散速度はははは、、、、

　　　　4.0mg/4.0mg/4.0mg/4.0mg/hhhh をををを越越越越えないえないえないえない

　（　（　（　（新試験新試験新試験新試験））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ4-1-54-1-54-1-54-1-5
（（（（２３２３２３２３））））     粉塵粉塵粉塵粉塵のののの室内空気中室内空気中室内空気中室内空気中のののの濃度濃度濃度濃度はははは、、、、 0.075mg/m 0.075mg/m 0.075mg/m 0.075mg/m3333 をををを

    越越越越えないえないえないえない

    （（（（旧試験旧試験旧試験旧試験））））

    □□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

測定方法測定方法測定方法測定方法・・・・実測値実測値実測値実測値

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　５５５５））））
申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

　　　　機器機器機器機器のののの複写動作中複写動作中複写動作中複写動作中ののののオゾンオゾンオゾンオゾンのののの放散速度放散速度放散速度放散速度はははは、、、、

　　　　2.0mg/2.0mg/2.0mg/2.0mg/hhhh をををを越越越越えないえないえないえない

　（　（　（　（新試験新試験新試験新試験））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ4-1-54-1-54-1-54-1-5
（（（（２４２４２４２４））））     オゾンオゾンオゾンオゾンのののの室内空気中室内空気中室内空気中室内空気中のののの濃度濃度濃度濃度はははは、、、、 0.0 0.0 0.0 0.0２２２２mg/mmg/mmg/mmg/m3333 をををを

    越越越越えないえないえないえない

    （（（（旧試験旧試験旧試験旧試験））））

        □□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

測定方法測定方法測定方法測定方法・・・・実測値実測値実測値実測値

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　５５５５）））） 申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

　　　　機器機器機器機器のののの複写動作中複写動作中複写動作中複写動作中のののの TVOCTVOCTVOCTVOC・・・・スチレンスチレンスチレンスチレン・・・・ベンゼベンゼベンゼベンゼ

　　　　ンンンンのののの放散速度放散速度放散速度放散速度はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ 10mg/10mg/10mg/10mg/hhhh、、、、
　　　　1.0mg/1.0mg/1.0mg/1.0mg/hhhh、、、、0.05mg/0.05mg/0.05mg/0.05mg/hhhh をををを越越越越えないえないえないえない

    かつかつかつかつ、、、、待機中待機中待機中待機中のののの TVOCTVOCTVOCTVOC のののの放散速度放散速度放散速度放散速度はははは、、、、卓上型卓上型卓上型卓上型

    機器機器機器機器についてはについてはについてはについては 1.0mg/1.0mg/1.0mg/1.0mg/hhhh、、、、自立型機器自立型機器自立型機器自立型機器についてについてについてについて

    はははは３３３３.0mg/.0mg/.0mg/.0mg/hhhh をををを越越越越えないえないえないえない

　（　（　（　（新試験新試験新試験新試験））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ4-1-54-1-54-1-54-1-5
（（（（２５２５２５２５））））

    スチレンスチレンスチレンスチレンのののの室内空気中室内空気中室内空気中室内空気中のののの濃度濃度濃度濃度はははは、、、、 0.0 0.0 0.0 0.0７７７７mg/mmg/mmg/mmg/m3333

    をををを越越越越えないえないえないえない

    （（（（旧試験旧試験旧試験旧試験））））

        □□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

測定方法測定方法測定方法測定方法・・・・実測値実測値実測値実測値

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　５５５５）））） 申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-64-1-64-1-64-1-6
（（（（２６２６２６２６））））

    製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類にににに物質物質物質物質エミッションエミッションエミッションエミッションにににに関関関関するするするする基準基準基準基準

 (23) (23) (23) (23)～～～～(25)(25)(25)(25)をををを満足満足満足満足することをすることをすることをすることを試験方法試験方法試験方法試験方法とととと前提条前提条前提条前提条

    件件件件とともにとともにとともにとともに記載記載記載記載しているしているしているしている。。。。

        □□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類のののの該当該当該当該当

部分部分部分部分
申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-64-1-64-1-64-1-6
（（（（２７２７２７２７））））

    製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類にににに物質物質物質物質エミッションエミッションエミッションエミッションにににに関関関関するするするする注意注意注意注意

    喚起喚起喚起喚起、、、、換気換気換気換気のののの励行励行励行励行をををを(26)(26)(26)(26)とととと同一同一同一同一のののの箇所箇所箇所箇所にににに記載記載記載記載しししし

    ているているているている。。。。

        □□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類のののの該当該当該当該当

部分部分部分部分
申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-64-1-64-1-64-1-6
（（（（２８２８２８２８））））

　　　　少少少少なくともなくともなくともなくとも 1111 種類以上種類以上種類以上種類以上、、、、古紙古紙古紙古紙パルプパルプパルプパルプ配合率配合率配合率配合率

　　　　100%100%100%100%のののの再生紙再生紙再生紙再生紙がががが使用可能使用可能使用可能使用可能であるであるであるである

　　　　　　　　メーカーメーカーメーカーメーカー（（（（代表代表代表代表 1111 種種種種）　：（　　　　　　　　　　　　））　：（　　　　　　　　　　　　））　：（　　　　　　　　　　　　））　：（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　銘柄銘柄銘柄銘柄（（（（代表代表代表代表 1111 種種種種）：（　　　　　　　　　　　　　　　））：（　　　　　　　　　　　　　　　））：（　　　　　　　　　　　　　　　））：（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ
原料証明書原料証明書原料証明書原料証明書 製紙事業者製紙事業者製紙事業者製紙事業者

　　　　修理修理修理修理のののの受託体制受託体制受託体制受託体制がががが整備整備整備整備されされされされ、、、、機器利用者機器利用者機器利用者機器利用者のののの依依依依

　　　　頼頼頼頼にににに応応応応じてじてじてじて修理修理修理修理をををを行行行行っているっているっているっている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-74-1-74-1-74-1-7
（（（（２９２９２９２９））））

　　　　体制体制体制体制のののの整備整備整備整備としてとしてとしてとして以下以下以下以下のののの点点点点にににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供

　　　　がなされているがなされているがなされているがなされている

　　　　　　　　・・・・修理修理修理修理をををを受託受託受託受託することのすることのすることのすることの情報提供情報提供情報提供情報提供

　　　　　　　　・・・・修理修理修理修理のののの範囲範囲範囲範囲（（（（サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容）、）、）、）、必要期間必要期間必要期間必要期間、、、、費費費費

　　　　　　　　　　　　　　　　用用用用、、、、機器利用者向機器利用者向機器利用者向機器利用者向けのけのけのけの対応方法対応方法対応方法対応方法、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは

　　　　　　　　　　　　　　　　必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを提供提供提供提供できるようなできるようなできるようなできるような連絡先連絡先連絡先連絡先

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類のののの該当該当該当該当

部分部分部分部分

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（３０３０３０３０））））

　　　　機器機器機器機器のののの保守保守保守保守ははははトレーニングトレーニングトレーニングトレーニングをををを受受受受けたけたけたけた人員人員人員人員、、、、またまたまたまた

　　　　はははは専門知識専門知識専門知識専門知識をををを有有有有するするするする人員人員人員人員のみがのみがのみがのみが行行行行なうなうなうなうシステムシステムシステムシステム

　　　　となっているとなっているとなっているとなっている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-74-1-74-1-74-1-7
（（（（３１３１３１３１））））

　　　　保守部品保守部品保守部品保守部品のののの供給期間供給期間供給期間供給期間はははは、、、、当該製品当該製品当該製品当該製品のののの製造停止製造停止製造停止製造停止

　　　　後後後後 7777 年以上年以上年以上年以上であるであるであるである

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類のののの該当該当該当該当

部分部分部分部分
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4-1-84-1-84-1-84-1-8
（（（（３２３２３２３２））））

　　　　製品製品製品製品のののの回収回収回収回収およびおよびおよびおよび部品部品部品部品のののの再使用再使用再使用再使用やややや材料材料材料材料ののののマテマテマテマテ

　　　　リアルリサイクルリアルリサイクルリアルリサイクルリアルリサイクルののののシステムシステムシステムシステムがありがありがありがあり、、、、再資源化再資源化再資源化再資源化でででで

　　　　きないきないきないきない部分部分部分部分はははは環境環境環境環境にににに調和調和調和調和したしたしたした方法方法方法方法でででで処理処理処理処理・・・・処分処分処分処分

　　　　しているしているしているしている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

説明資料説明資料説明資料説明資料（（（（回収回収回収回収システシステシステシステ

ムムムム、、、、再使用再使用再使用再使用・・・・マテリアルマテリアルマテリアルマテリアル

リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル・・・・再資源化再資源化再資源化再資源化のののの

内容内容内容内容、、、、処理能力処理能力処理能力処理能力、、、、処理処理処理処理

内容内容内容内容））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

　　　　感光体感光体感光体感光体ははははカドミウムカドミウムカドミウムカドミウム・・・・鉛鉛鉛鉛・・・・水銀水銀水銀水銀・・・・セレンセレンセレンセレン・・・・そのそのそのその化合化合化合化合

