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エコマーク商品類型　No.132

「トナーカートリッジ Version 1.0」

(財)日本環境協会
エコマーク事務局

１．環境的背景
プリンタ、複写機、ファクシミリに使用されるトナーカートリッジについては、2002 年の日

本国内販売量が推計で 1700 万本（出典：（株）インターウォッチ）となるなど、機器本体の普
及に伴い、市場は拡大傾向となっている。さらに使用済みトナーカートリッジのリサイクルに
対する企業の関心の高まりに伴い、再生トナーカートリッジも広く流通してきている。
また 2003 年初めには、アジア４ラベル相互認証プロジェクトとして韓国、タイ、台湾、日

本による環境ラベル相互認証のための共通コア認定基準が、各事務局の合意に基づき策定され
た。共通コア認定基準では、トナーカートリッジを新品トナーカートリッジ、再充填トナーカ
ートリッジおよび再生トナーカートリッジと定義し、トナーカートリッジの製造、使用および
廃棄などによって生じる環境負荷に対して、それぞれの側面から低減を図ることとしている。
すでに、各環境ラベル事務局では概要の合意が得られ、相互認証のための状況が整いつつある
ことから、わが国においてもトナーカートリッジに関するエコマーク認定のための商品類型の
設定を行い、プリンタ、複写機、ファクシミリにおける環境配慮型トナーカートリッジの普及
を図ることとした。
エコマークにおける検討では、共通コア認定基準をベースとして日本固有の社会事情を考慮

しながら、化学物質による環境負荷リスク低減、繰り返し使用、引取・リサイクルなどの観点
を含め、商品ライフサイクルの概念に従って、総合的評価を行い、見直すこととした。
また、エコマーク商品類型 No.117「複写機」およびエコマーク商品類型 No.122「プリンタ」

は機器本体を主たる対象として想定しているため、認定基準においてトナーカートリッジに関
する基準項目を設定しているものの、多くは内容物であるトナーおよびその容器に関する基準
項目に限定されている。再充填、再生などのトナーカートリッジに付随するサービス的観点を
含めて認定基準を策定し、プリンタなどの機器本体とトナーカートリッジの販売形態を考慮し
た商品類型の整合性についても考慮するものとした。

２．対象
　電子写真方式を利用したプリンタ、複写機、ファクシミリおよび多機能複写機などの機器本
体に装填して使用されるトナーカートリッジ。ただし、現像ユニットおよび感光体から構成さ
れるカートリッジについてはトナー容器とのセット販売品に限り対象とし、トナー容器単体、
感光体単体または現像ユニット単体で構成される製品は対象外とする。

３．用語の定義
トナーカートリッジ： 電子写真方式を利用したプリンタ、複写機、ファクシミリおよ

び多機能複写機などの機器に使用されるトナーを充填したトナ
ー容器、感光体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。

新 品 ト ナ ー カ ー ト リ ッ
ジ：

本体機器メーカによって製造または委託製造されたカートリッ
ジ。

再 生 ト ナ ー カ ー ト リ ッ
ジ：

使用済みトナーカートリッジにトナーを再充填し、必要に応じ
て消耗部品を交換したカートリッジ。
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処方構成成分： 製品に特性を付与する目的で、意図的に加えられる成分をいう。
製造プロセス上、不可避的に混入する不純物成分は含まない。

プラスチック： 単一もしくは複数のポリマ材料と、特性付与のために配合
された添加剤、充填材などからなる材料。

ポリマ： プラスチック中の主な構成成分である高分子材料。
ホモポリマ： 単独重合体。単独種の単量体の重合体。
コポリマ： 　　　　　共重合体。二種類以上の単量体の重合体。
ポリマアロイ：
(ポリマブレンド )

二成分以上の高分子の混合あるいは化学結合により得
られる多成分系高分子の総称。異種高分子を物理的に混
合したものをポリマブレンドと呼ぶ。

プレコンシューマ材料： 製品を製造する工程での廃棄ルートから発生する材料また
は不良品。ただし、原料として同一の工程（工場）内でリ
サイクルされるものは除く。

ポ ス ト コ ン シ ュ ー マ 材
料：

製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。

再使用部品： 過去に使用され、再度使用されている部品。
マテリアルリサイクル：

再資源化率：

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。
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、または回収したトナーカートリ
ッジ質量のうち、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。

再使用･マテリアル
リサイクル率：

古紙パルプ配合率：

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、または回収したトナーカートリ
ッジ質量のうち、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。
製品に含まれるパルプ中の古紙パルプの質量割合で、古紙パル
プ／（バージンパルプ＋古紙パルプ）×100(%)で表される。た
だし、パルプは含水率10%の質量とする。

　感光体：　　　　　　　　光導電性をもち、画像（光情報像）を静電潜像として記録するも
の。形状として、ドラム、シートまたはベルトがあり、感光ドラ
ム、感光ベルトなどという。

現像ユニット：　　　　　感光体表面に形成された静電潜像を現像して可視像化する装置。

４．認定の基準
4-1　環境に関する基準
製品は 4-1-1 の該当する全ての項目を満足すること。更に 4-1-2〜4-1-4 に規定の消耗品、

取扱説明書、包装を含む製品にあっては該当する全ての項目を満足すること。

4-1-1 共通基準
(1) 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年間ないこと。
(2) 溶剤は、最終の製造段階、および製品(トナーカートリッジ自体)またはサーキットボード

の最終供給段階において、別表 1 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。

(3) 機器本体への装填時における、粉塵（ほこり）の放出は、室内空気中の 2時間連続運転時
の濃度 0.075mg/m3を越えないこと。なお粉塵の濃度測定方法は（社）日本事務機械工業
会規格（JBMS-66）またはブルーエンジェル RAL-UZ62;2002 付録 3 に記載する試験条
件下で測定するものとする。さらに、ブルーエンジェル RAL-UZ62;2003 付録 4 に記載
する試験条件下で測定するものを可とし、この場合は機器の複写動作中の粉塵（ほこり）
の放散速度が 4.0mg/hを超えないこととする。
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(4) 機器本体への装填時における、スチレンの放出は、室内空気中の濃度 0.07mg/m3 を越えな
いこと。なおスチレンの濃度測定方法は（社）日本事務機械工業会規格（JBMS-66）また
はブルーエンジェル RAL-UZ62;2002 付録 5 に記載する試験条件下で測定するものとする。
さらに、ブルーエンジェル RAL-UZ62;2003 付録 4 に記載する試験条件下で測定するも
のを可とし、この場合は機器の複写動作中のスチレンの放散速度が 1.0mg/h を超えない
こととする。

(5) 製品の感光体は、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。

(6) 製品が簡単に分解できることを保証するため、次の a. ～e. を満足すること。ただし、
再生トナーカートリッジについては交換した部品のみを対象とする。
a. 製品を構成するモジュールは、容易に分離できること
b. 固定部分／取り外し部分に工具を挿入するために十分なスペースを設けなければなら
ない。

c. 異なる材料間の接合部は、容易に見つけられるものであること
d. 異なる材料間に、接着または溶接などによる分離不能な接合を用いてはならない。
e. 分解および再使用を妨げるための IC チップまたは他のデバイスは使用してはならな
い。

(7) 製品の回収および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、
新品トナーカートリッジにおいては 50％以上、再生トナーカートリッジにおいては 75％
以上であること。

(8) 回収したトナーカートリッジ部品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。回収した製品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。

(9) カートリッジ製品の包装、同梱される印刷物または本体機器製品の取扱説明書のいずれか
に、次の a. ～ k. の項目を利用者が見やすいように記載していること。
a. 申込商品名
b. 申込者の社名（会社ブランド名などを可とする）
c. 連絡先電話番号
d. 利用者が使用済み製品を返却する際の製品回収方法
e. 再生トナーカートリッジであることの表記（再生トナーカートリッジのみ適用）
f. 製品の正しい使用方法
g. 利用者へのアフターサービスに関する情報
h．無理に開けてはならないこと
i．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
j．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
k．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
(10)包装、宣伝用印刷物またはホームページに、製品の適用機械のシリーズを、利用者が見

やすいように情報提供していること。また、製品の適用機械のシリーズに関する最新情
報の入手手段を利用者に提供していること。

(11)製品本体に、次の a. および b. の項目を利用者が見やすいように記載していること。
a. 申込商品名
b. 申込者の社名（会社ブランド名などを可とする）

(12)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。
ただし、再生トナーカートリッジについては交換した部品のみにこの項目は適用される。

(13)プラスチック製部品は、ワイヤーを含む電気、電子部品を除いてカドミウム、鉛、水銀
を処方構成成分として添加していないこと。ただし、再生トナーカートリッジについて
は交換した部品のみにこの項目は適用される。
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(14)プラスチック製部品は、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）を処方構成成
分として添加していないこと。ただし、再生トナーカートリッジについては交換した部
品のみにこの項目は適用される。

