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エコマーク商品類型 Ｎｏ．１３３

「デジタル印刷機 Version1.0」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　(財)日本環境協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エコマーク事務局

１．環境的背景
デジタル印刷機は、最初に版(マスター)を作り、それにインクを通すことによって印刷

を行う機器である。現在、主要な製造事業者は、日本国内の 3 社であり、国内および世界
の大部分のシェアを占める。2003 年における国内出荷台数は約 4 万台であった。
デジタル印刷機では、版を作るために電力を消費するが、この負荷は、その版を元にし

て印刷された用紙全体に分散（配賦）される。また、デジタル印刷機では、用紙へのイン
ク定着に熱を利用しないため、ヒーターなどを発熱させない分、電力使用量が低く抑えら
れている。以上の理由から、デジタル印刷機では、印刷枚数が多くなるほど一枚あたりの
消費電力量や印刷コストが低くなる。このような特徴から、デジタル印刷機は多枚数の印
刷に適した機器であるといえ、学校などの教育機関において、あるいはチラシ印刷や会議
資料作成などの用途でも広く使用されている。
このように、学校や事業所などにおいて広く使用される機器において、エネルギ消費効

率に優れた製品を推奨することは、電力使用量の削減および CO2排出の低減にもつながる
ものである。デジタル印刷機は、2004 年度のグリーン購入法（国等による環境物品等の調
達の推進等に関する法律）の特定調達品目に新たに指定されたが、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が取り上げられている。
さらに、熱定着を行わないことから、ザラ紙（わら半紙）などの低質紙でも印刷の仕上

がりが安定しており、多様な用紙が使用可能である。こうした特性は、使用者の用紙調達
時の利便性のみならず、環境側面からも優位な特徴の一つであるといえる。
機器本体に使用される可能性がある有害物質については、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る。エコマークとして
企業の先進的な取り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。また、
資源循環の観点からは、3R（リデュース、リユース、リサイクル）に配慮した設計を施し、
実際にも機器の部品のリユースやリサイクルを一層促進していくことが重要である。
また、消耗品として使用するインクやマスターについても、有害物質や使用後の再資源

化・環境に配慮した廃棄を促すことについて考慮した。インクについては近年関心の高い
VOC（揮発性有機化合物）などの化学物質に関する配慮を、マスターについては、使用後
に廃棄されることから、廃棄時の負荷低減に関しても十分な検討を行った。

２．対象
デジタル印刷機

３．用語の定義
デジタル印刷機 ：デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機
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。
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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。

インク ：デジタル印刷機に用いるエマルジョンタイプの黒インク。
インク容器 ：インクを入れる容器をいう。
マスター 印刷画像を形成するためのシート。一般的には、和紙（天然あるい

は合成繊維）とフィルムを貼り合わせたものを用いる。
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や印刷インク中

の処方構成成分として用いられる高分子材料。
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。
再資源化率 ：回収したインク容器質量のうち、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

：回収したインク容器質量のうち、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。

回収率 ：過去 1 年間に廃棄された製品個数のうち、回収された製品個数の割
合。廃棄個数は同期間の販売個数で代用してよい。

保守部品 ：機器の性能を維持するために必要な交換部品
VOC（揮発性有機化
合物）成分

：WHO（世界保健機構）の化学物質の分類において、「高揮発性有機化

合物」および「揮発性有機化合物」に分類される揮発性有機化合物。

芳香族成分 ：日本工業規格  石油製品の成分試験法（JIS　K2536）を印刷インク
溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物。

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。
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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 ................................................................................................... 3

4-1-1  機器本体の 3R 設計 ....................................................................................... 3
4-1-2  プラスチック材料に関する要求 ...................................................................... 3
4-1-3  電池 .............................................................................................................. 4
4-1-4  インク、マスター、およびインク容器 ............................................................ 4
4-1-5  粉塵 .............................................................................................................. 5
4-1-6  用紙 .............................................................................................................. 5
4-1-8  機器の回収、再資源化 ................................................................................... 6
4-1-9  包装材 ........................................................................................................... 6
4-1-10 エネルギー消費 ............................................................................................. 6
4-1-11 製品添付書類 ................................................................................................ 6
4-1-12 安全性等 ....................................................................................................... 6
4-1-13 製造に関する基準 .......................................................................................... 7

4-1 環境に関する基準
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。
ただし再使用部品には本項目を適用しない。

4-1-2  4-1-2  4-1-2  4-1-2  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
・ (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、マーキン
グについては ISO11469:1993(JIS K 6999:1994)に準拠していることでもよい。

ただし、本項目は平成 18 年 6 月より適用とする。
(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。
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・ 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
・ (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、マーキ
ングについては ISO11469:1993(JIS K 6999:1994)に準拠していることでもよい。
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

JIS K 6899-4:2000）」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、三酸化アンチモンについては、平成 18 年 6 月より適用とする。
また、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
・ (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。ただし、マーキン
グについては ISO11469:1993(JIS K 6999:1994)に準拠していることでもよい。

(8)プラスチック部品は ISO1043 第 1〜4 部（一致規格 JIS K 6899-1〜4）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。

4-1-3  4-1-3  4-1-3  4-1-3  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処方構成成分と

して添加していないこと。

4-1-4  4-1-4  4-1-4  4-1-4  インクインクインクインク、、、、マスターマスターマスターマスター、、、、およびおよびおよびおよびインクインクインクインク容器容器容器容器
(10)化学物質の使用が適正に管理されていること。具体的にはインクの MSDS（化学物質
等安全データシート）を備えていること。

(11)インクには印刷インキ工業連合会「食品包装材料用印刷インキに関する自主規制（ネ
ガティブリスト規制）」で規制される物質を処方構成成分として添加しないこと。

(12)インクに使用されるポリマは、ハロゲン系元素を含むポリマを処方構成成分として添
加しないこと。

(13)JIS K2536 で石油系溶剤から検出される芳香族成分がインク中に容量比 1.0％未満で
あること。

(14)インク中の石油系溶剤が 30％以下であること、かつ VOC 成分が 5％未満であること。
(15)インク容器は「事務機械製品の安全確保のための表示に関するガイドライン」(平成 12
年 12 月改訂　(社)日本事務機械工業会(現　ビジネス機械・情報システム産業協会))に
基づいた表示をした製品を使用すること。

(16)インク容器のプラスチック製部品は、多臭素化ビフェニール（PBB）、多臭素化ジフェ
ニルエーテル（PBDE）および塩素化パラフィン（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。

(17)インク容器のプラスチック製部品は、鉛、カドミウム、水銀およびその化合物を処方
構成成分として添加していないこと。
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(18)インク容器のプラスチック製部品は、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。
SPI など他のマーキング方法でもよい。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。
(19)インク 100ml あたりの容器のプラスチック製部品質量が 7g 以上のインク容器につい
ては、回収の仕組みが存在し、回収率が 55%以上であること。かつ、回収したインク
容器の再資源化率がインク容器全体の質量（インクを除く）に対して、95％以上であ
ること。回収したインク容器のうち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。

(20)インク 100ml あたりの容器のプラスチック部品質量が 7g 未満のインク容器について
は、素材毎の分離・分別の容易さが考慮されていること。

(21)マスターのプラスチック製部品にハロゲンを含むポリマを使用しないこと。また、マ
スターのプラスチック製部品に、以下を含む、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。
・ 多臭素化ビフェニール（P B B）
・ 多臭素化ジフェニルエー テル（PBDE）
・ 塩素化パラフィン（鎖状 炭素数が 10〜13 で含有塩素濃度が 50%以上）

(22)インク容器本体、またはその包装にインク容器の取扱に関する情報として、次の a.～
d.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. インクが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。
c. 子供の手が届かない場所に保管するべきこと。
d. 使用後の廃棄方法および /または回収方法。