　　　　物物物物をををを処方構成成分処方構成成分処方構成成分処方構成成分としてとしてとしてとして含含含含まないまないまないまない

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-94-1-94-1-94-1-9
（（（（３３３３３３３３））））

　　　　　　　　　　　　カドミウムカドミウムカドミウムカドミウム・・・・カドミウムカドミウムカドミウムカドミウム化合物化合物化合物化合物のののの含有含有含有含有

　　　　　　　　　　　　鉛鉛鉛鉛・・・・鉛化合物鉛化合物鉛化合物鉛化合物のののの含有含有含有含有

　　　　　　　　　　　　水銀水銀水銀水銀・・・・水銀化合物水銀化合物水銀化合物水銀化合物のののの含有含有含有含有

　　　　　　　　　　　　セレンセレンセレンセレン・・・・セレンセレンセレンセレン化合物化合物化合物化合物のののの含有含有含有含有

　　　　□□□□有有有有／／／／□□□□無無無無

　　　　□□□□有有有有／／／／□□□□無無無無

　　　　□□□□有有有有／／／／□□□□無無無無

　　　　□□□□有有有有／／／／□□□□無無無無

4-1-94-1-94-1-94-1-9
（（（（３４３４３４３４））））

　　　　感光体感光体感光体感光体のののの回収回収回収回収およびそのおよびそのおよびそのおよびそのマテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクル

　　　　システムシステムシステムシステムがありがありがありがあり、、、、再資源化再資源化再資源化再資源化できないできないできないできない部分部分部分部分はははは環境環境環境環境

　　　　にににに調和調和調和調和したしたしたした方法方法方法方法でででで処理処理処理処理・・・・処分処分処分処分しているしているしているしている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

説明資料説明資料説明資料説明資料（（（（回収回収回収回収システシステシステシステ

ムムムム、、、、マテリアルリサイクマテリアルリサイクマテリアルリサイクマテリアルリサイク

ルルルル・・・・再資源化再資源化再資源化再資源化のののの内容内容内容内容、、、、

処理能力処理能力処理能力処理能力、、、、処理内容処理内容処理内容処理内容））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-104-1-104-1-104-1-10
（（（（３５３５３５３５））））

　　　　製品製品製品製品のののの包装包装包装包装にににに使用使用使用使用されるされるされるされるプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材料材料材料材料はははは、、、、

　　　　別表別表別表別表 5555 にににに掲掲掲掲げるげるげるげる特定特定特定特定フロンフロンフロンフロン(CFC5(CFC5(CFC5(CFC5 種種種種））））・・・・

　　　　そのそのそのその他他他他ＣＦＣＣＦＣＣＦＣＣＦＣ・・・・四塩化炭素四塩化炭素四塩化炭素四塩化炭素・・・・トリクロロエタントリクロロエタントリクロロエタントリクロロエタン・・・・代替代替代替代替

　　　　フロンフロンフロンフロン((((ＨＣＦＣＨＣＦＣＨＣＦＣＨＣＦＣ))))をををを使用使用使用使用していないしていないしていないしていない

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

証明書証明書証明書証明書

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　６６６６））））

包装包装包装包装にににに使用使用使用使用されされされされ

るるるるプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材材材材

料製造事業者料製造事業者料製造事業者料製造事業者

またはまたはまたはまたは

製品組立工場製品組立工場製品組立工場製品組立工場のののの

責任者責任者責任者責任者（（（（工場長工場長工場長工場長））））

包装材包装材包装材包装材リストリストリストリスト

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　７７７７））））
申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

およびおよびおよびおよび

4-1-104-1-104-1-104-1-10
（（（（３６３６３６３６））））

　　　　製品製品製品製品のののの包装包装包装包装にににに使用使用使用使用されるされるされるされるプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材料材料材料材料はははは、、、、

　　　　ハロゲンハロゲンハロゲンハロゲン系元素系元素系元素系元素でででで構成構成構成構成されるされるされるされる樹脂樹脂樹脂樹脂およびおよびおよびおよび有機有機有機有機ハハハハ

　　　　ロゲンロゲンロゲンロゲン化合物化合物化合物化合物をををを処方構成成分処方構成成分処方構成成分処方構成成分としてとしてとしてとして添加添加添加添加していしていしていしてい

　　　　ないないないない

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ 証明書証明書証明書証明書

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　８８８８））））

包装材製造事業包装材製造事業包装材製造事業包装材製造事業

者者者者

またはまたはまたはまたは

製品組立工場製品組立工場製品組立工場製品組立工場のののの

責任者責任者責任者責任者（（（（工場長工場長工場長工場長））））

4-1-104-1-104-1-104-1-10
（（（（３７３７３７３７））））

　　　　製品製品製品製品のののの包装包装包装包装はははは、、、、省資源省資源省資源省資源・・・・再使用再使用再使用再使用・・・・リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの容容容容

　　　　易易易易さにさにさにさに考慮考慮考慮考慮されているされているされているされている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

説明書説明書説明書説明書（（（（包装状態包装状態包装状態包装状態、、、、包包包包

装材料装材料装材料装材料、、、、包装材包装材包装材包装材のののの原材原材原材原材

料名料名料名料名をををを確認確認確認確認できるできるできるできる説明説明説明説明

およびおよびおよびおよび、、、、考慮考慮考慮考慮したしたしたした内容内容内容内容

のののの具体的具体的具体的具体的なななな説明説明説明説明およびおよびおよびおよび

図図図図））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

　　　　製品製品製品製品のののの電力消費電力消費電力消費電力消費はははは、、、、各機器各機器各機器各機器毎毎毎毎にににに以下以下以下以下のののの①①①①～～～～③③③③

　　　　にににに適合適合適合適合するするするする

　　　　①①①①複写機複写機複写機複写機（（（（86868686 枚枚枚枚////分以上分以上分以上分以上のののの複写複写複写複写がががが可能可能可能可能なななな複写機複写機複写機複写機

あるいはあるいはあるいはあるいはｶﾗｰｶﾗｰｶﾗｰｶﾗｰ複写機複写機複写機複写機））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒別表別表別表別表６６６６をををを満満満満たすたすたすたす

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

複写機複写機複写機複写機（（（（上記上記上記上記をををを除除除除くくくく複写機複写機複写機複写機））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒別表別表別表別表６６６６かつかつかつかつ別表別表別表別表７７７７をををを満満満満たすたすたすたす

□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　　　　　大判複写機大判複写機大判複写機大判複写機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒別表別表別表別表８８８８をををを満満満満たすたすたすたす

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-114-1-114-1-114-1-11
（（（（３８３８３８３８））））

　　　　②②②②複合機複合機複合機複合機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒別表別表別表別表９９９９をををを満満満満たすたすたすたす

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

証明書証明書証明書証明書

（（（（記入例記入例記入例記入例１１１１１１１１））））
申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））



47

　　　　　　　　大判複合機大判複合機大判複合機大判複合機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒別表別表別表別表１０１０１０１０をををを満満満満たすたすたすたす

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　③③③③拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機

（（（（86868686 枚枚枚枚////分以上分以上分以上分以上のののの複写複写複写複写がががが可能可能可能可能なものあるいはなものあるいはなものあるいはなものあるいはｶﾗｶﾗｶﾗｶﾗ

ｰーーー複写複写複写複写がががが可能可能可能可能なななな拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒別表別表別表別表１１１１１１１１をををを満満満満たすたすたすたす

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機

（（（（上記上記上記上記をををを除除除除くくくく拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒別表別表別表別表７７７７かつかつかつかつ１１１１１１１１をををを満満満満たすたすたすたす

□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　　　　　拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのある大判大判大判大判デジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒⇒⇒⇒別表別表別表別表１２１２１２１２をををを満満満満たすたすたすたす

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-124-1-124-1-124-1-12
（（（（３９３９３９３９））））

　　　　騒音騒音騒音騒音はははは、、、、ISO7779ISO7779ISO7779ISO7779（（（（一致規格一致規格一致規格一致規格 JISX7779:2001JISX7779:2001JISX7779:2001JISX7779:2001））））
　　　　にににに規定規定規定規定するするするする測定方法測定方法測定方法測定方法にににに従従従従いいいい得得得得られたられたられたられた実測値実測値実測値実測値にににに

　　　　基基基基づきづきづきづき、ＩＳＯ、ＩＳＯ、ＩＳＯ、ＩＳＯ9296(9296(9296(9296(一致規格一致規格一致規格一致規格ＪＩＳ　ＸＪＩＳ　ＸＪＩＳ　ＸＪＩＳ　Ｘ7778:2001)7778:2001)7778:2001)7778:2001)
　　　　のののの規定規定規定規定するするするする「「「「表示表示表示表示ＡＡＡＡ特性音響特性音響特性音響特性音響パワーレベルパワーレベルパワーレベルパワーレベル LLLLＷＡＷＡＷＡＷＡ