(15)プラスチック製部品は ISO11469 に従いマーキングを行うこと。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。また、
再生トナーカートリッジについては交換した部品のみにこの項目は適用される。

(16)製品は、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。

(17)製品は、別表 3 の「3R 設計」に適合すること。再生トナーカートリッジについては交換
した部品のみにこの項目は適用される。

(18)再生トナーカートリッジは、3.用語の定義にいう「再生トナーカートリッジ」に適合す
るものであること。

4-1-2 消耗品に関する基準
(19)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。
(20)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 4 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。

(21)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）
・ R48（長期ばく露により重度の健康障害の危険性）
・　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。

(22)トナーに関し、Ames 試験において陰性であること。
(23)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。

4-1-3 取扱説明書に関する基準
(24)取扱説明書は、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
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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。

4-1-4 包装材料に関する基準
(25)包装材料は、別表 1 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。
(26)包装に使用されるプラスチック材料は、ハロゲン系元素で構成されている樹脂および有機

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。
(27)包装に使用される段ボールの古紙パルプ配合率が 50 %以上であること。
(28)包装材料は「再生資源の利用促進等に資するための製品設計における事前評価マニュア

ル作成のガイドライン（平成 6 年 7 月　産業構造審議会廃棄物処理・再資源化部会）」に
適合すること。

4-2　品質に関する基準
(29)再生トナーカートリッジの印刷処理能力は、同型の新品のモデルの 90 %以上であること。

算出にあたっては、次の計算式を用いること。
新品カートリッジの印刷処理枚数  C1

C1(枚) = ((M1-M2)/(M1-M3)) × 1000
M1:新しい新品カートリッジの質量
M2:使用後の新品カートリッジの質量
M3:A4 サイズの用紙 1000 枚に有効範囲 5%で印刷した後のトナーカートリッジの質量

　　　再生カートリッジの印刷処理枚数  C2
　　　  C2(枚) = ((M4-M5)/(M4-M6)) ×1000
　　　　M4:新しい再生カートリッジの質量
　　　　M5:使用後の再生カートリッジの質量
　　　　M6:A4 サイズの用紙 1000 枚に有効範囲 5%で印刷した後のトナーカートリッジの質量

　　　印刷処理能力比(%) = (C2/C1) ×100

(30)品質は、自社規格によって管理されたものであり、印字不良・ジャム･トナー漏れ・本体
破損などの品質不良についての品質保証がなされていること。また製造段階における品
質管理が品質管理システムに基づき十分なされていること。

5．認定基準への適合の証明方法
(1)認定基準 4-1(1)については、工場が立地している地域の環境法規などを申込時より過去

5 年間遵守し、違反などのないことについて、製品を製造する工場長の発行する自己証
明書を提出すること。

(2)認定基準 4-1 (2)については、製品を製造する事業所の責任者または工場長、または最
終のサーキットボードサプライヤの発行する証明書を提出すること。

(3)認定基準 4-1(3)については、JBMS-66 または RAL-UZ62 付録 3 の測定方法に適合してい
ることの証明書およびその実測値を提出すること。

(4)認定基準 4-1 (4)については、JBMS-66 または RAL-UZ62 付録 5 の測定方法に適合してい
ることの証明書およびその実測値を提出すること。

(5)認定基準 4-1(5)については、該当物質の添加の有無記載のリストを提出すること。
(6)認定基準 4-1(6)については、a.～ e. についてチェックリストを提出すること。
(7)認定基準 4-1(7)については、製品総質量(トナーを除く)、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。
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(8)認定基準 4-1(8)については、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(引取システム、処理能力、処理内容など)の説明書を提出すること。

(9)認定基準 4-1(9)～(11)については、指定された情報を記載している取扱説明書の該当
部分、包装、宣伝用印刷物、ホームページの該当部分の URL、本体の該当部分の写真、
見本などのうち、必要な資料を提出すること。

(10)認定基準 4-(12)については、本項目の遵守について記載し、使用しているプラスチッ
ク材料のリストを提出すること。

(11)認定基準 4-(13)および(14)については、部品購買契約書などにより該当物質の添加が
ないことを明確にしていること。

(12)認定基準 4-1(15)については、プラスチックのマーキング部品リストまたは ISO11469
に従っていることの証明書を提出すること。

(13)認定基準 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。
(14)認定基準 4-1(17)については、本項目への適合を付属証明書に記載し、かつ、別表 4
「３R 設計」へ必要事項を記載し、提出すること。

(15)認定基準 4-1(18)については、使用済みトナーカートリッジにトナーを再充填し、必
要に応じて消耗部品を交換したものであることについて、製品を製造する事業所の責任
者または工場長の発行する証明書を提出すること。

(16)認定基準 4-1(19)～(21)については、トナーの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を提出すること。

(17)認定基準 4-1(22)については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律など
に準じ、Ames 試験の報告書を提出すること。

(18)認定基準 4-1(23)については、トナーの MSDS を備え、利用者への提供体制を有するこ
とを説明すること。また、トナーのサプライヤが発行する MSDS を提出すること。

(19)認定基準 4-1(24)については、エコマーク認定基準「紙製の印刷物」の各基準への適
合を説明する資料を提出すること。
また、海外で印刷される場合は、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説明する
こと。

(20)認定基準 4-1(25)については、包装材料を製造する事業所の責任者または工場長の発
行する証明書を提出すること。

(21)認定基準 4-1(26)については、包装に使用されるプラスチック材料のリストに、原料
の製造事業者名、ハロゲンを含む樹脂および有機ハロゲン化合物の添加の有無を明記し
た包装材のメーカの発行する証明書を提出すること。

(22)認定基準 4-1(27)については、段ボール包装材のメーカの発行する証明書を提出する
こと。証明書には古紙パルプ配合率を明記すること。

(23)認定基準 4-1(28)については、ガイドラインへの適合を説明すること。具体的には a. ガ
イドラインに基づき作成した包装材の評価マニュアルに沿って包装材を選定しているこ
と(マニュアルの内容が判る資料(目次など)を提出)　b. 使用している包装材名を提出す
ること。

(24)認定基準 4-2.(29)については、算出された印刷処理能力比をエコマーク商品認定・使
用申込書に記載すること。

　試験は、繰返し実施数を 3 回以上とし、機械台数を指定しない。C1 および C2 の算出に
使用する本体機器は同一の本体機器とすること。また、本項目でいう M2 および M5 に規
定する「使用後」とは、試験を開始し、トナー不足による白筋が発生した時点でカート
リッジを取り出して 5、6 回振り、トナーを均す作業を行った後に試験を継続し、2 度目
に白筋が発生した時点とする。この時点のカートリッジ質量をそれぞれ M2、M5 とする。

(25)認定基準 4-2.(30)については、品質保証について、該当する製品添付書類の写しを提
出すること。本体機器に含めて品質保証するものについては、本体機器の取扱説明書な
どにトナーカートリッジも含めたトラブル時の連絡先（お客様相談センターなど）など
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エコマーク認定番号
第○○○○○○○○号

エコマーク認定番号
第○○○○○○○○号

が記載されていることの写しに代えることができるものとする。また、審査委員会から
の要求があった場合は品質保証の方法を解説する書類を製品の検査データとともに提出
できること。
製造段階における品質管理システムについては、自社規格に基づいて製造段階における品
質管理がなされていること、および品質検査で合格した製品のみを出荷することを、製品
を製造する工場長の発行する証明書および宣言書で提出すること。および品質管理システ
ムが存在することを証明する書類を提出すること（ISO9001 ないし 9002 を取得している
場合は認定書の写しで可）。

6．その他
　　(1)商品区分は、対象に示す製品種類 (新品 /再生 )毎で、かつ、型式毎とする。ただし、同

一型式におけるトナー容量の大小、およびカラー機用トナーカートリッジの同一型式
における 4 つの構成色（イエロー、シアン、マゼンタ、ブラック）による区分は行わ
ない。

　　(2)再生トナーカートリッジは、製品とするトナーカートリッジにエコマークが貼付され
ている場合、これを削除し、申込者が受けた認定に基づいてエコマークを表示するこ
と。

　　(3)マークの下段表示は、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、
左揃えの二段表示を矩形枠で囲んだものとし、一段目に 3.用語の定義にいう新品ト
ナーカートリッジにあっては、「部品を再使用・再資源化する」とし、再生トナーカー
トリッジにあっては「再生トナーカートリッジ」と記載すること。新品トナーカート
リッジおよび再生トナーカートリッジにあっては二段目に「回収ルート確立」と記載
すること。

　　　　  以下に例を示す。
[[[[新品新品新品新品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]]]]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[[[[再生再生再生再生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]]]]

(4)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。

(5)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。

（株）×××× (エコマーク使用契約者名 ) （株）×××× (エコマーク使用契約者名 )

（ 数 字 の み で も 可 ） （ 数 字 の み で も 可 ）
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2005年  3月 15日　制定予定
2010年  3月 14日　有効期限