4-1-5  4-1-5  4-1-5  4-1-5  粉塵粉塵粉塵粉塵
(23)使用する紙によっては機器の使用時に紙粉が発生することがあること、および設置場
所への配慮、清掃、換気の励行などの使用上の留意事項を製品添付書類に記載すること。
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 1)
使用する紙によっては機器の使用時に紙粉が発生することがあります。清掃、換気を十
分行うように心がけてください。

4-1-6  4-1-6  4-1-6  4-1-6  用紙用紙用紙用紙
(24)2 種類以上の古紙パルプ配合率 100％の再生紙が使用可能なこと。各用紙は、少なく

とも坪量 70g/m2以上と 70g/m2未満で 1 種ずつとし、かつそれらの坪量の間には
10g/m2以上の差があること。

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
(25)修理の受託体制が整備され、機器利用者の依頼に応じて修理を行っていること（リペ
アシステム）。体制の整備として①修理を受託することの情報提供がなされていること。
②修理の範囲（サービス内容）、必要期間、費用、機器利用者向けの対応方法などに関
する情報提供がなされていること。

(26)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。

(27)インク・マスター及び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。
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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
(28)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  包装材包装材包装材包装材
(29)製品の包装に使用されるプラスチック材料は別表 3 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。

(30)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。

(31)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。

4-1-10 4-1-10 4-1-10 4-1-10 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
(32)電力消費は別表 4 に示す「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」(平成 16 年 4
月)3．OA 機器(8)デジタル印刷機の「表　デジタル印刷機のエネルギ消費効率の基準」
に示される基準に適合すること。

4-1-11 4-1-11 4-1-11 4-1-11 製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類
(33)申込者の提供する取扱説明書(ユーザマニュアル)は以下 a～c に適合していること。

a. 古紙リサイクルに支障をきたさないような製本形態であること。
ただしホットメルト接着剤の使用を認める。

b. 使用用紙のパルプ漂白工程で塩素ガスを使用していないこと。
c. 使用用紙の古紙パルプ配合率が 70％以上であること。
ただし、海外で印刷されるものについては、c の項目は適用しない。

(34)以下の①～⑬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使用後のインク容器の廃棄方法または回収方法
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用紙には坪量の異なる古紙パルプ配合率 100%の再生紙が使用できること。
⑦調整可能な機能を消費電力が最大になるように設定した状態での製版時、印刷時の消
費電力
⑧詳細な製品情報を入手するための連絡先、または参照先
⑨インク容器の正しい取扱い方法
⑩インクが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
⑪インク容器を子供の手が届かない場所に保管するべきこと。
⑫十分な清掃と換気を行うべきこと
⑬製品の消耗品として供給されるインクがインクに関する基準 4-1-4(10)〜(14)を満足
していること

4-1-12 4-1-12 4-1-12 4-1-12 安全性等安全性等安全性等安全性等
(35)機器の安全性については電気用品安全法  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。
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(36)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。

4-1-13 4-1-13 4-1-13 4-1-13 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
(37)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 3 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。

(38)本体およびインク、マスターの製造にあたって、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 品質に関する基準
　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

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て
いること。

(1)認定基準 4-1(1)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「デジタル印刷機本体の 3R 設計」へ必要事項を記入し、提出すること。

(2)認定基準 4-1(2)、(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を提出すること。（記入表 A に相当するもの）

(3)認定基準 4-1(4)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)～(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(記入表 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（JIS K 6899-4:2000）」コード番号の標記
方法に準じた記載を明記すること。

(5)認定基準 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。事務局か
らの要請があれば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)認定基準 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)認定基準 4-1(10)については、印刷インク製造事業者の発行する MSDS (化学物質等安
全データシート)を提出すること。

(8)認定基準 4-1(11)については、インクの製造事業者が発行する、ネガティブリスト規制
に適合していることの証明書(記入例 2)を提出すること。

(9)認定基準 4-1(12)については、インクの製造事業者が発行する、使用されるポリマに該
当物質の添加がないことを証明する書類(記入例 2)を提出すること。

(10)認定基準 4-1(13)については、溶剤供給元または分析試験場が発行する石油系溶剤の試
験成績証明書およびそれを元に計算した、インクの製造事業者が発行する資料を提出す
ること。計算した資料には、次の事項を記載し計算過程を明確に記載すること。
a. インクの名称
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b. インクに含有されている各石油系溶剤の名称
c. 各石油系溶剤(代替表記でも可)に含まれる芳香族成分の割合
d. b.と c.より求めたインク中に含まれる芳香族成分の割合

(11)認定基準 4-1(14)については、インク中の石油系溶剤の重量割合を記載している MSDS
((7)で提出するものと同じでよい) を提出すること。および、VOC 算出に用いた試験結
果および分析方法、またはインクの製造事業者が発行するインク中の VOC 含有量を記
した証明書を提出すること。

(12)認定基準 4-1(15)～(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。
(13)認定基準 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、
使用しているプラスチックの材料リスト(記入例 3)を提出すること。

(14)認定基準 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。および当
該インク容器の回収システムの説明、回収率および再資源化率を明記した証明書を提出
すること。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。
申込製品が上市後 1 年未満の場合には回収率 55%以上を達成するための仕組みが整備
されていることを具体的に記載した説明書を提出すること。ただし使用契約締結後に、
事務局は申込者に回収率の報告を求める(または監査を行う)ことがあり、申込者はそれ
に協力しなければならない。

(15)認定基準 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。および当
該インク容器の構造、材料とその原材料を具体的に記載し、素材毎の分離・分別の容易
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。）

(16)認定基準 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。
(17)認定基準 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。およびイ
ンク容器もしくはその包装の見本、写真、印刷用版下など情報提供がなされていること
が確認できるものを提出すること。

(18)認定基準 4-1(23) 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。

(19)認定基準 4-1(24)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%であることと当該用紙の坪量を記載の原料証明書を提出すること。

(20)認定基準 4-1(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
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
明記した製品添付書類の該当部分の写しを提出すること。

(21)認定基準 4-1(26)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。
(22)認定基準 4-1(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。および本事
項を明記した製品添付書類の該当部分の写しを提出すること。

(23)認定基準 4-1(28)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。ただし基準に定める事
項を明記した製品添付書類がある場合は、当該部分を提出することで代用してもよい。

(24)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、
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 4)を提出すること。

(25)認定基準 4-1(30)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、
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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 5)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。
包装材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 6)を提出すること。

(26)認定基準 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。）

(27)認定基準 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。および別
表 4 に適合していることの証明書(記入例 7)を各申込み機種ごと提出すること。申込時
の提出が困難である場合、｢別表 4 に適合していることの証明書を各申込み機種ごとに
エコマーク使用契約締結までに提出すること、基準に適合しない場合、エコマーク使用
契約を締結しない｣旨を明記した念書を提出すること。
また、分析試験所名・試験所の所在地・品質システムを確立し試験を実施していること
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。

(28)認定基準 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。
(29)認定基準 4-1(34)については、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。

(30)認定基準 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。
(31)認定基準 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

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。

(32)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 8)をそれぞれ提出すること。

(33)認定基準 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。および本
体およびインク、マスターの各々の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 9)を提出すること。

６．その他
(1)商品区分は機種毎またはシリーズ機毎とする。ただし、シリーズ機毎の場合、申込はま
とめて（1 回で）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、左揃えの
2 段表示を矩形枠で囲んだものとし、一段目に「3R・省エネ設計」、二段目に「インク
の VOC 成分 5%未満」と記載すること。
以下に一例を示す。
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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 6 月 1 日　制定予定
2010 年 5 月 31 日　有効期限

本商品類型の認定基準は、必要に応じて認定基準の改定を行うものとする。

別表 1
4-1-1(1)機器本体の 3R 設計

エコマーク使用契約者
（株）××××

エコマーク認定番号

第○○○○○○○○号（数字のみでも可）
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別表2 (4-1-1(3))
VDI2243VDI2243VDI2243VDI2243: 1993 Part 1: 1993 Part 1: 1993 Part 1: 1993 Part 1, 30/42, 30/42, 30/42, 30/42表表表表2222熱可塑性熱可塑性熱可塑性熱可塑性プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックのののの適合性適合性適合性適合性