　　Ｄ　　Ｄ　　Ｄ　　Ｄ」」」」のののの値値値値がががが認定基準認定基準認定基準認定基準にににに示示示示すすすす式式式式をををを満足満足満足満足しししし、、、、7.5B7.5B7.5B7.5B をををを

　　　　超超超超えないえないえないえない

　（　（　（　（大判大判大判大判(A2(A2(A2(A2 判以上判以上判以上判以上))))機機機機のののの複写枚数換算特例複写枚数換算特例複写枚数換算特例複写枚数換算特例ありありありあり））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

音響音響音響音響パワーレベルパワーレベルパワーレベルパワーレベル値値値値

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　５５５５））））
申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

　　　　複写速度複写速度複写速度複写速度 45454545 枚枚枚枚////分以上分以上分以上分以上のののの機器機器機器機器にあってはつねにあってはつねにあってはつねにあってはつね

　　　　にににに、、、、自動的自動的自動的自動的にににに両面両面両面両面にににに複写複写複写複写するするするする装置装置装置装置（（（（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる

　　　　DuplexDuplexDuplexDuplex 装置装置装置装置））））をををを備備備備えているえているえているえている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ4-1-134-1-134-1-134-1-13
（（（（４０４０４０４０））））

　　　　複写速度複写速度複写速度複写速度 20202020 枚枚枚枚////分分分分からからからから 44444444 枚枚枚枚////分分分分までのまでのまでのまでの機器機器機器機器はははは、、、、

　　　　DuplexDuplexDuplexDuplex 装置装置装置装置をををを備備備備えているかえているかえているかえているか、、、、またはまたはまたはまたは後付後付後付後付できるできるできるできる

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

試験報告書試験報告書試験報告書試験報告書 申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

　　　　□□□□取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書（（（（ユーザマニュアルユーザマニュアルユーザマニュアルユーザマニュアル））））がががが国内製造国内製造国内製造国内製造

　　　　　　　　取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書（（（（ユーザマニュアルユーザマニュアルユーザマニュアルユーザマニュアル））））はははは、、、、エコマーエコマーエコマーエコマー

　　　　　　　　クククク認定基準認定基準認定基準認定基準「「「「紙製紙製紙製紙製のののの印刷物印刷物印刷物印刷物」」」」にににに適合適合適合適合しているしているしているしている

　　（　　（　　（　　（ホットメルトホットメルトホットメルトホットメルト接着剤接着剤接着剤接着剤のののの使用特例使用特例使用特例使用特例ありありありあり））））

　　　　
　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

エコマークエコマークエコマークエコマーク認定基準認定基準認定基準認定基準

「「「「紙製紙製紙製紙製のののの印刷物印刷物印刷物印刷物」」」」

付属証明書付属証明書付属証明書付属証明書

（（（（記入例記入例記入例記入例 12.12-1,12-212.12-1,12-212.12-1,12-212.12-1,12-2））））
をををを参照参照参照参照

同左同左同左同左

4-1-144-1-144-1-144-1-14
（（（（４４４４1111）））） 　　　　□□□□取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書（（（（ユーザマニュアルユーザマニュアルユーザマニュアルユーザマニュアル））））がががが海外製造海外製造海外製造海外製造

　　　　　　　　
・ パルプパルプパルプパルプのののの漂白工程漂白工程漂白工程漂白工程においてにおいてにおいてにおいて塩素塩素塩素塩素ガスガスガスガスをををを使用使用使用使用

　　　　　　　　していないしていないしていないしていない

・ 古紙古紙古紙古紙リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの阻害要因阻害要因阻害要因阻害要因としてとしてとしてとして定定定定めるめるめるめる材料材料材料材料

　　　　　　　　のののの使用使用使用使用がないがないがないがない

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-144-1-144-1-144-1-14
（（（（４４４４2222））））

　　　　製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類ににににユーザユーザユーザユーザ情報情報情報情報をををを明記明記明記明記しているしているしているしている

　　　　　　　　・・・・機器機器機器機器のののの設置条件設置条件設置条件設置条件

　　　　　　　　・・・・使用後使用後使用後使用後のののの製品製品製品製品ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル情報情報情報情報

　　　　　　　　・・・・使用後使用後使用後使用後のののの製品製品製品製品のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ場所場所場所場所

　　　　　　　　・・・・使用後使用後使用後使用後ののののＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣキットキットキットキット／／／／感光体感光体感光体感光体ドラムドラムドラムドラム／／／／トナートナートナートナー

　　　　　　　　　　　　容器等容器等容器等容器等（（（（トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジ含含含含むむむむ））））のののの

　　　　　　　　　　　　回収回収回収回収、、、、再使用再使用再使用再使用、、、、マテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクル、、、、再資源再資源再資源再資源

　　　　　　　　　　　　化化化化、、、、またはまたはまたはまたは廃棄物処理情報廃棄物処理情報廃棄物処理情報廃棄物処理情報

　　　　　　　　・・・・使用後使用後使用後使用後のののの二次電池二次電池二次電池二次電池のののの回収回収回収回収・・・・再使用再使用再使用再使用・・・・マテリアマテリアマテリアマテリア

　　　　　　　　　　　　ルリサイクルルリサイクルルリサイクルルリサイクル・・・・再資源化再資源化再資源化再資源化またはまたはまたはまたは廃棄物処理情廃棄物処理情廃棄物処理情廃棄物処理情

　　　　    　　　　　　　　報報報報

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類のそれぞのそれぞのそれぞのそれぞ

れのれのれのれの該当部分該当部分該当部分該当部分
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・ 機器機器機器機器のののの保守保守保守保守とととと清掃清掃清掃清掃にににに関関関関しししし、、、、必要必要必要必要なななな対策対策対策対策とそのとそのとそのとその

頻度頻度頻度頻度

・ 用紙用紙用紙用紙にににに古紙古紙古紙古紙パルプパルプパルプパルプ配合率配合率配合率配合率 100%100%100%100%のののの再生紙再生紙再生紙再生紙がががが

使用使用使用使用できることできることできることできること

・ 保証履行保証履行保証履行保証履行のののの期限期限期限期限

・ 機器機器機器機器のののの各運転各運転各運転各運転モードモードモードモードにおけるにおけるにおけるにおけるエネルギエネルギエネルギエネルギ消費消費消費消費

およびおよびおよびおよび省省省省エネルギーオプションエネルギーオプションエネルギーオプションエネルギーオプション

・ 機器機器機器機器がががが両面両面両面両面にににに複写複写複写複写するするするする機能機能機能機能をををを備備備備えているえているえているえている、、、、まままま

たはたはたはたは後付後付後付後付できることできることできることできること

・ 製品添付書類以外製品添付書類以外製品添付書類以外製品添付書類以外のののの詳細詳細詳細詳細なななな製品情報製品情報製品情報製品情報のののの参参参参

照先照先照先照先（（（（電子媒体電子媒体電子媒体電子媒体などなどなどなど））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ
4-1-154-1-154-1-154-1-15
（（（（４３４３４３４３））））

　　　　機器機器機器機器はははは「「「「電気用品取締法電気用品取締法電気用品取締法電気用品取締法　　　　技術基準省令技術基準省令技術基準省令技術基準省令 1111 項項項項」」」」

　　　　またはまたはまたはまたは「「「「省令省令省令省令 2222 項項項項」（」（」（」（あるいはあるいはあるいはあるいは同等同等同等同等のののの技術基準技術基準技術基準技術基準））））

　　　　にににに適合適合適合適合するするするする

　　　　またはまたはまたはまたは

　　　　第三者認証第三者認証第三者認証第三者認証（（（（SSSS ﾏｰｸﾏｰｸﾏｰｸﾏｰｸ等等等等））））をををを取得取得取得取得しているしているしているしている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-154-1-154-1-154-1-15
（（（（４４４４４４４４））））

　　　　機器機器機器機器ははははＶＣＣＩ（ＶＣＣＩ（ＶＣＣＩ（ＶＣＣＩ（情報処理装置等電磁障害自主情報処理装置等電磁障害自主情報処理装置等電磁障害自主情報処理装置等電磁障害自主

　　　　規制協議会規制協議会規制協議会規制協議会））））自主規制措置自主規制措置自主規制措置自主規制措置にににに適合適合適合適合しているしているしているしている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ
適合確認届出書適合確認届出書適合確認届出書適合確認届出書

証明書証明書証明書証明書（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　１３１３１３１３））））
製品組立工場製品組立工場製品組立工場製品組立工場のののの

責任者責任者責任者責任者（（（（工場長工場長工場長工場長））））

証明書証明書証明書証明書（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　１３１３１３１３））））
終終終終サーキットボサーキットボサーキットボサーキットボ