本商品類型の認定基準書は、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.(2)および 4-1-4.(25)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
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別表 2 VDI2243: 1993 Part 1,
Part1
, 30/ 42

表 2：熱可塑性プラスチックの適合性[49;67]
　 　 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

別表 4　4-1-2.(20)アゾ基の分解により生成してはならないアミン
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



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

申込者：
トナーカートリッジ
の型式名称：

別表3 4-1-1(17) 3R設計

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、トナーカートリッ
ジは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。



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

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））））
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「トナーカートリッジVersion1.0」

2005年3月15日制定

１．環境的背景の補足

トナーカートリッジの生産量については（株）インターウォッチの調査による推計値である。

アジア4ラベル共通コア認定基準は、アジア諸国におけるエコラベルプログラム間の連携を深めるため、

韓国の「エコラベル」、タイの「グリーンラベル」、台湾の「グリーンマーク」、日本の「エコマーク」の間での

部分相互認証の実施に向けて策定されたものである。相互認証参加ラベルのいずれかの認証を受けて

いる製品がエコマークに申し込んだ場合、共通コア認定基準と一致する基準項目については新たな証明

書類を提出しなくても満足しているものとみなされる。なお、現時点では各地域の事情により、それ以外の

項目については通常の申込と同様、証明書類の提出、審査が必要となる。

2．対象について
　トナーカートリッジは主にトナー容器、現像ユニット、ドラムから構成されており、(1)これら
を全て備える一体型トナーカートリッジ、(2)トナー容器および現像ユニットを含むカートリッジ
とドラムユニットに 2分割されているもの、(3)現像ユニットとドラムが一体となっておりトナー
容器のみ交換可能なものがある。また、現在商品化されているものではないが、この他市場投入
され得るものとして(4) トナー容器およびドラムを含むカートリッジと現像ユニットに 2 分割さ
れているものの計 4 種類がある。トナー容器、現像ユニット、ドラムはそれぞれ寿命が異なり、
本体機器との設計思想上、組み合わせの選択肢を広く採るよう努めることとし、4 種類すべての
組み合わせを採り上げた。トナー容器単体、現像ユニット単体およびドラム単体は対象外とした。
なお、今後の複写機、プリンタなどの製品設計の展開状況により、単体のユニットについても環
境負荷低減の可能性があればあらためて検討することとした。

3．用語の定義について

認定基準を策定する上で、対象となるトナーカートリッジを「新品トナーカートリッジ」と「再

生トナーカートリッジ」に分けた。アジア4ラベル共通コア認定基準では、この2つに加え、トナ

ーの再充填、故障・摩耗部品の交換のみを行う「再充填トナーカートリッジ」を規定しているが、

日本国内での生産量が少なく、また、「再充填トナーカートリッジ」に特有の環境負荷が考えら

れないことから、エコマークでは「再生トナーカートリッジ」に含めることとした。

プラスチックに関する用語はエコマーク商品類型No.118「再生材料を使用したプラスチック製

品」、紙に関する用語はNo.107「印刷用紙」から引用した。

4．認定の基準について
4‐1．環境に関する基準の策定の経緯
基準の設定にあたっては、商品ライフステージ環境負荷項目選定表を用い、環境の観点から商
品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を考慮した上で、認定基準を設定するに際し重要と考
えられる負荷項目が選定され、それらの項目について定性的または定量的な基準が策定される。
商品類型「トナーカートリッジ」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、B-3、B‐5、B‐6 、B‐8、B‐9、C‐1、C-3、C‐8、D-8、D‐9、E

解説
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‐7、E‐8およびF‐1（表中◎印）である。
なお、表中の    印の欄は検討対象とならなかった項目または他の項目に合わせて検討された
項目を示す。以下に環境に関する基準の策定の経緯を示す。

表「ライフステージ環境負荷項目選定表」
商品のライフステージ

A B C D E F
環境負荷項目

資源
採取

製造 流通
使用
消費

廃棄
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 ◎ ◎ ○

A  資源採取段階
◇ A‐1（資源の消費）
本項目では以下の点が検討された。

(1) 再生材料、再使用部品の使用率について

(1)については、北欧Nordic Swanなどの海外エコラベルに規定があり、再生材料、再使用部品の
使用率を規定することで、再生材料などの使用を促進し、資源消費量削減への寄与が期待され
ることから検討した。しかし、使用率の定義が難しく、また再生材料の使用可能性は機種毎の設計に
依存するという意見が挙がった。さらに、再生材料の原料（再使用部品を含む）が、回収システムによっ

て十分に確保できないなどの問題から、再生材料を他国から輸入して製品製造するプリンタ本体など

もあり、トナーカートリッジが十分に回収されていない状況で基準とすることに対して、環境負荷低減を

図る観点から疑問であるとの意見が挙がった。検討の結果、廃棄物の削減を図る観点からは、受け皿

として再生材料の使用を進めることも手法として考えられるが、トナーカートリッジについては回収後の

再使用・リサイクル率を規定することにより、トナーカートリッジ以外の分野でのリサイクルを認め、使用

済み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ことを目標とした。併せて、再資源化率とし

てエネルギー回収、油化、ガス化、高炉還元およびコークス炉化学原料化についても同様に規定を設

けることにより、最終廃棄物量の削減を見込むこととした。

再使用･マテリアルリサイクル率および再資源化率の算出において、定義の『回収した、使用済みト

ナーカートリッジ質量』のうち、回収した中に混入する異物（トナーカートリッジ以外の物、再生対象外の

他社トナーカートリッジ、不正改造品など）は除いてよいものとする。回収時にトナーカートリッジを梱包

していた段ボールなどの包装材料などは、トナーカートリッジではないため、再使用･マテリアルリサイク

ル率および再資源化率の算出から除くこととする。

『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合計』および『再使用あるいはマテリアルリサイクルがなされた部品質量の合

計』は、自社、および最初に引き渡した事業者において再資源化された量とする。本来は再資源化工

程での残渣などを除いた後の再資源化された量とするべきであるが、再資源化事業者が多段にわたり
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最終段階での利用が評価困難である場合が多いことを考慮したものである。プラスチックについては、

証明書に再使用、マテリアルリサイクル、再資源化処理の割合をそれぞれ明記するものとする。

再使用･マテリアルリサイクル、または再資源化にあたっては、申込事業者、申込事業者の関
連事業者およびそれらと取引関係を有する事業者が回収したトナーカートリッジを含めて取り
扱うことを認めることとする。
基準値の設定については、欧州におけるWEEE規制、海外環境ラベル、関係業界における事業
者の取組状況などを参考に再使用･マテリアルリサイクル率新品トナーカートリッジ50％以
上・再生トナーカートリッジ75％以上、再資源化率95％以上と設定した。
再使用･マテリアルリサイクル率については、認定基準案で75％を設定したものの、新品トナ
ーカートリッジ事業者にとって大変な負担となり達成不可能であることから、新品トナーカー
トリッジの数値を50％とした。ただし、5年後の全面的な見直しを待たず、新品トナーカートリ
ッジ事業者の再使用･マテリアルリサイクル実績をみて、あらためて数値を検討し、段階的な基
準値の引き上げ、リサイクル困難物の高炉還元剤利用のあり方などを整理することとした。再
生トナーカートリッジについては、必要な部品交換を行わずにトナーの再充填に留め、品質的
問題を起こす可能性のある製品を除外するための最低限の数値であるという考え方から、認定
基準案のとおり75％とした。

B  製造段階
◇ B‐3（オゾン層破壊物質の排出）

(1) 製造段階におけるオゾン層破壊物質の使用について

アジア 4 ラベル共通コア認定基準においては、再生トナーカートリッジの洗浄工程における
CFC および有機塩素化合物の使用を認めないこととしているが、エコマークではオゾン層破壊
物質への配慮は新品、再生品に関わらず、また洗浄工程のみに限らず製造工程全般において重
要であるとして、全製品、製造工程に適用することとした。規制対象とするオゾン層破壊物質
はエコマーク商品類型 No.117「複写機」との整合を考慮し、モントリオール議定書に規定され
る CFC、HCFC、1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素とし、サーキットボードとはトナーカー
トリッジ製造事業者に供給する段階のものであって、IC などの搭載された状態のものを指す。

◇ 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) 大気汚染については、適切な管理がなされていること

製造工程から排出される大気汚染物質については、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。
(1)排水については、適切な管理がなされていること

製造工程から排出される水質汚濁物質については、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
して選定した。