　 　 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　(4-1-9(29),4-1-13(37))
4-1-9(29),4-1-13(37)4-1-9(29),4-1-13(37)4-1-9(29),4-1-13(37)4-1-9(29),4-1-13(37)にににに規定規定規定規定するするするする物質物質物質物質

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 4(4-1-10(32))
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デジタルデジタルデジタルデジタル印刷印刷印刷印刷機機機機にににに係係係係るるるる基準基準基準基準

　 　 Ａ３対応機 Ｂ４対応機、Ａ４対応機

　 　 プリンタ機能 プリンタ機能

　 　 作動時 非作動時 作動時 非作動時

プリンタ機能標準装備型 ≦35.5 ≦28 ≦22 ≦20

プリンタ機能付加時 ≦35.5 ＮＡ ≦22 ＮＡプリンタ機能
非標準装備型 プリンタ機能なし 　 ≦24 　 ≦19

(単位：W時／h)
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解　説　　　　　「デジタル印刷機 Version1.0」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005 年 6 月 1 日制定

１．環境的背景の補足
本認定基準の検討にあたっては、No.117｢複写機 Version2.0｣と同一 WG（ワーキン

ググループ）において検討を行った。これは、これらの機器には、印刷原理による相違
があるものの、材料、有害物質の規制、機器の 3R 設計など、共通で検討できる項目が
多いことによる。ただし、複写機とは異なる消耗品であるインクやマスター、ユーザへ
の情報提供などについては、各機器の特性や市場の要求を十分に勘案した上で検討を行
った。
デジタル印刷機においては、2004 年度に初めてグリーン購入法の特定調達品目に指

定されたこと、また今回エコマークの新商品類型として取り上げたことなどからも、複
写機と同様に、今後ますます環境対応が進むことが期待される。また、デジタル印刷機
は、印刷時に熱定着を行わないことから、印刷時のエネルギー消費量が低く多枚数の印
刷に適する機器である。こうした特性について、ユーザの認知が高まっていくことが望
まれる。

２．対象について
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。

３．用語の定義について
<デジタル印刷機>
グリーン購入法における定義に従った。

<サブアッセンブリ、筐体、筐体部品、シャーシ、電気・電子サブアッセンブリ>
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「複写機」や「複合機」におけるチェ
ックリストまたは業界で一般的な用法に従った。

<インク、インク容器、マスター>
インク、マスターは(社)日本事務機械工業会(現　ビジネス機械・情報システム産業協

会)「JBMS-70-2001 デジタル印刷機用語」の定義に従った。インク容器は現在、製品
によって異なるタイプの容器が採用されているので、そのいずれも対象として定義した。

<ホモポリマ、コポリマ、ポリマアロイ(ポリマブレンド)>
これらの用語については、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>
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.132「トナーカートリッジ Version1.0」に従い定義
した。



                                           14

<回収率>
廃棄個数を把握するのは困難であるので、インク容器の購入が、使用済みとなったイ

ンク容器 1 個廃棄によるものと仮定し、販売個数で代用してよいこととした。実績値の
算出期間は廃棄量、販売量の季節変動、廃棄から回収までのタイムラグを平準化するた
め、1 年間の平均値とした。

<再資源化率>
使用済みインク容器の回収、リサイクルに関する基準の導入に伴い、No.132「トナ

ーカートリッジ Version1.0」に従い定義した。

<保守部品>
業界で一般的な使い方に従った。たとえばプレスローラ、排版ベルトなどが含まれる。

< VOC（揮発性有機化合物）成分、樹脂、芳香族成分>
エコマーク商品類型 No.102「印刷インキ Version2.0」に従い定義した。

<3R 設計チェックリスト、Must 項目、Should 項目>
ブルーエンジェル「複写機」や「複合機」におけるチェックリストに従った。

４．認定の基準について
４-１. 環境に関する基準の策定の経緯
基準の設定にあたっては、「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」を用い、環境

の観点から商品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を考慮した。認定基準を設定す
るに際し重要と考えられる負荷項目が選定され、それらの項目について定性的または定
量的な基準を策定した。
商品類型「デジタル印刷機」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-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 ステー ジ

        環境負荷項目 Ａ．
資源
採取

Ｂ．
製造

Ｃ．
流通

Ｄ．
使用
消費

Ｅ．
廃棄

Ｆ．
ﾘｻｲｸﾙ

１資源の消費 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎
２地球温暖化影響物質の排出 ◎ ○ ○
３オゾン層破壊物質の排出 ◎ ◎ ◎
４生態系への影響
５大気汚染物質の排出 ◎
６水質汚濁物質の排出 ◎
７廃棄物の発生・処理処分 ○ ○
８有害物質などの使用・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)再生機について

(1)については、エコマーク商品類型 No.117「複写機 Version2.0」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。WG では、機器の重量が 10 数 kg から 300kg 程度までと幅があることか
ら、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。
ブルーエンジェル「複写機」では、筐体、シャーシについて再生材料を 5%以上使
用していることが望ましいとしている。
しかしながら、デジタル印刷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、F-1(1)に述べる機器本体
の 3R 設計に関するチェックリストの Should 項目(適合することが望ましい項目)
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た。25g
以上の再生プラスチック部品につき、その部品における再生プラスチックの割合も
問わないものとする。
また、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を報告させるこ

とが検討されたが、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。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
は問わないこととした。

(2)については、デジタル印刷機の寿命は印刷枚数にして約 1000 万枚であるが、
リースやレンタルでは寿命に達する前に契約期間が終了することも多い。そこで、
故障、消耗した部品を交換、修理し、再生機として再度市場に投入することによっ
て、資源の消費、廃棄物の発生を抑制する効果が期待される。再生機は古い設計の
製品をベースとするため、エネルギー消費効率は最新の製品よりも劣るが、原材料
の製造や加工などを節減することによる CO2 の低減の効果の方がトータルとして
CO2発生量を減らせる可能性がある。
デジタル印刷機では、再生機において既に約 10%程度のシェアがあり、増加しつ

つあること、業界として普及を図っていることを考慮しエコマークとしても取り上
げることを検討していくこととした。なお検討にあたっては、LCA に基づくデー
タを用い、また市場における実際の流通・販売経路や引取りの状況を十分に勘案し
ながらすすめるものとする。

　　◇ 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。
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(1)取扱説明書の用紙について

(1)については、資源循環に資する観点から古紙パルプを配合した用紙を使用する
こと、および古紙リサイクルに支障をきたさないような製本形態であることが選定
された。古紙パルプの配合率については、商品類型No.107「印刷用紙Version2.0」
に準じて70％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。EU 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。
さらに、商品類型 No.107「印刷用紙 Version2.0」にも要求される ECF(非塩素

漂白)パルプについても検討を行った。日本国内ならびに海外においても、製紙製
造工程における環境負荷低減にむけ、ECF 化がすすめられている状況を鑑みて、
基準とし採用することとした。

　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、使用のための消耗品および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
会の保守部品の供給期間に関する基準に従い、当該製品の製造停止後、7 年以上イ
ンク・マスターおよび保守部品を供給することとした。消耗品についても供給期間
を規定するのは、7 年以上の供給がほとんどではあるものの、7 年未満で供給が停
止される可能性があるためである。

(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）としている。デ
ジタル印刷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。
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　  ◇ Ｂ－５　（大気汚染物質の排出）
　　     本項目では以下の点が検討された。

(1)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

目の適用は機器本体の最終組立工場、インク、マスターの製造工場に限定すること
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。

(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)プラスチック製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「複写機」において基準とされていることから