ードサプライヤードサプライヤードサプライヤードサプライヤ
4-1-164-1-164-1-164-1-16
（（（（４５４５４５４５））））

　　　　 終製造段階終製造段階終製造段階終製造段階・・・・製品製品製品製品またはまたはまたはまたはサーキットボードサーキットボードサーキットボードサーキットボード

　　　　終供給段階終供給段階終供給段階終供給段階・・・・部品再使用部品再使用部品再使用部品再使用のためののためののためののための洗浄洗浄洗浄洗浄においにおいにおいにおい

　　　　てててて、、、、別表別表別表別表にににに掲掲掲掲げるげるげるげる特定特定特定特定フロンフロンフロンフロン((((ＣＦＣＣＦＣＣＦＣＣＦＣ5555 種種種種))))・・・・そのそのそのその他他他他

　　　　CFCCFCCFCCFC・・・・四塩化炭素四塩化炭素四塩化炭素四塩化炭素・・・・トリクロロエタントリクロロエタントリクロロエタントリクロロエタン・・・・代替代替代替代替フロンフロンフロンフロン

　　　　((((ＨＣＦＣＨＣＦＣＨＣＦＣＨＣＦＣ))))をををを使用使用使用使用していないしていないしていないしていない

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

証明書証明書証明書証明書（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　１３１３１３１３））））

再使用部品再使用部品再使用部品再使用部品のののの洗洗洗洗

浄事業所浄事業所浄事業所浄事業所のののの責任責任責任責任

者者者者（（（（工場長工場長工場長工場長））））

4-1-164-1-164-1-164-1-16
（（（（４６４６４６４６））））

　　　　製造製造製造製造にあたりにあたりにあたりにあたり関連関連関連関連するするするする環境法規環境法規環境法規環境法規・・・・公害遵守協定公害遵守協定公害遵守協定公害遵守協定

　　　　などになどになどになどに過去過去過去過去 5555 年間違反年間違反年間違反年間違反していないしていないしていないしていない

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ
証明書証明書証明書証明書（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　１４１４１４１４））））

製品組立工場製品組立工場製品組立工場製品組立工場のののの

工場長工場長工場長工場長
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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：

                                               企業名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担当者名：　　　　　　　　　　印

　　　

プラスチックのマーキング部品リスト

申請商品ブランド名：

使用個所
プラスチック

製造者

プラスチック

製品名
マーキング

重量 25ｇ以上かつ
平ら面積 200mm2以上に

該当

例：ソータ部品 例：㈱エコマーク 例：ECO-123 例：＞ABS＜ 例：○

＊マーキングはＩＳＯ１１４６９（一致規格 JIS　K6999：2000）に適合しています。

記入例 1
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以上

記 入 例 2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

トナートナートナートナー中中中中のののの有害物質有害物質有害物質有害物質
申請商品申請商品申請商品申請商品ブランドブランドブランドブランド名名名名：：：：

トナーに含まれる有害物質について、下表のとおり証明します。

分類 物質 含有有無

重金属

カドミウム、カドミウム化合物

鉛、鉛化合物

水銀、水銀化合物

六価クロム、六価クロム化合物

有／無

分解によって生成してはならないアミンリスト

アゾ

着色剤

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-ジアミノアニソール
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
o-アニシジン
4-アミノアゾベンゼン

有／無

EC 理事会指令 67/548/EEC の付属書Ⅰにより以下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（発がん性の限定的な証拠がある）　　　　　 R45（発がん性がある）

R46（遺伝的な障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）

R68（不可逆的な危害の可能性がある）

有／無

IARC の発がん物質(グループ 1･2A･2B)に分類されている物質(カーボンブラック除く) 有／無

EC 理事会指令 67/548/EEC の付属書Ⅱにより定められた、危険シンボルを製品全体として表示

する必要性を生じさせる物質
有／無

その他

EC 理事会指令 67/548/EEC の付属書Ⅲにより定められた、R43（皮膚接触すると炎症を引き起

こす可能性がある）を製品全体として表示する必要性を生じさせる物質
有／無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　　　印

　　　

プラスチック材料リスト（トナーカートリッジ／トナー容器）

申込商品名：

　　　　　　　　　　　

申込商品に使用されているトナーカートリッジ／トナー容器のプラスチック製部品は、以下

に示すように一つホモポリマまたはコポリマから作られている。

また、分離が容易でないラベル、マーキング、ステッカーなどは、それらが取り付けられる

部分と同一の材質であるか、あるいは VDI2243:1993　Part1,30/42（別表 2）１、２または３

の適合性を満たしている。

部品名 プラスチック製造者 プラスチック製品名 材質名

（例）筐体 （例）株式会社エコマーク （例）　ECO-ABS　　E1000

ラベル・マーキング・ステッカーなどについて

（該当する方に○を付してください。）

分離が容易でないラベル、マーキング、ステッカーなどは

貼付部分と同一材質である、もしくは VDI2243を満たす
同一である／同一ではない

（満たす／満たさない）

記入例 4
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

適合証明書（有害物質の放散・騒音）
申請商品ブランド名：

型式（機種）名：

上記機種は、有害物質の放散（Aまたは Bのいずれかの測定方法をお選びください）および
騒音について、認定基準値に適合していることを証明します。

１．有害物質の放散（下記 Aまたは Bへの適合を示してください。）
A日本事務機械工業会（JBMS－66）またはブルーエンジェル（RAL-UZ-62:2002の付録 4）
（粉塵、オゾン、スチレン）

基準値 実測値 適合可否

  粉塵の放散 ＜０．０７５ｍｇ／m3   　　　　ｍｇ／m3

  オゾンの放散 ＜０．０２  ｍｇ／m3   　　　　ｍｇ／m3

  スチレンの放散 ＜０．０７  ｍｇ／m3   　　　　ｍｇ／m3

Bブルーエンジェル（RAL-UZ-62:2003の付録４）または JIS　X6936
（粉塵、オゾン、スチレン、TVOC、ベンゼン）

基準値 実測値 適合可否

  粉塵の放散 ＜４．０ｍｇ／ｈ（複写動作中）  　　　　ｍｇ／ｈ
  オゾンの放散 ＜２．０ｍｇ／ｈ（複写動作中）  　　　　ｍｇ／ｈ
 スチレンの放散 ＜１．０ｍｇ／ｈ（複写動作中）  　　　　ｍｇ／ｈ
 ベンゼンの放散 ＜０．０５ｍｇ／ｈ（複写動作中）   　　　 ｍｇ／ｈ

＜１０ｍｇ／ｈ（複写動作中）  　　　　ｍｇ／ｈ
＜１．０ｍｇ／ｈ（待機中）＊１          ｍｇ／ｈ  TVOCの放散
＜３．０ｍｇ／ｈ（待機中）＊２  　　　　ｍｇ／ｈ

＊１：卓上型機器、  ＊２：自立型機器

２．騒音

LWAD　算出方法 LWAD　算出結果（B） 適合可否

複写機 ≦０．０３ｃｐｍ+５．９   　　　　
複合機・拡張性のある

デジタル複写機
≦０．０３５ｃｐｍ+５．９   　　　　

ただし、７．５Bを越えないこととする。                                      以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記入例 5
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                                                      日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者役職名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（製品組立工場発行の場合は工場長であること）

適合証明書
申請商品ブランド名：
申込商品の包装に使用されるプラスチック材料は、下表に掲げる特定フロン（CFC5 種）、そ
の他 CFC、四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン（ここでは HCFC をさす）の使用
がないことを証明します。

トリクロロフルオロメタン クロロトリフルオロエタン

ジクロロジフルオロメタン ジクロロフルオロエタン

トリクロロトリフルオロエタン クロロジフルオロエタン

ジクロロテトラフルオロエタン クロロフルオロエタン

特定フロン

（CFC5種）

クロロペンタフルオロエタン ヘキサクロロフルオロプロパン

クロロトリフルオロメタン ペンタクロロジフルオロプロパン

ペンタクロロフルオロエタン テトラクロロトリフルオロプロパン

テトラクロロジフルオロエタン トリクロロテトラフルオロプロパン

ヘプタクロロフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン

ヘキサクロロジフルオロプロパン クロロヘキサフルオロプロパン

ペンタクロロトリフルオロプロパン ペンタクロロフルオロプロパン

テトラクロロテトラフルオロプロパン テトラクロロジフルオロプロパン

トリクロロペンタフルオロプロパン トリクロロトリフルオロプロパン

ジクロロヘキサフルオロプロパン ジクロロテトラフルオロプロパン

その他の

CFC

クロロヘプタフルオロプロパン クロロペンタフルオロプロパン

四塩化炭素 テトラクロロフルオロプロパン

1,1,1-トリクロロエタン トリクロロジフルオロプロパン

ジクロロフルオロメタン ジクロロトリフルオロプロパン

クロロジフルオロメタン クロロテトラフルオロプロパン

クロロフルオロメタン トリクロロフルオロプロパン

テトラクロロフルオロエタン ジクロロジフルオロプロパン

トリクロロジフルオロエタン クロロトリフルオロプロパン

ジクロロトリフルオロエタン ジクロロフルオロプロパン

クロロテトラフルオロエタン クロロジフルオロプロパン

トリクロロフルオロエタン

代替フロン

（HCFC）

クロロフルオロプロパン

代替フロン

（HCFC）

ジクロロジフルオロエタン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記入例　6
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    日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　　印

　　　