◇ B‐8（有害物質などの使用・排出）
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本項目では以下の点が検討された。
(1) 有害物質について
(2) 取扱説明書へのECFパルプ使用について
(1) については、製造工程において使用、排出される有害物質に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した。
(2) 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
から基準の整合性、特にECF（非塩素漂白）パルプの観点から検討した。No.120「紙製の印刷物」
では、使用する紙はNo.107「印刷用紙」の基準を満足することとなっており、ECFパルプの使用
が要求されている。日本では製紙業界の取り組みにより2004 年度末を目途にECF化が進められ
ており、また製紙・パルプに関わる環境負荷の低減に取り組む化学品事業者の国際的団体であ
るAET(The Alliance for Environmental Technology)の調査によれば、取扱説明書が多く製造
されている東南アジアにおいても、ECFパルプは漂白化学パルプ生産量の約2/3を占めると報告
されている。このことから取扱説明書の製造にあたりECFパルプは入手可能と判断された。その
他、古紙パルプ配合率などのNo.107「印刷用紙」における項目やインキなどについても規定可
能と判断され、「紙製の印刷物」の基準を満足することを基準項目とすることとした。
ただし、古紙パルプの配合について、中国、東南アジアなどにおいては古紙回収のための社
会システムが整備されていないことから再生紙を日本から輸出して取扱説明書を印刷する事例が
商品類型No.122「プリンタ」において発生しており、トナーカートリッジの認定基準で同様の基準を策定
することに対して、環境負荷低減を図る観点から疑問であるとの意見が挙がった。検討の結果、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、古紙の使用を規定しないことと

した。

◇ B－9（その他の環境負荷）
本項目では以下の点が検討された。
(1)騒音、悪臭などの排出については、適切な管理がなされていること
(2)クレーム率について
(1)については、関連する環境法規および公害防止協定などに遵守することで、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した。
(2)については、再生トナーカートリッジの品質確認の観点から検討された。トナーカートリ
ッジに関連するJIS規格としては、JIS X6930「情報技術-事務機器-ハードコピー出力の画質属
性測定-2値単色のテキスト及びグラフィック画像」があるものの、この規格が規定しているの
は像の濃さ、線幅などの画質属性の定義、測定系の適合性の確認方法であり、複写などで得ら
れる画像が満足すべき品質を定めるものではない。そのため、トナーカートリッジの品質確認
の代替手段として、クレーム率が挙がった。しかし、当該製品に関するクレームの定義、クレ
ームに品質と無関係のものが含まれる可能性の高いこと、クレームとする基準が利用者によっ
て一定でないこと、クレームの対応内容が重要であり数値のみで評価できないこと、初回認定
時にはクレーム率を報告できないことなどが挙がり、本認定基準案では採り上げないこととし、
品質に関する基準として印刷処理性能を確認し、粗悪品を排除することで再生トナーカートリ
ッジの信頼性向上を図ることとなった。

C  流通段階
◇ C‐1（資源の消費）
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本項目では以下の点が検討された。
(1)包装用段ボールの古紙パルプ配合率について
(2)「再生資源の利用促進等に資するための製品設計における事前評価マニュアル作成のガイ
ドライン」について
(1) については、共通コア認定基準において50%以上と規定されており、これに準じることと
した。
(2)については、No.122「プリンタ」においても規定されており、基準の整合性の観点から基
準を策定する項目として選定した。

◇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)包装材料の製造段階におけるオゾン層破壊物質の使用について

アジア 4ラベル共通コア認定基準においては、包装材料への CFC および HCFC の使用を認めな
いこととしている。エコマークでも包装材料製造時のオゾン層破壊物質への配慮は重要である
として、基準を策定する項目として選定された。規制対象とするオゾン層破壊物質は No.117「複
写機」との整合を考慮してモントリオール議定書に規定される物質とした。

◇ C‐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) プラスチック製の包装材料におけるハロゲン系樹脂、有機ハロゲン化合物の使用

(1)については、包装材料廃棄における有害物質削減の観点から基準を策定する項目として選
定した。

D  使用・消費段階
◇ 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)機器本体への装填時のスチレン、ダストの放出について
(2)機器本体への装填時のVOCの放出について
(3)トナーに含まれる重金属、アゾ着色剤、その他の有害物質について
(4) Ames試験について
(5)トナーのMSDSについて
(1)については、エコマーク商品類型No.117「複写機」、No.122「プリンタ」において放出量
の制限が基準項目とされていることから検討した。これに対し、再生トナーカートリッジには
複数の本体機器種類に対応可能な製品があり、装填時の放出量を測定するためにそれらの機種
をすべて準備するのはコスト上の負担が大きいという意見が挙がった。検討の結果、トナーカ
ートリッジに由来するスチレンおよびダストの放出については基準項目とすることで低減を図
る必要があると判断され、基準を策定する項目として選定した。なお、本体機器の影響もある
ことから、複写機、プリンタなどの関連商品類型の見直し時に整合を図る必要があることが指
摘された。
試験方法などについては事業者の負担を考慮してJBMS-66の規定を活用し、チャンバー室の大
きさなど中小事業者に対しても試験実施が大きな障害とならないことを確認し、設定すること
とした。ドイツの環境ラベル「ブルーエンジェル」の複写機認定基準2003年10月版においては
試験方法が変更されており、次回見直し時に試験方法の変更の必要性についても検討すること
とした。
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(2)については、ブルーエンジェルの複写機認定基準2003年10月版において、複写開始前の待
機フェーズ（stand by phase）における揮発性の有機化合物質（VOC）の放散および複写プロセ
ス中のVOCに関する基準として規定されている。VOCについては、複写機のみならず様々な製品
において低減のための取り組みが進められており、複写機業界での低減の取り組みも強化され
る方向であり、日本国内においても試験室の建造などが進められている状況であることから、
知見の収集に努め、次回見直し時にあらためて検討することとし、本項目は基準を策定する項
目として選定しなかった。
(3)については、共通コア認定基準およびエコマーク商品類型No.117「複写機」、No.122「プ
リンタ」において添加が無いことが基準項目とされており、本商品類型においてもこれに準じた。
(4)については、ドイツのブルーエンジェルでは複写機、トナーカートリッジの商品類型にお
いてトナーに対するAmes試験の実施が要求されていることから検討がなされた。Ames試験はト
ナーの発がん性のスクリーニングを目的として、トナーメーカで一般的に実施されている。一
部のトナーメーカにおいて、2種類の菌によるプレスクリーニングで発ガン性を判定しているこ
とについて検討がなされ、OECDガイドラインおよび化学物質の審査及び製造等の規制に関する
法律などで5種類の菌によるスクリーニングが行われていることから、OECDガイドラインなどに
準じることとし、認定基準への適合の証明に記載することとした。
(5)については、含有される有害物質の把握および使用量の削減に向けたインセンティブとし
てMSDSの活用について検討した。アジア諸国においてはMSDSの法制化はされておらず、アジア4
ラベル共通コア認定基準の基準項目としても採用されていないものの、今後のMSDSの普及を促
すため、本商品類型においては基準を策定する項目として選定した。

◇ 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)利用者への情報提供について

(1) については、利用者への正しい使用方法の啓発、回収に関する情報の提供による製品回
収の促進、エコマーク認定商品の製造などに関わる事業者の責任の明確化という観点から検討
した。使用済み製品の回収を促進する上で、責任の所在を明確にすると共に、回収方法や連絡
先に関する情報を利用者に提供することは重要である。利用者が製品を回収に出すにあたって
は製品本体に記載されている情報を参照するのが一般的と考えられる。そこで製品本体への商
品名、エコマーク申込者の社名の記載を基準項目とすることとした。これらの情報は取扱説明書また
は包装にも記載とする。さらに、連絡先、回収方法、新品と再生品との混同を避けるため、再生品であ

ることの区別を記載することとした。

製品の適正使用を促す観点からは使用方法、アフターサービスなどに関する情報提供が重要となる

が、これらの情報はスペースの制約上、製品本体への記載は難しいので、包装または取扱説明書への

記載とした。対応機種については購入時点で必要な情報であるため、包装、宣伝用印刷物またはホー

ムページでの情報提供項目とした。対応機種に関する情報提供については、厳格に規定することによ

って廃棄物の発生増加やコスト上昇を招く恐れがあることから、最新機種への適用情報に関しては利

用者に情報入手手段を提供することに留め、エコマーク商品認定・使用申込時点での包装、宣伝用印

刷物またはホームページでの情報提供に関しては審査委員会において適切性を都度確認する余地を

残すこととし、本項目は基準を策定する項目として選定した。

E  廃棄段階
◇ E‐7（廃棄物の発生・処理処分）
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本項目では以下の点が検討された。

(1)再使用、リサイクルのできない部品の廃棄について

回収した使用済み製品の部品には、劣化が激しいなどの理由で再使用が不可能なものもある。
そのような部品はできるだけリサイクルすることが望ましいが、リサイクルも困難なものにつ
いては、エネルギー回収なども含めた再資源化を図ることとした。再資源化も困難なものにつ
いては廃棄に関わる環境負荷削減の観点から、環境に配慮した方法での適正な処理・処分が行
われることが重要であり、A-1に述べたとおり、基準を策定する項目として選定した。