検討を行った。電子・電気機器の電気火災防止の観点から、難燃剤の使用は不可欠
であるが、E-8 の(5)にも詳細に記述のとおり、難燃剤には揮発性、蓄積性、水生生
物への有害性、感作性や神経毒性、発がん性、変異原性、生殖毒性など何らかの有
害性を有し、環境や人体に対して悪影響を及ぼす可能性のある物質が使用されてい
ることが多い。悪影響が生じるライフステージやエンドポイント、影響する有害性、
その程度は難燃剤の種類や添加される部品、添加量などに依存するが、例えば、揮
発性を有するトリフェニルホスフェート(TPP)などのリン系難燃剤の場合、機器の
製造、使用、処理中の揮発によって製造作業者、ユーザ、処理作業者などに暴露し、
感作性を発現させる可能性がある。また、PBDE などの蓄積性のある難燃剤は、製
品廃棄後、焼却灰などから地下水や表層水に溶出し、食物連鎖を通した生体濃縮に
より上位捕食者に肝臓への影響など慢性毒性を呈するなどが考えられる。溶出した
難燃剤が魚などの水生生物に影響する可能性もある。このように様々なリスクが想
定されるため、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として、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。CAS No.とは、米国化学会の部門であ
る CAS(Chemical Abstracts Service)が化学物質に固有の識別子として与えている
登録番号である。しかし、難燃剤の組成分については、材料製造事業者の企業ノウ
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、材料製造事
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業者が複写機製造事業者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。デジタル印刷機一機種に対し、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 (JIS K 6899-4:2000))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、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。
多くの場合、製品納入時に主要な包装は引き取られており、製造事業者はその経

路を監視すると共に、リサイクルに向けた努力をしている。また、可能な限り、リ
ターナブルタイプの包装が使用されている。しかし、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、リターナブルタイ
プの使用や回収について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。
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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されなかった。

    ◇ 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。

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。製
品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、他商品類型と
の整合性を考慮し対象となる物質は 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「複写機」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。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
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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、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
合物による環境負荷の観点から検討された。デジタル印刷機の包装材は C-1(2)にも
述べた通り、多くは回収され、地域や包装の種類などの条件に応じ再資源化、処理
がなされている。高炉還元剤などとして再資源化される場合については、脱塩素処
理の可能な施設もあるものの、塩化水素ガスなどによる設備劣化を防ぐためにはハ
ロゲン化合物が含まれないことが望ましい。焼却処理された場合については、有機
ハロゲン化合物を含有するプラスチックがダイオキシン類発生の原因となること
が懸念されてきたが、ダイオキシン類対策特別措置法施行後の廃棄物焼却炉の性能
向上によるダイオキシン類排出量の著しい低下、一般廃棄物中の食塩などの無機ハ
ロゲンがダイオキシン類のハロゲン源となる可能性などを考えると、包装材から有
機ハロゲン化合物を排除することによるダイオキシン類排出量低減効果は限定的
である。しかし、回収してマテリアルリサイクルなどの再資源化を実施することを
要件としない場合は、焼却中に発生する塩化水素等による焼却炉の劣化防止の観点
からは、焼却される廃棄物中のハロゲン化合物は可能な限り低減する方が望ましい
と考えられる。以上を鑑み、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)インク容器が回収され、リサイクルされること
(3)両面コピーが使用可能なこと
(4)消耗品の 3R 設計

(1)は「用紙」による森林資源の消費など環境負荷の観点から必要条件であるとさ
れ、エコマーク商品類型 No.117「複写機 Version2.0」と同様に基準を策定する項
目として選定された。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
るが、デジタル印刷機は幅広い品質、厚さの用紙に対応できるので、坪量の異なる
用紙で少なくとも 2 種類の古紙パルプ配合率 100%の再生紙が使用可能なこととし
た。坪量の設定についてはコピー用紙 (65g/m2 程度 )とカラー印刷用コピー用紙
(80g/m2程度)等、一般的に使用される用紙がカバーされるよう、70g/m2以上、70g/m2

未満とした。ただし、2 種類が類似の用紙とならないよう、坪量の差は 10g/m2以上
あるものとする。

(2)については、インク容器の回収および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、廃棄物の削減などの効果がある。エコマークで
は商品類型 No.117「複写機 Version2.0」においてトナーカートリッジ由来の廃棄
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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、デジタル印刷機のインク容器に
ついても同様の規定を検討した。
現在、インク容器には、インク容量あたりのプラスチック製部品質量が比較して

大きいボトルタイプのものと、比較して小さいバッグインカートンタイプ（以後、
カートンタイプ）およびビニールパックタイプのものがある。カートンタイプのも
のは、軟質のビニールパックの周囲を板紙で囲った形状の容器である。このうちカ
ートンタイプについては、回収を促進している製造事業者、自治体の指示に即した
適切な廃棄を促している製造事業者とがある。製造事業者が既に回収の仕組みを持
っているのであればそれを活用すべきであるが、カートンタイプの容器に使用され
るプラスチック製部品は軽量であるために回収、再資源化による効果は小さく、新
規に仕組みを構築するようなケースでは、かえって環境負荷の増大につながる恐れ
がある。そこで、プラスチック製部品の質量の小さいカートンタイプおよびビニー
ルパックタイプに対しては回収の有無は問わず、廃棄あるいは回収後の再資源化、
適正処理を考慮し、素材別の分離、分別の容易性を要求することとした。なお、カ
ートンタイプに使用される板紙については、市場での一般的なリサイクルルートが
存在するため、分離・分別の容易さの配慮によりリサイクルが期待できる。
一方、インク容量あたりのプラスチック製部品質量が大きいボトルタイプについ

ては、製造による環境負荷が比較して大きく、またプラスチックについては、市場
での一般的なルートによってリサイクルされるケースが板紙より少ないと考えら
れるので、事業者の裁量による回収、再資源化が望ましい。現状としては回収率は
50%以上と想定されるが、製造者責任の観点から回収率の向上が業界にとって重要
な課題であり、WG においても議論があった。製造事業者の実施した LCA による
と、回収率 33%以下ではボトルタイプはカートンタイプよりも CO2発生量が上回る
結果となっている。回収、再資源化が環境的に有意義となるためには、LCA 評価に
おけるモデルの簡略化による不確定性を考慮し安全側に見つもった上で、ある程度
以上の回収率の確保が必要と言える。エコマーク商品類型 No.117「複写機
Version2.0」ではサードパーティ排除に繋がる可能性があるとして、回収率の規定
は設けていないが、デジタル印刷機のインク容器では、サードパーティの市場が小
さく、回収率を基準項目とすることがサードパーティの排除に繋がる可能性は低い
と考えられることから、基準を策定する項目として選定した。デジタル印刷機は、
ユーザが政府機関や学校など一定しており、またボトルのサイズ、形態の相違も少
ないので、回収管理が比較的容易であるものの、回収率は製造事業者の努力だけで
はなくユーザの意識に依存するところも大きい。従って必要以上に高い要求とする
のは適切ではないとして、業界の現状、LCA の結果などを鑑み、数値の多少の変動
を許容し、回収率 55%以上を基準とした。
回収の仕組みに関し、製造事業者はコスト、環境面から最大の効果が得られる方

法で回収率向上を図っているものの、北海道、離島などの地域によっては回収を自
発的に行っていない場合があり、このようなケースは回収の仕組みが整備されてい
るとはみなせないのではないかという意見があった。関連して、プラスチックのラ
イフサイクルにおける環境負荷の中で輸送による負荷の割合は小さく、離島であっ
ても回収、再資源化を行う方が環境的に望ましいはずであるという意見、回収の無
い地域での環境負荷増大について考慮が必要という意見もあった。また、エコマー
クとして地域によって異なる基準を設定することはしていない。これらの意見に対
する製造事業者側からの説明によれば、インク容器の販売は製造事業者から直接ユ