包装材リスト（ハロゲン添加）

申請商品ブランド名：

製品の包装に使用しているプラスチック材料について、以下の通り証明します。

包装材名 包装材製造者
ハロゲン系ポ

リマの添加

有機ハロゲン化合

物の添加

包装材製造者の

証明書添付

例：緩衝材 A 例：㈱エコマーク 　無し 　無し 　　無し

＊ 各包装材製造者の証明書は、製品組立工場の責任者（工場長）発行の証明書で代替
可能です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

記入例 7
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      発行者名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者役職名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（製品組立工場発行の場合は工場長であること）

　　　

適合証明書

申請商品ブランド名：
包装材名：

申込商品の包装に使用されるプラスチック製の包装材は、下記のことに適合していることを

証明します。

記

ハロゲン系元素で構成されるポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構成成分とし
て添加していない。

以上

＊ 別途ご提出のプラスチック製包装材リストと対応する包装材名を記載してくださ
い。
　　
・機器組立工場の工場長様ご発行の場合には、具体的な包装材名のご記載を省略可能
です。

・包装材製造事業者様ご発行の場合には、貴社包装材名を列記してください。

記入例 8
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　記 入 例１２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

適合証明書（基準エネルギー消費効率・低電力消費・両面コピー）

申込型式（機種）名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

複写速度（画像再生速度）　　A4／A3／B4／A3Y　　　　　　　　　　　　　　枚／分

DUPLEX装置（自動的に両面に複写する装置）　　　有り　／　後付可能　／　無し

エネルギー消費効率に関する｢複写機｣および｢拡張性のあるデジタル複写機｣に係る基準

別表７　（4-1-11(38)①、③）
　　　　 基準エネルギー消費効率　（Ｗh/h）複写速度(１分当たり

の複写枚数ＣＰＭ) Ａ４機 Ｂ４機 Ａ３機 Ａ３Ｙ機

　　～１０ 　１１ ― ― ―

１１～２０   １７ ― 　５５ ―

２１～３０ ― ― 　９９ ―

３１～４０ ― ― １２５ ―

４１～５０ ― ― １７６ ―

５１～６０ ― ― ２０５ ―

６１～７０ ― ― ２５７ ―

７１～８０ ― ―  ２８６ ―

基準値

８１～８５ ― ―  ３６９  ４８３

実測値 　　　　　　CPM 　　　　Wh/h 　　　　Wh/h 　　　 Wh/h 　　　　Wh/h

＊ 上記の別表６において、該当する基準値が「―」である場合には実測値欄への記載は不要

です。上記の別表６への該当／非該当にかかわらず、型式（機種）の実測値を次ページの

表中に記載してください。

記入例 11(1/2)
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下記三種類の表より、該当する表を一つお選びのうえ、実測値欄に記載してください。

｢複写機｣、｢大判複写機｣の場合（別表6･8）　（4-1-11(38)①）
複写速度

(CPM:1分当たり
の複写枚数)

低電力モード
消費電力

低電力ﾓー ﾄ゙
への

移行時間

低電力ﾓー ﾄ゙
からの
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモード
への
移行時間

実測値    　　　CPM 　　　　　　　Ｗ 　　　　分 　　　　　 秒 　　　Ｗ 　　　分

｢複合機｣、｢大判複合機｣の場合（別表9･10）　（4-1-11(38)②）
画像再生速度

(IPM:1分当たり
の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モードか

らの復帰時間
スリープモード
消費電力

スリープモード

への移行時間

実測値 　　　　　　IPM 　　　　　 W 　　　　　　秒 　　  Ｗ 　　　　分

｢拡張性のあるデジタル複写機｣、｢拡張性のある大判デジタル複写機｣の場合（別表11･12）
（4-1-11(38)③）

画像再生速度
(IPM:1分当たり
の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
か ら の
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモードへ
の

移行時間

実測値 　　　　　IPM 　　　　　　Ｗ 　　　　　秒   　　Ｗ 　　　　分

別表６、８～１２に関する備考

１． 消費電力の測定方法についてはエナジースター運用細則別表第 2による。
２． 低電力モードの消費電力が常にオフモード又はスリープモードの消費電力を満たす場

合は、オフモード又はスリープモードを備える必要はない。

別表９～１２に関する備考

　１．低電力モードへの移行時間は 15分以下にセットして出荷すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記入例 11(2/2)
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　記入例１２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          企業名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　　　印

　　　　　  
取扱説明書に関する「紙製の印刷物」への適合

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

6.(2)著作権法、刑法、

　　出版業界自主規制

　「著作権法、刑法および出版業界自主規制など

　への違反のない」ことに

□適合する／□適合しない

（該当する事項をチェックして下さい）
　使用している用紙がエコマーク認定用紙である
　場合は、以下に正式な認定ブランド名と認定番
号
　を記載してください。エコマーク認定用紙でな
い
　場合は、右の添付証明書が必要です。

エコマーク認定

ブランド名

エコマーク

認定番号

4-1.(1)用紙

エコマーク商品類型

No.107「印刷用紙

Version2.0」の認定基

準の全項目に適合する

ことを示す証明書

製紙事業者

　使用しているインキがエコマーク認定インキで
　ある場合は、以下に正式な認定ブランド名と認
定
　番号を記載してください。エコマーク認定イン
キ
　でない場合は、右の添付証明書が必要です。

エコマーク認定

ブランド名

エコマーク

認定番号

4-1.(2)インキ

エコマーク商品類型

No.102「印刷インキ

Version2.0」の認定基

準 4-1(1)～(7)および

4-2（10）に適合すること

を示す証明書

製造事業者

4-1.(2)PRTR 法

　紙以外の材料（インキ、接着剤など）の PRTR
　法における第１種指定化学物質もしくは第２種

　指定化学物質の処方構成成分としての使用

　有無

　□ある／□ない

（該当する事項をチェックして下さい）

当該物質名を記載した

証明書
申込者



59

　　ある場合は右の添付証明書が必要です。

4-1.(3)ハロゲン系元素

　　　　樹脂

ハロゲン系元素の使用有無

　□ある／□ない

　（該当する事項をチェックして下さい）

4-1.(４)環境法規

印刷事業者名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

製本事業者名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊ 書ききれない場合は別紙で提示してください

＊

証明書（記入例１２－１）
印 刷 ・ 製 本

工場長

　禁忌品の使用有無

□ある／□ない

（該当する事項をチェックして下さい）

＊別表１で使用が認められているものは除く

製本の方法と使用素材

に関する証明書

（例.針金による中綴じ）

申込者

表面加工の有無

□ある／□ない

（該当する事項をチェックして下さい）

ある場合は右の添付証明書が必要です。

加工剤の原料名、加工

剤が水溶性であるかの

証明書

申込者

4-1.(5)リサイクル阻害

　　　　要因

　接着剤の使用有無

　□ある／□ない

　　　（該当する事項をチェックして下さい）

　ある場合は右の添付証明書が必要です。

接着剤の原料名、別表

１で使用が認められて

いるものに該当すること

を示す具体的な証明書

。ただし、ホットメル

ト接着剤の使用を認

める

申込者

4-1.(7)リサイクルへの

　　　配慮に関する情報

＊エコマーク下段表示

　とは別です

表 示 予 定 設 計 図 の

提出（書式自由・原

稿）

申込者

4-2.(1)製品の品質

自社規格に適合してい

ることの証明書

　（記入例１２－２）

印 刷 ・ 製 本

工場長
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者名（個人名）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者役職名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工場長であること）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境法規遵守証明書

申請商品ブランド名：

申込商品の取扱説明書（ユーザマニュアル）の　印刷／製本（〇印を付けてください）
にあたって、下記のことに適合していることを証明します。

記

製造工程において、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などに
ついて、関連する環境法規および公害防止協定などを申込時より過去５年間（※）遵
守していること。
関連法規　例　大気汚染防止法
　　　　　　　水質汚濁防止法
　　　　　　　騒音規制法
　　　　　　　振動規制法
　　　　　　　悪臭防止法
　　　　　　　○○県○○環境保全条例
　　　　　　　○○市公害防止協定

以上
（※）創業以来違反がないという内容でも結構です

発行者が工場長以外の役職の場合は、工場長の役職に相当する、もしくは工場長の役
職を兼務していることを必ず明記してください。
本証明書の発行日の有効期限は、製品のエコマークへの申込より３ヶ月程度とします。

工場が該当する法律名を記載する

工場の立地する地域の条例や協定が

存在する場合にはその名称を記載す

記入例 １２－１
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記 入 例１２－２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者名（個人名）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者役職名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工場長であること）

　　　

自社規格品質管理証明書

申請商品ブランド名：

申込商品の取扱説明書（ユーザマニュアル）については、別紙（実際の品質管理項目
を説明する資料）の品質管理項目に基づいて、商品を管理し、品質管理基準に適合す
る商品のみを出荷することを証明します。

発行者が工場長もしくは工場長の役職にあたるもしくは兼務していることを必ず明
記してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      発行者名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者役職名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（製品組立工場、再使用部品の洗浄事業所発行の証明書は工場長であること）