◇ 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)感光体に使用される重金属について
(2)プラスチックの添加剤について
(1)については、アジア4ラベル共通コア認定基準、エコマーク商品類型No.122「プリンタ」
などにおいて基準項目としていることから、本商品類型においても基準を策定する項目として
選定した。
(2)については、アジア4ラベル共通コア認定基準では新品に限定して基準項目とされている。
本商品類型においては、再生品であっても交換した部品については環境負荷低減を図るべきで
あるとして、対象を新品と再生品の交換部品に拡張した。

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) 回収、リサイクルのシステムについて
(2) 製品の回収率について
(3) プラスチックの材料制限について
(4) プラスチックの材質表示について
(5) 分解容易性について
(1) については、アジア4ラベル共通コア認定基準、エコマーク商品類型No.117「複写機」に
おいて基準項目としていることからA-1に述べたとおり、本商品類型においても基準を策定する
項目として選定した。
(2) については、事業者のトナーカートリッジ回収促進に向けた努力を促すために回収率の
規定が提案された。また、回収率の問題は、原材料への再生材料の調達とも関わりがあるとい
う意見も挙げられた。メーカなどの事業者が回収ボックスを設置するなど、回収のための体制
を整備することは重要であり、上記(1)の通り、基準項目として選定されている。しかしながら、
使用済み製品の回収先の選択は利用者の判断に任せるべきとして、本項目は基準を策定する項
目として選定しなかった。
(3)については、プラスチックのリサイクルを促進する上で、材料をできるだけ統一すること
が重要であり、アジア4ラベル共通コア認定基準においても基準項目とされていることから基準
を策定する項目として選定した。ただし、ラベル、マーキング、ステッカーなどについては、貼付さ
れる部品と適合性を有するプラスチックも許容することとする。プラスチック間の適合性については、

VDI2243: 1993 Part 1, 30/42に従う。なお、VDI2243は2000年に改訂されているが、1993年版に掲載
されていたプラスチックの適合性を示す表が改訂版では削除されているため、別表2は1993年版から
引用した。また、アジア4ラベル共通コア認定基準においては対象を新品に限定しているが、本商品
類型においては、再生品であっても交換した部品については環境負荷低減を図るべきであると
して、対象を新品と再生品の交換部品に拡張した。
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(4)については、プラスチックのリサイクルにあたって材料が明示されていることが重要であり、アジ
ア4ラベル共通コア認定基準においても基準項目とされていることから、基準を策定する項目として選
定した。なお、共通コア認定基準では新品に限定されているが、(3)と同様、本項目についても対象を
新品と再生品の交換部品に拡張した。(5)については、共通コア認定基準の基準項目とされてお
り、再使用およびリサイクルの観点から分解の容易性への配慮が重要であるとして検討した。
これに対して分解の容易性を証明するのは困難であるとの意見や、純正品メーカでは回収、再
使用などを考慮し、それを阻害するような設計はしていないとの意見があげられた。ICチップ
については、搭載されることでリサイクルが困難になるケースも存在するものの、トナーの残
量管理など品質保持の目的で使用されており、再使用やリサイクルを必ずしも阻害するもので
はない。本商品類型では、トナーを詰め替えるとトナーカートリッジが作動しなくなることを
目的としたプログラムを組み込むことは、認めないこととして基準を策定する項目として選定
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)リサイクル回数の表示について
(2)純正品メーカからのリサイクルに関する情報提供について
(3)再生トナーカートリッジの使用に対するアフターサービスの拒否について

　(1)については、再生トナーカートリッジに関する情報提供としてリサイクルの回数の表示の必
要性を検討した。しかしながら、元のメーカ以外の事業者が回収するケースもあり、リサイクル
回数の正確な把握が困難なこと、再生トナーカートリッジメーカが部品の再使用の可否を決める
上でリサイクル回数は参考にしないことなどの理由から、本項目は基準を策定する項目として選
定しなかった。
　(2)については、複写機などの本体機器に起因する点も多く、トナーカートリッジ製造事業者に
おけるものではないこと、各製造事業者における設計思想上の工夫によるところも多く証明困難
であることなどから、本項目は基準を策定する項目として選定しなかった。
(3)については、複写機などの本体を製造、または消費者に供給する事業者の問題であり、トナ
ーカートリッジ製造事業者におけるものではないことから、本項目は基準を策定する項目として
選定しなかった。

4-2. 品質に関する基準の策定の経緯
　品質については、低品質によることで低価格販売を行い、結果として製品性能上の問題を起こ
す製品の取扱い、再生トナーカートリッジの使用による複写機などの本体機器への悪影響や出力
の汚れなどの不備への懸念から検討した。
再生トナーカートリッジにおける印刷処理能力は、再生トナーカートリッジの品質向上を図る
とともに、資源消費量削減への貢献が期待される。印刷処理能力に関する品質規格はISO13660が
あるものの、具体的な判断を行うための規格としては開発途上である。また、トナーカートリッ
ジの寿命測定方法に関する規格としてISO19752があるものの、再生トナーカートリッジに採用す
るにあたってはコストなどの課題があり、関係業界において検討が必要である。今後、これらの
品質規格が関係業界に整備・普及された時点で品質に関する基準を見直すこととし、本項目は共
通コア認定基準において規定している項目に準じることとした。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

表示予定設計図の提出（書式自由・原稿） 申込者

エコマーク使用規定第7条
エコマーク使用契約者名、

住所(電話番号)および認定番号
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

商品区分の分類

　□トナー容器＋現像ユニット
　□トナー容器＋ドラム
　□トナー容器＋現像ユニット＋ドラム
　□現像ユニット＋ドラム（トナー容器セット）

　　　(該当する事項をチェックして下さい)

パンフレットなど 申込者

製品種類

□　新品トナーカートリッジ
　□　再生トナーカートリッジ

(該当する事項をチェックして下さい)

パンフレットなど 申込者

製品を開発した会社
□自社  □他社

(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）

製造者

製造事業者一覧
事業者一覧表
（記入例 2）

申込者

年　　月　　日

付属証明書

エコマーク商品類型No.132
「トナーカートリッジ」

（社名）

申込型式名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



4-1-1.環境に関する共通認定基準

項目 記入欄 添付証明書 添付証明書の
発行者

4-1.(1)環境法規
証明書

（記入例 3）
最終製造工場の

工場長

4-1.(2)
 特定フロンなどの使用

証明書
（記入例 4）

製品を製造する
事業所の責任者
または工場長、
または最終のサ
ーキットボード
サプライヤ製造
事業者

4-1.(3) 粉塵の放出   □日本事務機械工業会規格(JBMS-66)
  □ブルーエンジェル(RAL-UZ62;2002)

証明書
（記入例 5）

申込者

4-1.(4)
 スチレンの放出

  □日本事務機械工業会規格(JBMS-66)
  □ブルーエンジェル(RAL-UZ62;2002)

証明書
（記入例 5）

申込者

4-1.(5)
 感光体の重金属

　　
　　  カドミウム化合物　　　　　　 　　　　□有／□無

　　  鉛化合物　　　　　　　　　   □有／□無

     水銀化合物　           □有／□無

　　  セレン化合物　          □有／□無

本書類 申込者

4-1.(6)
製品は容易に分解
できること

　a.製品を構成するモジュールは、容易に分解

できる

□適合する／□適合しない

　
　b.固定部品／取り外し部品に工具を挿入する

ために十分なスペースがある

   □適合する／□適合しない

  c.異なる材料間の接合部は、容易に見つけるこ

とができる

   □適合する／□適合しない

  d.異なる材料間に、接着または溶接などによる

分離不能な接合を用いない

    □適合する／□適合しない

  e.分解および再使用を妨げるための IC チップ、

または他のデバイスを使用していない

    □適合する／□適合しない

本書類 申込者

4-1.(7) 製品の回収
およびリサイクルの
システム、再使用・
リサイクル率

　　
証明書

（記入例 6）
申込者



証明書
（記入例 6）

4-1.(8)
  回収部品の再資源化率           

引取引取引取引取システムシステムシステムシステム、処理能処理能処理能処理能
力力力力、処理内容処理内容処理内容処理内容について
記載された説明文書の
提出

申込者

4-1.(9)
取扱説明書、または
包装への情報記載

 ＜確認項目＞
　□申込商品名
　□申込者の社名
　□連絡先電話番号
　□利用者が使用済み製品を返却する際

の製品回収方法
　□再生トナーカートリッジであること

の表記
　□製品の正しい使用方法
　□利用者へのアフターサービスに関す

る情報
　□無理にあけてはならないこと
　□不適切な取扱によるトナーダストに

関する対応
　□トナーの接触、経口等の処置
　□子供に対する処置

取扱説明書、包装、宣
伝用印刷物、ホームペ
ージ該当部分の URL、
本体該当部分の写真、
見本などを提出

申込者

4-1.(10)
包装、宣伝用印刷物、
ホームページへの
適切な情報表示

   □適用機械シリーズを見やすく紹介
   □適用機械シリーズに関する最新情報
　   の入手手段を提供

取り扱い説明書、包装、
宣伝用印刷物、ホーム
ページ該当部分 の
URL、本体該当部分の写
真、見本などを提出

申込者

4-1.(11)
製品本体への情報表示

□申込商品名
□申込者の社名

取扱説明書、包装、宣
伝用印刷物、ホームペ
ージ該当部分の URL、
本体該当部分の写真、
見本などを提出

申込者

4-1.(12)
 プラスチック製部品

（記入例 7）を使用し
て証明下さい

プラスチック
製造者

4-1.(13) プラスチッ
クに使用する添加剤

部品購買契約書部品購買契約書部品購買契約書部品購買契約書にににに該該該該
当項目当項目当項目当項目のののの記載記載記載記載がないがないがないがない
場合場合場合場合は、（記入例 8）を
使用して証明下さい