                                           22

ーザに販売されるケースと、製造事業者から販売会社に一旦販売された後、販売会
社からユーザに販売されるケースがあり、前者ではユーザ、後者では販売会社に対
し、製造事業者からインク容器回収への協力を呼びかけている。すなわち製造事業
者が必ずしも全国をカバーする回収の仕組みを整備するとは限らないが、製造事業
者が直接回収を行わない地域でも、製造事業者の呼びかけのもとに販売会社が回収
を実施している。販売会社による回収は上述の回収率には算入されていないが、ユ
ーザの要望があれば製造事業者、販売会社のいずれかがインク容器を回収する仕組
みにはなっている。また、D-9(3)に詳述するとおり、インク容器または取扱説明書
に回収方法を記載することを要件としていることから、ユーザの問い合わせがあれ
ば回収が行われる。これらのことから回収の仕組みはあると解釈可能と判断した。
なお、使用済みのインク容器の回収は、新品の注文と引き換えに回収する方法で

実施されるケースがほとんどであり、地域によっては商慣習として認められること
もあると考えられる。しかし、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)を遵守
し、必要があると判断された場合は広域再生利用指定を受けた事業者に回収を委託
するなど、法律に抵触しない方法を取らなくてはならないことを確認した。
また、インク容器について、新たな形状のものが今後開発される可能性があるこ

とを考慮して、要求事項の区分については、形状によるものではなく、インク容量
あたりのプラスチック製部品使用量によることとした。振り分け値については、精
緻な LCA データから導くことが好ましいが、インベントリ分析に必要なデータの
収集などが現状としては煩雑で困難な事情を配慮し、現在の商品を参照して、イン
ク容量 100ml あたりのプラスチック製部品質量 7g 以上か否かにおいて振り分ける
こととした。
証明については、過去の実績値から申込製品が今後も基準を満足することを推定

することとなるため、新規参入製造事業者やインク容器をカートンタイプからボト
ルタイプに転換した製造事業者など実績を持たない事業者に対する参入障壁にな
るのではないかとの意見があった。このような場合について、1 年に満たないデー
タであっても申込時点の実績の報告とする案があったが、ユーザへの回収の周知に
時間がかかる等、開始後しばらくは基準を満足することは難しいと考えられること
から、実績の報告は要求せず、基準を満足するための仕組みの説明を提出すること
とした。ただし、エコマーク使用契約後に基準が満足されていることを確認するた
めに、事務局から回収率の報告を求めることがある。要求があった際には認定を受
けた事業者は、報告に協力しなくてはならず、協力の無い場合、あるいは報告され
た回収率が明らかに基準を満足していない場合には認定を取り消すこともある。
回収したインクボトルについては、インク中の有機溶剤による形状変化等がある

ため再利用、再充填は困難であるが、インクボトルのキャップ、プランタ、ごみ箱、
ハンガーなどへのマテリアルリサイクルも実施されており、再資源化率は 98%程度
に達すると予測されている。このように業界の自主的取組が進んでいると言えるが、
基準項目としない場合には回収したインクボトルを埋立に回す製造事業者が出て
くる可能性もあるとの指摘があり、再資源化の実施を確実にするため、基準項目と
して採用した。再資源化率としては商品類型 No.117「複写機 Version2.0」でトナ
ーカートリッジおよびトナー容器に対し再資源化率 95%を要求しているのに準じ、
95%とした。
なお、再資源化率の算出において、定義の『回収したインク容器質量』のうち、

回収した中に混入する異物（インク容器以外の物、再資源化対象外の他社インク容
器など）は除いてよいものとする。回収時にインク容器を梱包していた段ボールな
どの包装材料などは、インク容器ではないため、再資源化率の算出から除くことと
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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』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
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。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インク容器を含めて取り扱うことを認めることとする。

(3)については、デジタル印刷機は両面コピー機能を持たないので基準を策定する
項目として採用されなかった。

(4)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。｢複写機
Version2.0｣では、トナーカートリッジおよびトナー容器について消耗品の 3R 設計
チェックリストを採用している。デジタル印刷機のインク容器についても同様の検
討を行ったが、トナーカートリッジほど複雑な構造の消耗品ではないことから、チ
ェックリストそのものの採用は見送り、安全性・環境負荷低減に資する有害重金属
類や特定難燃剤の使用禁止の項目およびリサイクルを促進するためのプラスチッ
クのマーキングという主要な項目のみ、基準として採用することとした。
なお、プラスチックのマーキングは、ISO11469(一致規格 JIS K6999:2004)に基

づくことを基本とするが、現状では米国プラスチック工業協会の定める SPI コード
に基づく表示が成されており、ISO11469 に基づく表示をするためには金型の変更
が必要である。しかしながら、デジタル印刷機では長期に渡って設計変更がされず
同一の金型を使用し続けている部品も多く、プラスチックのマーキング方法の変更
だけのために金型を変更することは、環境的便益は特に無く、環境負荷の増加に繋
がる。そこで材質について ISO1043(一致規格 JIS K6899-1〜4)と同等と見なしうる
表示がなされていれば、SPI コード等、ISO11469 以外の方法であっても認めるこ
ととした。ただし、今後、世界的に ISO11469 に基づく表示への転換が進むと考え
られ、デジタル印刷機としても世界的整合性の観点から Version2.0 への改訂までに
可能な限り ISO11469 への転換を図ることが求められる。

　　◇ 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

(1)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。デジタル印刷機に
対する省エネルギーに関する公的基準としてはグリーン購入法における判断の基準
に示されたエネルギー消費効率がある。エネルギー消費効率は機器の運転、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、エネルギー消費効率＝(A+7
×B)/8　(A：機器立ち上げ時、1時間における消費電力、B：通常時の1時間における
消費電力量)と定義されている。デジタル印刷機には複写印刷機能とネットワークを
通してパーソナルコンピュータから印刷を行うプリンタ機能があり、一定時間使用
されないと複写機機能ではオフモードに移行するが、プリンタ機能ではネットワー
クからの信号を受けるために低電力モードに移行する。プリンタ機能の有無、その
作動の有無によってエネルギー消費のパターンが異なるため、エネルギー消費効率
基準値も別個に定められている。
グリーン購入法の基準値は制定当時の市場における 50%から 60%程度の製品が
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適合するレベルに定められており、WG ではエコマークとしてはより厳しい基準を
設定するべきとの意見があった。しかしながら、デジタル印刷機は印刷時に加熱工
程がないことから、元々使用時のエネルギー消費の少ない機器であり、製造事業者
実施の LCA によれば、機器使用による CO2排出量は、ライフサイクル全体の約 1/3
程度である。機器による差も小さく、エネルギー消費を削減できる余地は乏しいと
いえる。そこで、エコマークとしては、グリーン購入法の判断の基準に従い、非適
合機種の改善を促すこととした。グリーン購入法はトップランナー方式で基準を定
めているので、今後、基準の引き上げが予想される。その際には、エコマークもグ
リーン購入法の改正に同調すべきか検討が必要である。
なお、現在、デジタル印刷機は国際エネルギースタープログラムの対象外である

が 、 2004 年 2 月 発 行 の ”    ENERGY STAR Qualified Imaging Equipment
Specification Revision Directional Draft”では2005年頃に予定している画像機器の
基準改定にあたって対象に盛り込む可能性のある製品の一つとしてデジタル印刷機
を挙げているので、今後の動向を見守る必要がある。

　　◇ 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) インク中の有害物質
(3) マスター中の有害物質
(4)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、エコマーク商品類型No.117「複写機Version2.0」ではオゾン、粉
塵、VOCの排出を規制しているが、デジタル印刷機では機構上オゾンの発生は無い。
また、VOCの放散については、機器のプラスチック部品からの放散も微量は考えら
れるものの、インクに含有されるVOC由来が大部分であると考えられる。さらにデ
ジタル印刷機は複写機と異なり、高温の熱定着を行わないため、放散については、
実際の放散量を測定するのではなく、(2)のインクにおけるVOC成分の含有量の規制
について検討を行うものとした。
粉塵については複写機ではトナー由来の粉塵の飛散についても懸念されるが、実