適合証明書
申請商品ブランド名：

申込商品の（最終製造段階／サーキットボード最終供給段階／部品の再使用のための洗浄）において、下表に掲

げる特定フロン（CFC5 種）、その他 CFC、四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン（ここでは HCFC

をさす）の使用がないことを証明します。

トリクロロフルオロメタン クロロトリフルオロエタン

ジクロロジフルオロメタン ジクロロフルオロエタン

トリクロロトリフルオロエタン クロロジフルオロエタン

ジクロロテトラフルオロエタン クロロフルオロエタン

特定フロン

（CFC5種）

クロロペンタフルオロエタン ヘキサクロロフルオロプロパン

クロロトリフルオロメタン ペンタクロロジフルオロプロパン

ペンタクロロフルオロエタン テトラクロロトリフルオロプロパン

テトラクロロジフルオロエタン トリクロロテトラフルオロプロパン

ヘプタクロロフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン

ヘキサクロロジフルオロプロパン クロロヘキサフルオロプロパン

ペンタクロロトリフルオロプロパン ペンタクロロフルオロプロパン

テトラクロロテトラフルオロプロパン テトラクロロジフルオロプロパン

トリクロロペンタフルオロプロパン トリクロロトリフルオロプロパン

ジクロロヘキサフルオロプロパン ジクロロテトラフルオロプロパン

その他の

CFC

クロロヘプタフルオロプロパン クロロペンタフルオロプロパン

四塩化炭素 テトラクロロフルオロプロパン

1,1,1-トリクロロエタン トリクロロジフルオロプロパン

ジクロロフルオロメタン ジクロロトリフルオロプロパン

クロロジフルオロメタン クロロテトラフルオロプロパン

クロロフルオロメタン トリクロロフルオロプロパン

テトラクロロフルオロエタン ジクロロジフルオロプロパン

トリクロロジフルオロエタン クロロトリフルオロプロパン

ジクロロトリフルオロエタン ジクロロフルオロプロパン

クロロテトラフルオロエタン クロロジフルオロプロパン

トリクロロフルオロエタン

代替フロン

（HCFC）

クロロフルオロプロパン

代替フロン

（HCFC）

ジクロロジフルオロエタン

記入例　13
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者役職名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工場長であること）

　　　

適合証明書

申請商品ブランド名：

申込商品の製造にあたって、下記のことに適合していることを証明しま
す。

記

１． 製造工程において、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出
などについて、関連する環境法規および公害防止協定などを申込時より過去○
○年間（※）遵守していること。

　関連法規　例　大気汚染防止法

　水質汚濁防止法

　騒音規制法

　振動規制法

　悪臭防止法

　○○県○○環境保全条例

　○○市公害防止協定

以上

（※）創業以来違反がないという内容でも結構です

発行者が工場長もしくは工場長の役職にあたるもしくは兼務していることを必ず明
記してください。

工場が該当する法律名を記載すること

工場の立地する地域の条例や協定が存在す

る場合にはその名称を記載すること

記入例 14



　　　　　記入表A 日付：
企業名：

25g以上の筐体プラスチック製部品に使用しているプラスチック材料リスト 担当者名： 印

申請商品ブランド名：

No. 部品名称
プラスチック
製造者 プラスチック製品名 材質名

ハロゲ
ンポリマ
の含有

有機ハロ
ゲン化合
物の添加

難燃剤
の添加 難燃剤成分の名称

難燃剤の
CAS　No.

難燃剤のISOコー
ド

認定基準
(7)規制物
質の添加

適用除外の理
由（下記①～④
より選択）

例示例：筐体 例：〇〇㈱ 例：〇〇ABS　E100 無し 無し 無し 非該当 非該当 非該当 有り ③
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

適用除外の要件： ①プラスチック材料の物性改善のために使用される有機フッ素系添加剤（ただし含有量は0.5重量%を越えていない）
②PTFEなどのフッ素化プラスチックである
③加熱および定着ユニットの直接の近傍に組み込まれるプラスチック製部品
④認定基準（8）に基づきマーキングのなされた再使用大型プラスチック部品である

６４



項目

サブアッセンブリ

筺体部品

電気・電子サブアッ
センブリー

機械部品

カテゴリ分類

Must 項目

Should　項目

3R設計適合性

申請者：
機器の型式名称：

別表1 4-1-1(1)機器本体の3R設計

機器本体機器本体機器本体機器本体のののの3333RRRR設計設計設計設計にににに関関関関するするするするチェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト案案案案

本チェックリストは次の3グループからなる。
　○構造と結合技術
　○材料の選択およびマーキング
　○長期使用化

対象の定義

  各要求項目は、機器本体のうちの指定されたサブアッセンブリーに適用される
力あるいは形状によって互いに結合された2つ以上の部品から
構成されるもの。

実現されなくてはならない項目

実現されることが望ましい項目

　チェックリストの3R設計適合性の項目が満足された場合に、機器本体は3R設計
適合性を有すると判断される。

機器を環境影響から保護すると共に、ユーザと可動部品、発光
部品または高電圧部品との接触を防ぐ部品。

少なくとも1つの電気・電子部品を含むアッセンブリ。

電気・電子サブアッセンブリーに含まれておらず、機械的また
は光学的機能を果たす部品（筐体およびシャシーは除く）。

  要求項目はMust項目、Should項目のいずれかのカテゴリに分類される。
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付表付表付表付表1111　　　　分離分離分離分離してしてしてして処理処理処理処理すべきすべきすべきすべき物質物質物質物質、、、、調剤調剤調剤調剤およびおよびおよびおよび部品部品部品部品

少なくとも次記の物質、調剤および部品は、分別回収された廃電気・電子機器から除去すること。

以上の物質、調剤および部品は、指令75/442/EECの第4条に従って処分あるいは活用すること。

＊ ポリ塩化ビフェニルおよびポリ塩化テルフェニル（PCB/PCT)の処分に関する指令96/59/ECの意
味でのPCBを含むコンデンサ
＊ バックライト用ランプのような水銀を含む部品
＊ 電池
＊ 面積が10cm2を超えるプリント基板
＊ トナーモジュール、粉末、ペースト、液体のトナー。カラートナーも含む。
＊ 臭素系難燃剤を含むプラスチック部品
＊ 面積が100cm2を超える液晶表示パネル(場合によっては筐体付き）
＊ 外部の電線
＊ 問題物質を含むコンデンサ(高さ＞25mm、直径＞25mmあるいは体積がこれに近いもの)
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分類 No. 要求 対象 実現 解説 ねらい

1
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。

筐体部品、シャシ、電気・電子
サブアッセンブリ

はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

2
電気・電子サブアッセンブリおよび電気・電子部品は容易に見つけられ、分
別可能か。さらに、付表1を参照すること。

機器全体 はい　/　いいえ 部品探索の容易化

3 分解は一般的な工具だけでできるか。 機器全体 はい　/　いいえ
『一般的な工具』とは、市販されていて入手可能な工具
を指す。法律上、接続技術の選択が限られる場合には
適用されない。

結合解除の容易化

4 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。 すべてのサブアッセンブリ はい　/　いいえ
『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。

結合解除の容易化

5
サブアッセンブリーの固定のためのネジ結合要素は3種類以下の道具だけ
で解除できるか。

筐体部品、シャシ、電気・電子
サブアッセンブリ

はい　/　いいえ 結合解除の容易化

6 分解作業は一人の人間で行えるか。 機器全体 はい　/　いいえ 分解・解体の容易化

7 全分解工程は二つ以下の受け面によって行うことができるか。 機器全体 はい　/　いいえ
『受け面』とは、解体作業者が製品に面する作業面を指
し、重力受け面の変更は一回までとする. 分解・解体の容易化

8
筐体に固定された電子サブアッセンブリーの数はゼロか。ただし、筐体に固
定された操作パネルおよび同時にシャシの機能も引き受ける筐体部品は、
本項目の対象から除く。

筐体部品 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

9 製造事業者は試し分解を1から8に従って行ったか。 機器全体 はい　/　いいえ

10
類似の機能を有するプラスチック部品の材料は一種類に限定されている
か？ただし、再使用部品であることが証明された部品には本項目は適用し
ない。

25g以上の筐体部品､シャシ はい　/　いいえ
『類似の機能』とは、例えば「耐衝撃性」、「耐摩耗性」と
いった機能を指す。

再利用・リサイクルの促進

11
プラスチック部品への塗装は必要最小限（例：製造者名）に限定されている
か。ただし、レーザーマーキングなどは本項目に示す「塗装」に含まない。ま
た、再使用部品であることが証明された部品には本項目は適用しない。

筐体部品 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

12 高い価値水準でマテリアルリサイクル可能な材料を使用しているか。 筐体部品、シャシ はい　/　いいえ

『マテリアルリサイクル可能』とは、該当する材料のリサイ
クルが工業的規模で可能であり、技術的、経済的に有
意義であることを指す。また、『高い価値基準』とは、リサ
イクルによりバージン材料と同等の品質を有し類似用途
に使用できる材料が製造できることを指す。