プラスチック
製造者

4-1.(14) プラスチッ
クに使用する難燃剤

部品購買契約書部品購買契約書部品購買契約書部品購買契約書にににに該該該該
当項目当項目当項目当項目のののの記載記載記載記載がないがないがないがない
場合場合場合場合は、（記入例 8）を
使用して証明下さい

プラスチック
製造者

4-1.(15)
プラスチックへの
マーキング

（記入例 9） 申込者



4-1.(16)
トナーの漏れ防止

□トナーが漏れ出さないように
密封している
　している／していない

申込者

4-1.(17)　３R設計 別表３ 申込者

4-1.(18)
再生トナーカートリッジ

再生トナーカートリッ
ジであることの証明書

製品を製造する
事業所の責任者
または工場長

4-1-2.消耗品に関する基準

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の
発行者

4-1-2.(19)
 トナーの重金属

証明書
（記入例 10）

トナーの
サプライヤ

4-1-2.(20)
 トナーのアミンを生
成するアゾ着色剤

証明書
（記入例 11）

トナーの
サプライヤ

4-1-2.(21)
トナーの危険物質

証明書
（記入例 10）

トナーの
サプライヤ

4-1-2.(22)
Ames 試験

Ames の試験報告書
を提出すること

申込者もしくは
第三者

4-1-2.(23)
トナーの MSDS

　　 MSDS(化学等安全ﾃﾞｰﾀ
ｼｰﾄ)の提出 申込者

4-1-3.取扱説明書に関する基準

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の
発行者

4-1-3.(24)
取扱説明書

商品類型 No.120「紙
製の印刷物」の認定
基準を満たす証明
書を提出（記入例
12）

申込者



4-1-4.包装材料に関する基準

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の
発行者

4-1-4.(25)包装材料の
特定フロンなどの使用

証明書
（記入例 13）

包装材製造
事業者

4-1-4.(26)
包装プラスチック材の
ハロゲンを含むポリマ

証明書
（記入例 13）

包装材製造
事業者

4-1-4.(27)
包装に使用される
段ﾎﾞｰﾙの古紙配合率

証明書
（記入例 14）

包装材製造
事業者

4-1-2.(28)包装材料
環境配慮のマニュアル

　□ガイドラインに基づき作成した包装
　　材の評価マニュアルに沿って包装材
    名を提出すること（マニュアル内容
　　がわかる資料提出）

　□使用している包装材名を提出すること

「再生資源の利用
促進等に資するた
めの製品設計にお
ける事前評価マニ
ュアル作成のガイ
ドライン（平成 6年
7 月　産業構造審議
会廃棄物処理・再資
源化部会）」に適合
する証明書を提出
すること

申込者

4-2 品質に関する基準

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の
発行者

4-2.(29)印刷処理能力

再生トナーカート
リッジの印刷処理
能力は、新品のモデ
ルの90 %以上である
ことを示す証明書
（記入例 15）

申込者

4-2.(30)品質管理

品質管理、品質検
査、品質管理システ
ムの存在に関する
証明書

製品を製造する
工場長



　　 記 入 例１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　△△株式会社

　　　△△部　△△△△　殿

○ ○株式会社

○ ○　○　○

　　　印

申込承諾書

当社（エコマーク認定）ブランド名（　　　　）（認定番号（　　　））

を、（申込企業）がブランド名（　　　　　）として、エコマーク

商品認定・使用申込を行うことを承諾します。

証明書

発行者名

本証明書の宛先

本証明書の発行日



記 入 例２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

　　　△△株式会社

　　　△△部　△△△△　殿

○ ○株式会社

○ ○　○　○

　　　印

＜＜＜＜事業者一覧事業者一覧事業者一覧事業者一覧＞＞＞＞

サーキットボードサプライヤ

トナーサプライヤ

プラスチック部品・製造事業者

包装材料の事業者

証明書

発行者名

本証明書の宛先

本証明書の発行日



　　 記 入 例３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△△株式会社

△△部　△△△△　殿

○○株式会社

工場長　○○　○○

　　　

適合証明書
（申込商品最終工程の製造会社）は（申込商品名）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

２． 「毒物及び劇物取締法」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法
律」などの化学物質取扱に関する法律の規則を申込時より過去○○年間
（※）遵守していること。

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。

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

工場

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

証明書

発行者名

本証明書の発行日



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△△株式会社

△△部　△△△△　殿

○○株式会社

工場長　○○　○○

　　　

適合証明書
（申込商品名）は、ハロゲン化炭化水素類とし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

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。

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

工場長

証明書

発行者名

本証明書の発行日

記入例 ４



　 記 入 例５
△△株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△ △部　△△△△　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

機器本体への装填時における粉塵、スチレンの放出について

基準値 実測値 適合可否

  粉塵の放出 ＜０．０７５ｍｇ／m3

（BA法＜４．０ｍｇ／ｈ）
 　　　　　ｍｇ／m3

  スチレンの放出 ＜０．０７  ｍｇ／m3

（BA法＜１．０ｍｇ／ｈ）
 　　　　　ｍｇ／m3

 　
　　  
＜試験方法＞

　□日本事務機械工業会規格・JBMS-66
　□ブルーエンジェル・RAL-UZ62;2002付録 3

本証明書の発行日

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

証明書

発行者名



製品全質量製品全質量製品全質量製品全質量におけるにおけるにおけるにおける、、、、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率率率率、、、、およびおよびおよびおよび再資源率再資源率再資源率再資源率

部品名もしくは
製品名

重量
（ｇ）

再使用する材
料（素材）名

重量
（ｇ）

リサイクルされる
材料（素材）名

重量
（ｇ）

再使用、リサイクル
を除く、再資源化さ
れる材料（素材）名

重量
（ｇ）

その他
重量
（ｇ）

引取先 回収後の使用用途

部品１

部品２

部品３

部品４

部品５

部品６

部品７

部品８

重量合計

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ ＤＤＤＤ ＥＥＥＥ

 4 4 4 4----1111. (. (. (. (7777) ) ) ) 製品全体製品全体製品全体製品全体のののの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率率率率、、、、4444----1111.(.(.(.(8888) ) ) ) 再資源率再資源率再資源率再資源率

型式毎に提示してください。複数の型式について、使用材料の重量割合が同じ場合は、その旨、提示してください。この表で書ききれない場合は、この表に準じた表をご作
成ください。
※※※※トナートナートナートナーおよびおよびおよびおよび消耗部品消耗部品消耗部品消耗部品はははは、、、、製品重量製品重量製品重量製品重量からからからから除除除除くことくことくことくこと

製品全体製品全体製品全体製品全体におけるにおけるにおけるにおける回収回収回収回収したしたしたした部品部品部品部品のののの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率率率率
（（（（BBBB＋＋＋＋CCCC）／）／）／）／AAAA××××100100100100====　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　((((gggg) ) ) ) ／　　　 　　　　／　　　 　　　　／　　　 　　　　／　　　 　　　　((((gggg) ) ) ) ××××100100100100====　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　%%%%　　　　　　　　小数点２位以下切下
製品全体製品全体製品全体製品全体におけるにおけるにおけるにおける再資源化率再資源化率再資源化率再資源化率（（（（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、、、、またはまたはまたはまたはエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー回収回収回収回収））））
（（（（BBBB＋＋＋＋CCCC＋＋＋＋DDDD）／）／）／）／AAAA××××100100100100====　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　((((gggg) ) ) ) ／　 　　　　　　　／　 　　　　　　　／　 　　　　　　　／　 　　　　　　　((((gggg) ) ) ) ××××100100100100====　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　%%%%　　 　　 　　 　　 小数点２位以下切下

型式名（　　　　　　　　　　　　　）

記入例６



　　 記 入 例７
△△株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△ △部　△△△△　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

使用しているプラスチック材料リスト

複写機の商品ブランド名（名称）   　　　　　　　　　　　　   
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）

※プラスチック製品部分は、一つのホモポリマ、コポリマまたはポリマブレンド（ポ

　リマアロイ）で構成されています。

部品名称 プラスチック製造者 プラスチック製品名 材質表示

記入例：筐体 記入例：○○化工㈱ 記入例：△化学㈱製
AB-1234

記入例：>ABS+PC<

　