際に測定される物質としては、重量の比率から、紙粉が大部分を占めると考えられ
る。デジタル印刷機で発生する粉塵は用紙に由来する紙粉が考えうる。デジタル印
刷機は、複写機と比較して、より広範な範囲の用紙を使用することが可能であり、
事業者による推奨紙が使用される割合が少ないといえる。また、印刷速度が速いこ
とから、同一の用紙を使用した場合を想定すると、単位時間あたりに発生する紙粉
は複写機と比較しても多くなると考えられる。

10μm以下(比重1.0において)の吸入性のある粉塵は肺の奧深くにまで侵入するた
め人体にとって好ましくない物質である。紙粉自体には有害性は無く、また製紙製
造事業者へのヒアリングによれば、用紙の紙繊維が10μm以下となることは稀であ
る。ただし、用紙製造時の管理状態が原因で、用紙製造時に添加する添料などが10
μm以下の紙粉として用紙表面に残ったまま販売されることは想定される。さらに、
共存する蒸気などを吸着することで、その運搬を担う可能性もあり、高濃度となる
ことは避けるべきである。事務所衛生基準規則において浮遊粉塵は0.15mg/m3(空気1
気圧 ,25℃)と規制されており、それ自体本来は有害物質を含まないとしても、紙粉に
ついての規制を設けることについて検討された。
しかしながら、エコマーク商品類型No.117「複写機Version2.0」で課している、
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ブルーエンジェル「複写機」で定められている放散試験を実施可能な試験設備は日
本国内でもドイツでも現時点では少なく、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。また、紙粉の発生は使用する用紙の製造時の品質管理状態に依
存するものであり、機器製造事業者の推奨紙など品質管理がなされた用紙を使用す
れば紙粉の発生は極めて少ないものと考えられる。そこでデジタル印刷機では放散
試験を課すことはせず、ユーザへの注意喚起のための情報提供を要求するものとし
た。情報提供の内容は紙粉発生の可能性、および紙粉除去のための清掃、換気の奨
励、印刷作業者以外の労働者への影響を防ぐための機器の設置場所への配慮など紙
粉による衛生上の問題への対策とする。

(2)については、エコマーク商品類型 No.102「印刷インキ」の中でデジタル印刷
機用のインクに近い平版インキおよび新聞インキに関わる項目に基づき、デジタル
印刷機用インクへの適用可否を検討し、デジタル印刷機に適用可能な基準項目とし
て、MSDS の提出、印刷インキ工業連合会の「食品包装材料用印刷インキに関する
自主規制(ネガティブリスト規制)」対象物質の使用禁止、ハロゲン系元素を含む樹
脂の使用禁止を採用した。「食品包装材料用印刷インキに関する自主規制(ネガティ
ブリスト規制)」対象物質は人の健康への安全性を考慮して選定されたものであり、
インク使用時のユーザや製造時における労働者の安全性確保のため、準用した。イ
ンク中の VOC 成分、芳香族成分については、頭痛、吐き気などの人体への影響の
他、発がん性や生殖毒性、神経系への影響などが指摘される物質が多く、また、大
気中で光化学オキシダント発生の原因となったり、化学物質過敏症の原因物質の一
つとしてもあげられたりしていることから取り上げた。規制値については No.102
「印刷インキ」の基準、及びデジタル印刷機用インクの現状を踏まえ、VOC 成分
5%未満、芳香族成分 1%未満とした。石油系溶剤については、その削減が芳香族成
分低減および石油系資源の節約に寄与することから採用し、No.102「印刷インキ」
に準じ、30%以下を基準とした。インク中の VOC 成分含有量の証明方法について
は、デジタル印刷機の孔版インクは通常エマルジョンタイプであり、ガスクロマト
グラフによる分析が一般的に困難であることを考慮し、インク製造時業者が発行す
るインク中の VOC 含有量を記した証明書も認めることとした。この証明書には、
個別の VOC毎の含有量およびそれらの合計量を記すものとする。また、ここで VOC
とは、世界保健機構(WHO)による分類を引用し、高揮発性有機化合物(VVOC:沸点
範囲が＜0℃～50-100℃)および揮発性有機化合物(VOC:沸点範囲が<50-100℃～
240-260℃)を指す。
なお、VOC 成分、芳香族成分、石油系溶剤の規制値は、現在上市されているデジ

タル印刷機用インクの中で環境的に優位性を持つとの判断で規定されたもので、必
ずしも人や環境へのリスクとして問題が無いことが確認されているわけではない
ことに留意が必要である。

(3)については、現状において特に配慮を要するような有害物質は使用されていな
いが、エコマークにおけるプラスチック材料への一般的な要求との整合から、難燃
剤の PBB,PBDE,短鎖塩化パラフィンを処方構成成分として添加しないこととした。
難燃剤の有害性については、E-8(4),(5)で詳述する。また、マスターのプラスチック
部品として、現在は無いものの、過去にはポリ塩化ビニルの使用があったこと、使
用後は事業系一般廃棄物として自治体による焼却に回る可能性が高いことを鑑み、
焼却処理時のダイオキシン類発生、設備劣化に繋がる懸念のあるハロゲン系樹脂の
使用、有機ハロゲン化合物の添加を禁止することとした。なお、マスターに使用さ
れている接着剤に微量のハロゲン化合物が含まれる可能性があるが、これはマスタ
ーの構成部品として含有されるものではなく、また、問題となるほどのリスクを呈
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するとは考えられないことから、規制対象外とする。
(4)については、有害物質の使用回避の観点から 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。エコマークとしてはカ
テゴリ 3 まで禁止する必要があるかどうかが議論され、禁止によって製品の機能や
品質に問題を生ずるような物質については、物質使用によるリスクと便益を慎重に
検討する必要があるものの、同等の機能、品質が実現可能な、より環境負荷が低い
と判断される知見がある代替物質が存在するのであれば、代替を促進すべきとの意
見が出された。デジタル印刷機における現状として、製造事業者は代替を進めてお
り、製品の機能、品質、総合的環境性について代替による問題が生じないことが概
ね確認されていることから、カテゴリ 3 までの規制が妥当とされた。ただし、今後
EU 指令において分類物質に大幅な追加・変更が加えられることがあれば、WG に
おいて対応を検討することもあり得る。
なお、より国際的な IARC ではなく、地域的な EU 指令に基づく分類を使用する

ことについて疑問とする意見があった。これについては、世界的に見て化学物質の
有害性として IARC の規定する発がん性のみならず、変異原性や生殖毒性について
も考慮する動向にあり、現在、化学物質や調剤の分類・表示の国際整合に向けて検
討が進められている「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:GHS)」では、
その基盤となる既存の主要な分類・表示システムの一つとして化学物質および調剤
の分類および表示のための EU 指令をあげていることから不適切とは言えない。
GHS については、国際連合を中心に経済協力開発機構、国際労働機関が参画し検討
が進められてきた。2002 年のヨハネスブルグサミットで採択された行動計画におい
て 2008 年までの完全実施を目標とした早期実施が奨励されており、日本の環境省
においても導入に向けた取組みが進められているところである。エコマークでも将
来的には GHS に則った分類に基づき化学物質、調剤を規制していくべきであるが、
現時点では国内での導入のスケジュール、運用システムなどの詳細が定まっておら
ずエコマークに採り入れるには時期尚早であり、今後の動向を観察していくことと
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)インク容器もしくはその包装におけるユーザへの情報提供
(4)製品添付書類におけるユーザへの情報提供
(5)機器の保守について
(6)保証期間の延長

(1)については、デジタル印刷機の騒音は主に用紙を捌く時、および印刷された用
紙がストッパーにあたる時に発生するものであり、高速度で大量の用紙を処理する
ために騒音も大きくなる。機器を大きくすることにより、用紙の急激な加速、減速
が可能となり騒音を抑制することができるが、資源消費や設置スペースの増大など
環境負荷の増大に繋がる可能性がある。騒音への対策は製品開発の中で優先順位が
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低く、原理的改善に向けた努力は成されていないのが現状であり、カバーの利用な
どによる対策に留まっている。
騒音を表す指標として音響パワーレベルと音圧の 2 種類がある。音圧は測定が容