再利用・リサイクルの促進

13 再生プラスチック原材料の部分的な使用が許されているか。 筐体、シャシ はい　/　いいえ

『許されている』とは、製品の仕様において、条件を満足
する材料が入手可能であれば使用できることを指す。ま
た、『部分的な』とは、該当するプラスチック部品が存在
すること（全ての部品でなくてよいということ）を指す。

再利用・リサイクルの促進

14

プラスチック部品への多臭化ビフェニール（ＰＢＢ）、多臭化ジフェニルエー
テル（ＰＢＤＥ）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）の添加を完全に回避しているか。ただし、技術的に不可避
な不純物については問わない。

筐体部品、プリント基板 はい　/　いいえ
『添加の回避』とは、処方構成成分としての意図的な添
加をしていないことを指す。

安全性・環境負荷低減の実
現

15
鉛、カドミウムまたは水銀を含むプラスチック添加剤、顔料の使用を完全に
回避したか。ただし、技術的に不可避な不純物については問わない。

全てのサブアッセンブリ はい　/　いいえ
『添加の回避』とは、処方構成成分としての意図的な添
加をしていないことを指す。

安全性・環境負荷低減の実
現

16
プラスチック部品には少なくともISO11469:2000(同等規格-JIS K6999:2004)
によるマーキングがなされているか。ただし、重さ25g未満の部品または平ら

な部分の面積が200mm
2
未満の部品を除く。

機器全体 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

17 材料の選択は10から15に従って行い、記録したか。
筐体、シャシ（※全体を対象と
した項目もある)

はい　/　いいえ

３３３３ＲＲＲＲ設計設計設計設計チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト((((機器本体機器本体機器本体機器本体))))

ＭｕｓｔＭｕｓｔＭｕｓｔＭｕｓｔ項目項目項目項目((((実現実現実現実現されなくてはならないされなくてはならないされなくてはならないされなくてはならない項目項目項目項目））））

構造と結合技術

材料の選択およびマーキング



18

規格部品(standard parts)を除き、部品数において*機器の構成要素の50%
以上が同一製造事業者の同一世代、同一性能の他機種と共通部品として
使用されているか。

機器全体 はい　/　いいえ 部品共通化

19
再生サブアッセンブリまたは再生部品の使用が仕様書に示され、許されて
いるか。

機器全体 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

分類 No. 要求 対象 実現 解説 ねらい

1 分離すべき結合個所は容易に見つけられるか。 筐体部品、シャシ はい　/　いいえ 部品探索の容易化

2 すべての分解すべきネジ結合要素に、軸方向から手が入るか。 機器全体 はい　/　いいえ
結合解除・部品取り出しの容
易化

3
分解すべきプラスチック部品間の結合の半数以上が差し込み/スナップ結合
か。

筐体部品 はい　/　いいえ 結合解除の容易化

4
同一のプラスチック材料から製造されている部品の着色は、統一性または適
合性を有しているか。ただし、機器の操作部品には本項目は適用しない。

筐体部品 はい　/　いいえ
『適合性を有する着色』とは、同色で明度が異なる場合
を指す。

再利用・リサイクルの促進

5 少なくとも重量で5％の再生プラスチック材料を使用しているか。 筐体、シャシ はい　/　いいえ 環境負荷低減効果

長期使用化 6 基本システムは機能拡張が可能か(例えば両面コピー) 機器全体 はい　/　いいえ アップグレード

ＳｈｏｕｌｄＳｈｏｕｌｄＳｈｏｕｌｄＳｈｏｕｌｄ項目項目項目項目（（（（実現実現実現実現がががが望望望望ましいましいましいましい項目項目項目項目））））

材料の選択およびマーキング

長期使用化

構造と結合技術



項目

サブアッセンブリ

筺体部品

電気・電子サブアッ
センブリー

機械部品

カテゴリ分類

Must 項目

Should　項目

3R設計適合性

申請者：
機器の型式名称：
消耗品：

別表4 4-1-4(15)消耗品の3R設計

消耗品消耗品消耗品消耗品のののの3333RRRR設計設計設計設計にににに関関関関するするするするチェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト

本チェックリストは次の3グループからなる。
　○構造と結合技術
　○材料の選択およびマーキング
　○長期使用化

対象の定義

  各要求項目は、消耗材料のうちの指定されたサブアッセンブリに適用される
力あるいは形状によって互いに結合された2つ以上の部品から
構成されるもの。

実現されなくてはならない項目

実現されることが望ましい項目

　チェックリストの3R設計適合性の項目が満足された場合に、消耗品は3R設計適
合性を有すると判断される。

機器を環境影響から保護すると共に、ユーザと可動部品、発光
部品または高電圧部品との接触を防ぐ部品。

少なくとも1つの電気・電子部品を含むアッセンブリ。

電気・電子サブアッセンブリーに含まれておらず、機械的また
は光学的機能を果たす部品（筐体およびシャシーは除く）。

  要求項目はMust項目、Should項目のいずれかのカテゴリに分類される。
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分類 要求 対象 実現 解説 ねらい

構造と結合技術 1
相互に適合性を有さない材料でできたサブアッセンブリー同士は分離
可能、または分離補助部を介して結合されているか。またはすべての
使用材料は、再生技術によって容易に分別可能か。

筺体部品、ただし
全体の重量> 10g

はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

2
類似の機能を有するプラスチック部品の材料は単一のポリマまたはポ
リマブレンドに限定されているか。

筐体部品､機械部品 はい　/　いいえ
『類似の機能』とは、例えば「耐衝撃性」、「耐摩耗性」といった機
能を指す。

再利用・リサイクルの促進

3
プラスチック部品の塗装は必要最小限（例：製造者名）に限定されてい
るか。ただし、レーザーマーキングなどは本項目に示す「塗装」に含ま
ない。

筐体部品 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

4 高い価値水準でマテリアルリサイクル可能な材料を使用しているか。 筐体部品、機械部品 はい　/　いいえ

マテリアルリサイクル可能とは、該当する材料のリサイクルが工
業的規模で可能であり、技術的、経済的に有意義であることを
指す。また、高い価値基準とは、リサイクルによりバージン材料と
同等の品質を有し類似用途に使用できる材料が製造できること
を指す。

再利用・リサイクルの促進

5
再生プラスチック原材料の部分的な使用が許されていて、製品仕様書
により許可されているか。製品仕様書には、図面等の文書も含む。

筐体部品 はい　/　いいえ

『許されている』とは、製品の仕様において、条件を満足する材
料が入手可能であれば使用できることを指す。また、『部分的
な』とは、該当するプラスチック部品が存在すること（全ての部品
でなくてよいということ）を指す。

再利用・リサイクルの促進

6

プラスチック部品への多臭化ビフェニール（ＰＢＢ）、多臭化ジフェニル
エーテル（ＰＢＤＥ）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）の添加を完全に回避しているか。ただし、技
術的に不可避な不純物については問わない。

消耗材料全体 はい　/　いいえ
添加の回避とは、処方構成成分としての意図的な添加をしてい
ないことを指す。

安全性・環境負荷低減の実現

7
鉛、カドミウムまたは水銀を含むプラスチック添加剤、顔料の使用を完
全に回避したか。ただし、技術的に不可避な不純物については問わな
い。

全てのサブアッセンブリ はい　/　いいえ
添加の回避とは、処方構成成分としての意図的な添加をしてい
ないことを指す。

安全性・環境負荷低減の実現

8
プラスチック部品には少なくともISO11469:2000(同等規格-JIS
K6999:2004)によるマーキングがなされているか。ただし、重さ25g未満

の部品または平らな部分の面積が200mm
2
未満の部品を除く。

機器全体 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

9 申込者は回収および再資源化のためのシステムを提供しているか。 全ての機器 はい　/　いいえ 情報提供

10
消耗品は、回収のシステムに関する情報および回収にあたっての使用
者に対する情報とともに提供されるか。

全ての機器 はい　/　いいえ 情報提供

分類 要求 対象 実現 解説 ねらい

構造と結合技術 1
同一のプラスチック材料から製造されている部品の着色は、統一性ま
たは適合性を有しているか。

筐体部品,機械部品≧25g はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

2 カラー複写機ではトナーの色毎の交換が可能か。 全ての機器 はい　/　いいえ 環境負荷低減の実現

3 トナーカートリッジは繰り返し再生、再使用可能か。 全ての機器 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

4 トナーカートリッジは再使用可能か。 全ての機器 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

３３３３ＲＲＲＲ設計設計設計設計チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト((((消耗品消耗品消耗品消耗品))))

材料の選択およびマーキング

長期使用化

長期使用化

ＭｕｓｔＭｕｓｔＭｕｓｔＭｕｓｔ項目項目項目項目((((実現実現実現実現されなくてはならないされなくてはならないされなくてはならないされなくてはならない項目項目項目項目））））