　以上のとおり、プラスチック製品部分は、一つのホモポリマ、コポリマまたはポリ

マブレンド（ポリマアロイ）で構成されています。

　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 を満たしています。

本証明書の発行日

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

証明書

発行者名



　 記 入 例８
△△株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△ △部　△△△△　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

プラスチックに使用する添加剤・難燃剤の証明書

プラスチック製部品は、以下のリストに定めるプラスチックに使用する

添加剤および難燃剤を使用しておりません。

＜添加剤・難燃剤のリスト＞

NO 添加剤・難燃剤名 使用の有無

 １ カドミウム 有り／無し
 ２ 鉛 有り／無し

 ３ 水銀 有り／無し

 ４ ＰＢＢ 有り／無し

 ５ ＰＢＤＥ 有り／無し

 ６ 塩素化パラフィン 有り／無し

※ただし、カドミウム、鉛、水銀については、ワイヤーを含む電気、電子部品への使

　用は除く。

本証明書の発行日

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

証明書

発行者名



　 記 入 例９
△△株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△ △部　△△△△　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

プラスチックのマーキング部品リスト

NO 使用個所 部品重量（ｇ） 部品平ら面積（ｍｍ２）

 １ ソータ部品 １００ １０００

 ：
 n

　　　　　　　　　　　　　　　     ↑25g以上または 200ｍｍ２以上 ↑または
    ＩＳＯ１１４６９に適合していることの証明書

本証明書の発行日

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

証明書

発行者名



記 入 例１０
△△株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△ △部　△△△△　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

トナー中の有害物質

中分類 小分類 NO 物質名 含有の有無

重金属  １ 水銀化合物 有り／無し
 ２ 鉛化合物 有り／無し

 ３ カドミウム化合物 有り／無し
 ４ ６価クロム化合物 有り／無し

その他 ＥＣ理事会指令  １ 付属書Ⅰ　Ｒ２６ 有り／無し

 ２ 付属書Ⅰ　Ｒ２７ 有り／無し
 ３ 付属書Ⅰ　Ｒ４０ 有り／無し

 ４ 付属書Ⅰ　Ｒ４２ 有り／無し

 ５ 付属書Ⅰ　Ｒ４５ 有り／無し

 ６ 付属書Ⅰ　Ｒ４６ 有り／無し
 ７ 付属書Ⅰ　Ｒ４８ 有り／無し

 ８ 付属書Ⅰ　Ｒ４９ 有り／無し

 ９ 付属書Ⅰ　Ｒ６０ 有り／無し
 １０ 付属書Ⅰ　Ｒ６１ 有り／無し

 １１ 付属書Ⅰ　Ｒ６２ 有り／無し
 １２ 付属書Ⅰ　Ｒ６３ 有り／無し

 １３ 付属書Ⅰ　Ｒ６４ 有り／無し

 １４ 付属書Ⅰ　Ｒ６８ 有り／無し
ＩＡＲＣ  １ 発がん性 有り／無し
ＥＣ理事会指令、製品全
体の危険シンボル表示

 １ 付属書Ⅳ 有り／無し

 ２ 付属書Ⅳ　Ｒ４３ 有り／無し

本証明書の発行日

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

証明書

発行者名



　　記 入 例１１
△△株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△ △部　△△△△　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

トナーのアゾ着色剤について

以下のアゾ基の分解により生成してはならないアミンを使用しておりません。

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

本証明書の発行日

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

証明書

発行者名



　記 入 例１２
△△株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△ △部　△△△△　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

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

本証明書の発行日

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

証明書

発行者名



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）

　　ある場合は右の添付証明書が必要です。

当該物質名を記載した

証明書
申込者

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



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

財団法人日本環境協会

エコマーク事務局長　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○

　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、印刷・製本工場長

環境法規遵守証明書

（申込商品最終工程の製造会社）は（申込商品名）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

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

本証明書の発行日

記入例 １２－１

証明書

発行者名



記 入 例１２－２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

財団法人日本環境協会

エコマーク事務局長　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○○

　　　　　　　　　　　社印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊発行者は、印刷・製本工場長

自社規格品質管理証明書

当社エコマーク認定申込ブランド名（　　　　　）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。

証明書

発行者名

本証明書の発行日



記 入 例１３
△△株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△ △部　△△△△　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

梱包材の CFCs、HCFCs、1,1,1-トリクロロエタンおよび四塩化炭素の不使用
　　　　　

　　　　　梱包材にモントリオール議定書に含まれる次の

　　　　　溶剤（CFCs、HCFCs、1,1,1-トリクロロエタン
　　　　　および四塩化炭素）を、使用しておりません。

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　○○　事業所責任者または工場長

　　　　

包装に使用されるプラスチック材のハロゲンを含むポリマの非含有

　　　　　
　　　　　包装に使用されるプラスチック材にハロゲンを
　　　　　含むポリマを使用しておりません。
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　○○　事業所責任者または工場長

　　　　

本証明書の発行日

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

証明書発行者名（梱包材

を製造する事業者）



記 入 例１４
△△株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△ △部　△△△△　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

包装に使用される段ボールの古紙パルプ配合率について

　　　　

　　　　　　　　　　　　古紙パルプ配合率○○％

以上

本証明書の発行日

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

証明書発行者名（製紙事

業者）



記 入 例１５
△△株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００×年×月×日

△ △部　△△△△　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社

品質証明書

再生トナーカートリッジの印刷処理能力は、同型の新品のモデルの 90 %以上で
あることを証明します

■■■■新品新品新品新品カートリッジカートリッジカートリッジカートリッジのののの印刷処理枚数印刷処理枚数印刷処理枚数印刷処理枚数 C1 C1 C1 C1

　C1(枚) = ((M1-M2)/(M1-M3)) × 1000
　M1:新しい新品カートリッジの質量
　M2:使用後の新品カートリッジの質量
　M3:A4サイズの用紙 1000枚に有効範囲 5%で印刷した後のトナーカートリッジの質量
　　　

■■■■再生再生再生再生カートリッジカートリッジカートリッジカートリッジのののの印刷処理枚数印刷処理枚数印刷処理枚数印刷処理枚数 C2 C2 C2 C2
　　　  
　C2(枚) = ((M4-M5)/(M4-M6)) ×1000
　M4:新しい再生カートリッジの質量
　M5:使用後の再生カートリッジの質量
　M6:A4サイズの用紙 1000枚に有効範囲 5%で印刷した後のトナーカートリッジの質量

★★★★印刷印刷印刷印刷処理処理処理処理能力比能力比能力比能力比(%) = (C2/C1) (%) = (C2/C1) (%) = (C2/C1) (%) = (C2/C1) ××××100100100100

本証明書の発行日

本証明書の宛先

エコマークの申込者が製造する場合：

（財）日本環境協会　エコマーク事務局長　宛

申込者と製造者が異なる場合：

申込者　宛

証明書発行者名（梱包材

を製造する事業者）



「トナーカートリッジ」案への意見

意見箇所 意見内容 対応
1 対象 トナー容器単体を対象として頂きたい。複写機の多くは、トナーボトル(トナー容器単

体）の採用とリサイクルにより環境負荷の軽減を進めています。消耗部品の交換が必要
となるカートリッジ製品に比べ、消耗部品の無いボトルの環境負荷が低いことは明らか
と考えます。（ボトルの容器対トナーの重量比からリユース部分の比率が低等もあります
が）

トナー容器については、エコマーク商品類型No.117「複写機」において取扱いを
明確にしており、本商品類型の対象としては採り上げないこととしました。

2 定義 「現像ユニット」「ドラム」「トナー容器」の定義を追加頂きたい。基準の随所にこの言葉
が出てきますが、一般消費者にとってわかりにくい内容となっています。

意見を参考に修正しました。

3 定義 再使用･マテリアルリサイクル率に高炉還元などを認めるべきである。 エコマーク事業全体の現時点での考え方として、高炉還元をマテリアルリサイク
ルに含めていません。したがって、原案のとおりとします。ただし、数値について
は見直しを行いました。

4 4-1-1.(3)、(4) 有害物質の有害性評価、紙粉の健康影響などについて 化学物質の取り扱いについては、「類型･基準制定委員会に関するガイドライン」
に則り、公式に有害性が認められ、国際機関、国、関係業界の自主規制などの
規制がとられている物質を基準項目としています。

5 4-1-1.(6) 「ｆ．製品添付の取扱説明書に分解の危険性に関する説明を記載しなければならな
い。」を追加して頂きたい。一般消費者が分解する事が可能となり、トナーの飛散や吸
引による事故を防止するため必須と考えます。

トナーカートリッジの分解の容易性に関する基準項目は、使用済トナーカートリッ
ジの回収後に事業者がリサイクルをすることを想定したものです。一般消費者が
分解可能となることとイコールではなく、基準としては不要であると判断し、原案の
とおりとしました。