易であり、各製造事業者でデータ測定を行っている。しかしながら、音圧の測定値
は測定条件による変動が大きく、国際的に存在意義を失いつつある。一方、音響パ
ワーレベルについては音源から放射される全音響パワーを示す指標であり、音源に
よって一義的に決まる量である。現状では測定が可能な試験設備を保有していない
製造事業者が多く、データも取られていないが、業界として音響パワーレベルでの
測定の標準化を進めているところである。
エコマークの他の OA 機器類の商品類型を見ると、No.122「プリンタ」、No.117

「複写機」ではデジタル印刷機と同レベルの印刷速度では騒音の規定が無い。デジ
タル印刷機は騒音が大きいことが機器の特性であり、ユーザもそれを承知しており、
印刷以外の作業場所とは離れたところに設置されるとして騒音に関する基準は不
要であるという意見がある一方、業界として騒音の低減に努めるべきであり、何ら
かの騒音基準は必要であるとの意見もあった。
以上を鑑み、WG としては、騒音に対する懸念はあるものの、現状では基準値を

検討する基盤となるようなデータが十分蓄積されていないこと、試験設備の設置等
の対応に時間を要することから、音響パワーレベルの基準を設けることは困難であ
り、また、あえて音圧レベルで基準を設けても意義は小さいとの認識に至った。し
たがって、Version1.0 では騒音に関する基準は設けないが、次回の改訂時には音響
パワーレベルによる基準を設ける方向とし、その間に測定データの蓄積が進むこと
を期待することとする。

(2)の機器の安全性については電気用品安全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。インク容
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、
インクの皮膚接触、経口摂取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、ユーザの利便性や緊急時の処置を考慮し、製品添付書類を見なく
てもインク容器の使用時および使用後の取扱いを知ることができるよう、インク容
器もしくはその包装への情報提供について議論した。
使用時の取扱いについては、正しい取扱方法と共に、ヒューマンエラーも含めた

不適切な取扱いによってインクが手に付いたり、目、口に入った場合の処置、子供
の手の届かないところに保管すべきことを記載する。処置の内容としては、現状で
は製造物責任法への対応上、手に付いた場合は石鹸で手を洗うこと、目に入った場
合には医師に相談することとの記載がされているが、製品によって適した処置が異
なる可能性もあるので、記載の具体的内容は特に指定せず、審査時に表示内容の適
切さを判断することとした。インクが服に付いた場合の処置については、ユーザの
関心は高いものの環境とは別の問題でありエコマークとしては規定しないことと
した。
インク容器の使用後の処理については、D-1(2)に述べた通り、ボトルタイプとカ

ートンタイプおよびビニールパックタイプ、さらにカートンタイプについては回収
システムの有無によって適切な方法が異なる。インク容量あたりのプラスチック製
部品質量が小さいカートンタイプ、ビニールパックタイプについてはユーザが使用
後のインク容器を製造事業者の方針に基づき適正処理できるよう、処理方法につい
て表示することとした。
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一方、インク容量あたりのプラスチック製部品質量が大きいボトルタイプについ
ては、D-1(2)に記述の通り回収率 55%以上を要求しているものの、地域によって回
収を実施する主体が製造事業者の場合と販売会社の場合があり、回収方法をインク
容器や取扱説明書に一律に表示することはユーザの混乱を招く可能性があること
が指摘された。こうした状況から、製造事業者からは販売店とユーザの繋がりが強
いというデジタル印刷機の特質を踏まえ、販売店からユーザに直接、必要に応じた
情報を提供していくのが望ましいという意見があった。製造事業者による一律的回
収を謳うことは販売会社が構築してきた回収の仕組みを否定することにもなりか
ねない。これに対し、情報提供無しでユーザの協力を得ることは困難であり、ユー
ザの協力を促す上で何らかの情報提供は必須であるという意見、学校、企業など大
人数で使用する場合は直接販売会社との接触の無いユーザの存在が想定され、かか
るユーザにとっては、取扱説明書などによる情報提供が重要であるとの意見があっ
た。また、ユーザとの関係において適宜情報提供するという形式は、自己宣言型の
タイプⅡに近く、タイプ I のエコマークには馴染まないという意見もあった。この
ような販売、回収の実情を鑑み、回収方法についての情報提供として、特定の連絡
先をインク容器や取扱説明書に表示するのではなく、機器を購入した販売会社（保
守・サービス会社）への連絡を促すことでもよいこととした。また、使用済みイン
ク容器を回収に出すか、廃棄するかの最終的な選択権はユーザにあることを考慮す
ると、製造事業者が回収、廃棄の一方を選択して情報提供するのは不適当な場合も
あると考えられるため、回収方法、廃棄方法を併記することでも良いこととした。
また、回収方法として記載すべき内容については、ユーザが協力しやすいよう、

具体的で詳細な内容を示す必要があるという意見があった。現状としては、販売会
社の連絡先については、本体のメンテナンス、消耗品供給、インク容器回収のため
に本体の見えやすい位置に貼付されている。さらに、製造事業者あるいは販売代理
店からユーザに積極的に詳細な回収の案内を個別に行っている。これらのことから、
ユーザは容易に連絡先を知ることができ、さらに詳細な回収案内は別途行われてい
る状況であることを考慮し、インク容器、取扱説明書自体には、少なくとも、回収
システムがあること、およびどこに連絡すればよいか(例えば、本体に貼付される販
売店など)ということを明記し、具体的で詳細な回収方法を示す必要は必ずしもない
と判断した。基準としては特に規定しないものの、回収率の向上にむけて、製造事
業者から販売会社に対し回収への意識を啓発し、実際にユーザに接する販売会社を
通してユーザの回収への協力意識と具体的な対応方法の理解を一層高めていくこ
とが今後も求められる。

(4)については、ブルーエンジェル「複写機」では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
関わる注意事項についての情報を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｢坪量の異なる 2 種類以上の再生紙が使用可能なこと｣、③｢保
証期間｣、④「調整可能な範囲での製版時、印刷時の最大消費電力」⑤｢インクがエ
コマークの基準に適合していること｣を取り上げた。④については工業会標準に基
づくエネルギー消費量に関する情報提供を要求することとした。ユーザ側の電力事
情と直接関わることであり、最大消費電力について情報提供することは妥当と言え
る。また、注意喚起のための情報としては、①｢インク容器の取扱い｣および②｢使
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用中の紙粉の放散に対する清掃、換気の励行｣についての記載を基準項目とした。
さらに、騒音に関してもユーザへの注意喚起情報の記載の必要性が議論された。

しかし、騒音については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インク容器、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、問い合わせ電話番号、ウェブサイトなど、製品添付書類以外の詳細情報
の参照先を明示することとした。
インク容器の取扱い、及び回収、リサイクルについては、(3)に述べた通りインク

容器もしくはその包装への表示を要求しているが、製品添付書類にも同内容の表示
を要求するものである。インクに関する注意喚起として、服に付いた場合の処置に
関連し、インクの成分と染み取りなどの家庭用化学品との相性、悪臭の可能性など
の情報提供がユーザに有意義ではないか、という意見があった。これについては、
有益な情報であるものの、(3)にも述べた通り環境として扱う問題ではないので規定
は設けないこととした。インク成分については、WG としてインク成分について議
論ができるほどの基盤を持っていないこと、MSDS でも表示型式が定まっていない
こと、処方構成成分が変更される可能性があることから、情報提供は要求せず、デ
ジタル印刷機におけるエコマークの認定基準に適合していることのみ表示を要求
することとした。

(5)については、デジタル印刷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、製造事業者
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。