ＳｈｏｕｌｄＳｈｏｕｌｄＳｈｏｕｌｄＳｈｏｕｌｄ項目項目項目項目（（（（実現実現実現実現がががが望望望望ましいましいましいましい項目項目項目項目））））

70 
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No.117｢複写機　Version2.0｣認定基準公開案　見直し箇所の概要

１．環境に関する基準案　見直しの主要なポイント（新規採用項目を中心として）

Ver2.0 認定基準公開案 基準案（該当P） 概要 解説案（該当P）
4-1 環境に関する基準

4-1-1 機器本体の 3R 設計

(1)3R設計チェックリストに適合 P3
(用語の定義)
P4
P65
(別表１)

・3R（リデュース・リユース・リサイクル）設計チェックリスト導入、｢ねらい｣欄の付加、「Must
項目」と｢Should 項目」の適用

＊ 分離・分解の容易性
＊ 材料の選択・マーキング・再生部品としての活用性(特定有害物質の使用禁止)
＊ 長期使用・再生材料の使用を想定した設計

P35
F-1

4-1-2 プラスチック材料に関する要求

(4) 25g 以上の再生プラスチック部品ま
たは再使用プラスチック部品の使用

　

P4 ・現行基準を維持。

＊ 4-1-1(1)の｢設計上｣の要求に加え、｢実行｣を求める項目。
＊ 再生材料の配合率の規定を検討したものの、①高い品質を満たす再生材料の入
手、②RoHS 指令への対応（由来の不明な再生材料は使用が困難）および③安
定的な供給の担保、などの困難さから、現行を維持。

P21
A-1

(5)ハロゲンを含むポリマ、有機ハロゲン
化合物の添加の禁止

　　(25g以上のプラスチック製筐体部品)

P4 ・クローズドリサイクルが実施されている｢ABS＋臭素系難燃剤｣と｢ポリカ ABS＋リン系難

燃剤｣について、以下の項目について検証。

＊ クローズドリサイクルの証明方法の検証
＊ ｢ABS＋臭素系難燃剤｣の材料としてのリサイクル性能
＊ 臭素系難燃剤(PBB,PBDE除く)とリン系難燃剤のリスク評価の比較
＊ ダイオキシン特措法施行後のダイオキシンリスクと「資源循環」の視点
＊ 複写機の、国際流通商品であるという特性（ドイツブルーエンジェルとの整合）

P32～35
E-8

(6)難燃剤の CAS No.の報告。当面は ISO
コードによる代用も認める。

　 (25g以上のプラスチック製筐体部品)

P4 ・人体や環境に影響を与える可能性がある物質について、審査にあたってできる限り情報が

開示されることが望ましいことから採用。

＊ ISOコードの代用を認めることについては、2年以内に再検証予定。
(「化学物質の情報開示」と材料メーカの｢企業ノウハウ」とのバランス、社会
情勢、運用に伴う課題の整理)

P23
B-8

4-1-5 粉塵、オゾン、揮発性有機化合物

(23)～(25)放散の試験方法、数値基準
（参考 1）

P6 ・新試験方法の導入、測定対象物質に、ベンゼンと TVOC（総揮発性有機化合物）を追加。

＊ 試験設備が僅少であること、現在設備の建設中であることを鑑み、当面の期間、
旧試験方法と併用。情勢を見ながら併用終了時期を判断予定。

P27
D-8

(26)(27)放散に関する情報提供、注意喚起 P7 ・ユーザへの情報提供、換気の励行などの注意喚起を採用 同上
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Ver2.0 認定基準公開案 基準案（該当P） 概要 解説案（該当P）
4-1-10 包装材

(37) 省資源、再使用・リサイクルの容易
さへの考慮

P8 ・製品サイズ・流通形態に応じて、事業者の裁量により最適化をはかることの促進。 P23
C-1

4-1-11 エネルギー消費

(38) 各機種ごとに基準を満たすこと
（参考 2）

P8 ・省エネ法適用機種については、グリーン購入法に応じて省エネ法適用とし、加えてエナジ

ースターも併用。省エネ法適用外の機種については、エナジースターを準用。

＊ ブルーエンジェルのエネルギー基準は採用せず。（「エネルギー消費効率」と
「低電力モードにおける要求」の併用は開発の方向性が異なり困難であるた
め。）
＊ エナジースター改定の動向にあわせて再検討を行う。

P26
D-2

4-1-14 製品添付書類

(42)ユーザ情報の明記 P9 ・現行基準の回収・リサイクルの情報に加え、環境・健康に関わる情報提供を追加。 P28　D-9
6　その他

(2)下段表示 P12 ・「地球温暖化防止」、｢化学物質の削減｣および｢資源循環｣の3側面の定量的表示につ

いて検討したが、以下の問題点を勘案し、「リサイクル・省エネ設計」とした。

＊ 複雑で高度な製品であることによる定量的・正確な表示の困難さ、新旧試験方
法の混在（物質放散）、機種によって異なる基準（エネルギー）
＊ 複写機では来年 4月より消費電力の表示が義務づけられる予定。(重複の回避)
＊ 多岐にわたる基準を下段に表すのは困難。4-1-14（42）に記載のとおり、詳細
な情報提供は製品添付書類においてなされる。

P38
4.その他

参考1：粉塵、オゾンおよびVOCの放散

表 1　放散に関する基準　現行基準と新基準案比較

現行基準 Ver2.0 基準案（ブルーエンジェルに準ずるもの）

測定対象物質 オゾン、スチレン、ダスト オゾン、スチレン、ダスト、ベンゼンベンゼンベンゼンベンゼン、、、、TVOCTVOCTVOCTVOC※※※※1111

試験方法 密閉された測定室内でその上部空気を捕集し測定する方法。 測定室内を通常の室内のように換気を行い、空気質を均一として、捕集
した空気を測定する方法。

※1TVOC：総揮発性有機化合物(測定室内の空気中からガスクロマトグラフ分析において、非極性カラム上でn-ヘキサンからn-ヘキサデカンを含む間で検出される揮発性有機化合物の総量。)
・ブルーエンジェルにおいては、放散の可能性のあるVOCとして、以下があげられている。

ｱｾﾄﾌｪﾉｰﾙ、ﾍﾞﾝｽﾞｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、BHT（2,6-ｼﾞ-tert-ﾌﾞﾁﾙ-4-ﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ）、ﾌﾞﾀﾉﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ、ｴﾁﾙﾍｷｻﾉｰﾙ、ﾍﾌﾟﾀﾅｰﾙ、ﾍｷｻﾃﾞｶﾝ、ﾍｷｻﾅｰﾙ、ｲｿｱ
ﾙｶﾝ、ｲｿﾌﾟﾛﾌﾟﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、n-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ、n-ﾍﾟﾝﾀﾉｰﾙ、n-ﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾉﾅﾅｰﾙ、ｵｸﾀﾅｰﾙ、ﾍﾟﾝﾀﾃﾞｶﾝ、ﾌｪﾉｰﾙ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ、ｼﾛｷｻﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ
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参考2：エネルギー消費に関わる基準

表2　Ver2.0基準案における機種ごとの基準

省エネ法（トップランナー方式） エナジースター

複写機 ○　グリーン購入法の判断基準に応じて採用　（市場の２機種が適合した時点） ○

複写機のうち、カラー、CPM86以上、大判機 - ○

拡張性のあるデジタル複写機 ○　グリーン購入法の判断基準に応じて採用　（市場の２機種が適合した時点） ○

拡張性のあるデジタル複写機のうち、カラー、CPM86以上、大判機 - ○

複合機 - ○

表 3　省エネ法、エナジースター、ブルーエンジェルの概要比較

エネルギー消費効率(※1) 低電力モード

消費電力 移行時間 復帰時間

省エネ法 ○: (A+7×B)/8 - - -
エナジースター 現行 - ○ ○ ○

(2006 年頃改訂予定) Directional draft(※
2)

○: (8×A+16×B)/24 ○:Plug-in off mode - ○

ブルーエンジェル 2003.10 月版 - ○ ○ ○

将来(※3) ○: 利用者行動に基づくエネルギー消費量を規定 ○:プリント終了直後, plug-in off mode ユーザ設定に

ついて規定
○

※1: エネルギー消費効率

A: 電源入力後コピーを行い、そのまま放置した状態とした 1時間の消費電力量
B:  Aの測定後放置した状態 1時間における消費電力量

※2 エナジースターDirectional draft
・ 複写機については利用者の行動パターンに基づくエネルギー消費効率による基準へ移行が検討されている。その他、トップ 25%程度の市場シェアの製品

への授与、両面コピー、再生機等による間接的省エネルギーの影響についてなども検討されている。
・ 復帰時間の短縮による低電力モード利用促進と、利用者の行動パターンに基づくエネルギー消費量に対する規定への移行を目的とした基準改訂を予告
している。

※3:BA 将来

・ BA2003年 10月版の付属書 5として、エネルギー消費とスイッチ時間について将来の要求基準の予告として記載されたもの。
・ 復帰時間の短縮による低電力モード利用促進と、利用者の行動パターンに基づくエネルギー消費量に対する規定への移行を目的とした基準改訂
を予告している。