6 4-1-1.(7) リサイクル率を75％から50％に修正するべきです。一社を除き、60%程度が実績値であ
るという報告が各社から出された。この算出においては、処理内容の細かい精査を
行った結果のぎりぎりの値である。
製品回収量などから実績値は年毎にばらつくため、今後数年間に渡り現状をベースと
して60%を保証することは困難である。
また、商品ごとに算出するのは困難であることから、会社のシステム全体として共通の
数字を提示することになるため、仮に年間ベースで算出して60%を割り込むと、その年
のカートリッジ商品が全てエコマークを取得できないことになってしまう。

意見を参考に修正し、解説に考え方を説明しました。

7 4-1-1.(7)、(8) 「回収した部品」→「回収したトナーカートリッジ部品」　理由：この算出においては包装
材料は対象としないことを明確にするため、トナーカートリッジ部品と明記する。

意見に基づき修正しました。

8 4-1-1.(9) 「取扱説明書または包装カートリッジ商品の包装、同梱される印刷物、または本体商品
の取扱説明書のいずれかに、次のa.～g.の項目を利用者が見やすいように記載してい
ること。」　理由：l 商品名、社名などはいずれにも記載できるが、装填方法は包装に、
回収のための連絡先は同梱する印刷物に、あるいはアフターサービスやメーカーの相
談窓口の連絡先などは本体商品にも共通に必要な情報のため、本体商品の取扱説明
書に記載するなど、使われ方に応じた記載をしているため、これらのいずれかに記載
することとしていただきたい。

意見に基づき修正しました。

9 4-1-1.(11).b OEM生産品について、基準に要求する「申込者名」表示を「商品販売社名」表示に変
えられるか。申込者名表示は、OEMビジネスの観点および顧客の混乱回避の観点か
ら不適当と考えます。

OEM製品は、OEM先の事業者が取り扱うものとして、原案のとおりとしました。

10 Ames試験はOECDGLに則って行わなければならないのか？ 証明方法では化審法としており、解説ではOECDに準じるとしているため、誤解の
ないよう修正しました。



「トナーカートリッジ」案への意見

意見箇所 意見内容 対応
11 4-1-2.(21) 次の事項を追加頂きたい。

・トナーカートリッジとＭＳＤＳの関係を明らかにすること
・消費者等の求めに応じ情報を開示すること
　製品「Ａ」は、ＭＳＤＳが「Ｂ」のトナーを充填したという表明が必要です。過去の経験
では、これが入手出来ずトレーサビリティ面で困った経験があります。

意見を参考に修正しました。

12 4-2.(27) 「①白黒トナーカートリッジの場合
測定方法： ISO/IEC 19752:2004に準拠
  測定によって得られた印刷処理能力 / 同型の新品のモデルの印刷処理能力≧ 0.9

②カラートナーカートリッジの場合」を追加　理由：· 測定方法に国際規格が存在するも
のは、国際規格を採用すべきである。
（ISO/IEC 19752:2004は2004-6-16に正式発行済み）

現時点で品質に関する基準を設定することが困難と判断され、原案のとおりとし
ました。

13 ３R設計 複写機基準におけるTC/トナー容器と整合を図るべきである（無理に合わせる必要な
いとの意見もあげられた）。

必要性に応じて個別に検討し、必要と判断されたものは追加しました。

14 その他 · 「トナーカートリッジ」基準作成後に検討された、「複写機Version2」にて要求されるト
ナーカートリッジへの要求で、「トナーカートリッジ」にも共通して採用可能な基準は、追
加検討をお願いしたい。「複写機Version2」の消耗品に要求される基準との相違点を
別紙１に記載する。

同上

15 その他 · 「トナーカートリッジ」基準と「複写機Version2」の基準では共通項目が多く存在する。
共通のトナーカートリッジを使用し、本体と同時申請する場合などに備えて、チェックリ
ストや申請書類の一部を共通フォーマット化するなど、申請書類の最大限の簡略化を
ご検討いただきたい。

意見を参考に修正しました。

16 その他　商品区
分

TCはブランド名（商品名)がなく、型式で販売している。1申込の範囲が不明確となるた
め、商品区分を見直すべき。

意見を参考に修正しました。

17 その他　マーク
表示

再生品のエコマーク表示上の注意を追加頂きたい。再生品は、新品のマークを隠す様
にするのか、並列に表示して構わないかを明記頂きたい。
私見としては、マークの一義性から隠すように表示することが適切と考えます。

意見を参考に説明を追加しました。

意見者数 6名
意見総数 17件



「トナーカートリッジ」案への意見

　　　　　意見12　ISO19752

【算出方法案】
■マテリアルリサイクル率
　（Ｂ＋Ｃ）／Ａ
 
■再資源化率
　（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）／Ａ
 
A： 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
B： 再使用された部品の質量
C： マテリアルリサイクルされた質量
Ｄ： 再資源化された質量（BおよびCは除く）
証明方法
Ａ： 各地域のリサイクル拠点の責任者による証明書
Ｂ： 各地域のリサイクル拠点の責任者による証明書
Ｃ： 自社でのマテリアルリサイクルの場合　拠点責任者による証明書
 業者によるマテリアルリサイクルの場合　申請者が委託した業者による証明書
Ｄ： 自社での再資源化の場合　拠点責任者による証明書
 業者による処理の場合　申請者が委託した業者による証明書
 
*質量は直近の年間データとする。１年間の実績がない場合、その期間の実績を提出
● 回収された製品のうち、自社の製品を対象として算出

Information technology -- Method for the determination of toner cartridge yield for monochromatic electrophotographic printers and multi-function
devices that may contain printer components
 
情報技術－単色電子写真プリンタ及びプリンタコンポーネントをもつことのある多機能装置のためのトナーカートリッジ収量の測定のための方法

· 現行のトナーカートリッジの印刷処理枚数の表示は、各社の測定条件が統一されておらず、実際の処理能力との間に各社の製品間での違いがあった。ISO19752はこのよ
うな問題に対して、測定条件の統一、誤差を最小限に抑えるための統計学的な処理をもとに規定された国際規格の測定方法であり、絶対値での他社との比較なども可能
となるなど、消費者へのメリットも大きい。
· また公開案の計算式は、サンプル数が１であり、特に個体差が大きい再生トナーカートリッジでは測定に大きなばらつきが生じる。ISO/IEC 19752では、サンプル数を
９とするものの、自社の製品のみの測定であり、個々のばらつきを勘案した上での絶対値が得られることで、他社のトナーカートリッジ、同型の新品トナーカートリッ
ジとの相対比較が可能となる。
· 解説で触れられたコストに関しては、申請者が新品トナーカートリッジや他社のトナーカートリッジを購入しての測定は必要なく、自社製品のみでの測定が可能で、コ
スト負担は大きくならない。
· 新品のトナーカートリッジについては、今後業界として国際規格に準じた処理能力表示に順次変更する予定である。本基準施行の2005年1月時点で全ての新品トナー
カートリッジがISO19752に準じた表示にすることは困難であり、新品メーカーが表示しなければ再生メーカーの比較も困難なことから、新品メーカーが対応できたもの
から順次適用するなど新表示法への業界対応のための移行措置は必要と考える。
· カラートナーカートリッジについては、現在国際規格の作成途中であるため、現時点では上記②の計算式で運用せざるを得ない。国際規格が成立した段階で迅速に採用
をお願いしたい。



「トナーカートリッジ」案への意見

　　　　　　別　紙 1

トナーカートリッジの基準項目 No.
↓　　↓複写機 Version2(公開案)の基準項目 No.
NoNoNoNo NoNoNoNo 項目項目項目項目 提案提案提案提案 理由理由理由理由
(19) (12) トナー　その

他の危険物質
・　R68（不可逆的な危害の可能性がある）　追加 アジアコア基準検討時と BA 改訂のタイミングの差

があるが、引用した BA基準の最新版に合わせて TC
へも追加したらどうか。

－ (15) 消耗品の 3R設
計チェックリ
スト

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。　追加

設計に関する項目だが、再生カートリッジでは交換
した部品のみを対象として追加したい。

－ (19) 表示 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 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。

追加　詳細記述は複写機基準に合わせる

－ (22) 密封性 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。　追加

トナーの人体への安全性に関する項目であるため、
TC基準へも必須で追加したい。

(3)
(4)

(23)
(25)

ダスト
スチレン

2004年以降の BAM、または現行エコマーク/2003年以前の BAMの
併用。
条件追加

この形では、カートリッジ基準の申請時に、BAM-
2004の測定結果を活用できない。
エミッションは今後 BAM を追従していく方向な
ら、BAM-2004も引用しておくよう TC基準にも追
加しておくべき。

－ (42) 製品添付書類 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　追加

再生カートリッジで省略する理由がないため、追加
したい。

－ (46) 法冷遵守 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。　追加

5 年間という点が複写機基準との差異だが、整合を
図りたい。