(6)については No.122「プリンタ」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。

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

(1)については、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。
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(1)電池中の有害物質(カドミウム、鉛、水銀)
(2)無鉛はんだなど RoHS 指令への対応
(3)プラスチックへの重金属使用禁止
(4)プラスチック製筐体部品、プリント基板への難燃剤の使用
(5)筐体、筐体部品のプラスチック材料への材料的要求

(1)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。デジタル印刷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。一般的には製造事業者による機器回収後、
電池は分離され、リサイクルされる。しかし電池の回収・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ので、EU の RoHS 指令で使用が
禁止され、電池指令では改正にあたって規制について議論されているカドミウム、
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、機器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。

(2)については、EU において RoHS 指令が制定され、電気電子機器への鉛、カド
ミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE(deca-BDE については検討中)の含有が禁
止されることとなった。これらの化学物質は人や環境に対し、急性、慢性の毒性を
有し、難分解で蓄積性がある物質である。具体的には鉛および鉛化合物については、
人が吸入、摂取した場合、頭痛、吐き気、脳障害などを引き起こす他、主に神経系、
循環器系、腎臓への影響、生殖系、胎児への影響が知られている。カドミウムおよ
びその化合物に人が長期的に暴露されると、体内に蓄積し、がんを発症することが
ある。また、腎機能、発育、生殖能力などへの影響が報告されている。水銀および
水銀化合物は神経系への影響、吸入、皮膚との接触による肺、皮膚の炎症の発生が
認められている。六価クロムは発がん性、変異原性を有する他、アレルギーや炎症
を引き起こすことが知られている。動物実験で PBB は甲状腺や免疫系への影響、
PBDE は肝臓への影響などが観察されている。臭素数の少ない PBB、PBDE は生体
蓄積性が高い。臭素数の多いものは生体蓄積性が低くなるが、光分解などによって
臭素数の少ない PBB、PBDE に変化しやすい。電気・電子機器、特にサーキットボ
ードなどリサイクル困難な部品が埋立、焼却された場合、これらの物質は、土壌や
地下水への溶出、あるいは揮発・拡散、焼却灰の飛散などを通して環境中に放出さ
れ、微生物、魚類などに直接影響を及ぼす。更に食物連鎖を通して魚介類などに濃
縮蓄積し、それを補食する鳥類、ほ乳類へも影響することが懸念され、実際に PBB
や PBDE などが人の母乳や海獣類などから検出されている。そして、これらの物質
の用途として電気電子機器の占める割合が高いことから、その排出源としても電子
電気機器の比率が大きいと考えられている。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
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定事項が少なくないことから、現時点で基準項目とするのは困難である。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。

(3)については商品類型 No.117「複写機 Version2.0」では機器本体のチェックリ
ストにおいてワイヤを含む電気・電子部品を除き、カドミウム、鉛、水銀を含まな
いこととしており、本商品類型でも同様とした。25g 未満の部品、再使用部品につ
いて本項目の適用を除外するべきかが議論されたが、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、除外規定は設けないこととした。

(4)については 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商品類型
No.117「複写機 Version2.0」と同様、プラスチックへの PBB、PBDE、短鎖塩化パ
ラフィンの使用禁止を機器本体のチェックリストの項目とした。また、インク容器
およびマスターのプラスチック製部品についても同様の基準を設けた。
デジタル印刷機には、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、大量の点数の部品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、デジタル印刷機には、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、デジタル印刷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。
なお、塩化パラフィンについてはダイオキシンの生成しやすさの観点から、禁止

するのは鎖状炭素数 10〜13 のものに限定する。
(5)については、ブルーエンジェル「複写機」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。
日本の複写機やデジタル印刷機では、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、
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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、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、資源循環を促進する取り組みが現実にあ
ること、また製造事業者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。
しかし、証明方法という観点からは、製造事業者による機器の回収について、従
来の商慣習から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。製造事業者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。さらに、循環率が向上しても最終的に焼却処理されることになれば、焼却時の
負荷を増大させる恐れもある。
一方、環境的側面からは、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。
臭素系難燃剤のうち、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、
現在複写機やデジタル印刷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 TPP 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。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
す、個々の物質毎のリスク評価は難しいのが現状である。
第二に臭素系難燃剤の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、その機器を製造
事業者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。
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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、ダイオキシン類対策特別措置法によって環境基準、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。

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。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。
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。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、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、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
まれるとの意見があった。
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｣の材料と

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、プラスチック製造事業者との協力体制や製造事業者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。
ただし、デジタル印刷機では、現時点では臭素系難燃剤の利用が主流であり、本

項目に適合するのは困難であるとの意見があったため、本項目適用の猶予期間を設
け、その間にリン系難燃剤等の非ハロゲン系難燃剤への転換、およびその拡大を促
すこととした。猶予期間としては難燃剤の転換に伴う設計、材料調達の変更に要す
る時間を考慮し、1 年間とした。
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、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(Semi-volatile Organic Compounds)および POM（Particle Organic
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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。

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)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
(4)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

(5)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
(6)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。形式としてはエコマーク商品類型 No.122「プリンタ」やブ
ルーエンジェル「複写機」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、基本的に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。

Must 項目、Should 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「ねらい」、一部には「解説」を付記している。機器本体について 17
の Must 項目、4 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、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。
ブルーエンジェル「複写機」で規定の項目中、③｢長期使用化｣の Must 項目とし

てあげられていた部品の共通化についてはデジタル印刷機では実効性が期待でき
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ないこと、Should 項目の両面印刷機能の追加については、デジタル印刷機が両面
機能を有さないことから不採用とした。また、①｢構造と結合技術｣の Should 項目
の差し込み /スナップ結合の採用については、長寿命、高速印刷というデジタル印刷
機の信頼性を確保する上で不適切であるとして不採用とした。
また、チェックリストの項目中、No.1｢適合性を有さない材料でできたサブアッ

センブリ同士が分離可能または分離補助部付き接合となっていること｣、No.11｢プ
ラスチック部品への塗装を最小限とすること｣については再使用部品は適用除外と
なっている。これらは新規に製造する場合はリサイクル阻害要因となり避けるべき
であるが、既に製造されているリサイクル困難な部品については再使用を促進する
ことが環境負荷削減に繋がる。公開案では再使用部品への適用除外は No.1、No.11
のみに規定されていたが、パブリックコメントにより、No.3｢分解が一般工具だけ
で可能なこと｣についても、過去の製品においては対応されていないことから、適
用を広げることとした。本認定基準「デジタル印刷機 Version1.0」の制定により、
今後リサイクル設計が進み、再使用される部品においてもこれらのチェックリスト
項目への対応が可能となることが期待でき、認定基準見直し時には本項目について
も見直しを行う予定である。
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 項目と Should 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「複写機」
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
マークでは質量 25g未満または平らな面の面積 200mm2未満の部品についての除外
規定とした。また、本項目の適合の証明として、プラスチック部品のマーキングリ
ストの提出を要件とすることについて検討した。製品の第三者認証を行う上で、部
品の情報提供を持って審査を行うことが望ましい。さらに、E-8 にも記述の通り、
現状としては、量的なインパクトが決して大きくはないことや、部品調査の実現性
や事業者の負担低減の観点から適用外としているものの、将来は全てのプラスチッ
ク部品に筐体プラスチック部品に要求する基準を適用していくことが理想的であ
る。これらのことから、基準の見直しに向けて、プラスチック部品の素材、添加剤
および難燃剤についての情報を集積していくことも必要である。
しかし、25ｇ以上かつ平ら面積 200 mm2 以上に限定するとしても、デジタル印

刷機には数多くの部品が使用されており、リスト作成は申込者の負担が大きい。そ
こで、マーキングリストについては基本として提出不要とし、審査委員会にて審査
上必要と判断された場合、あるいは基準見直しにあたって事務局からの要請があっ
た場合には必ず提出することを要件とすることとした。

(3)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、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
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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。ただし、再使用部品については、リサイクル困難な部品をより長期間使用
することで環境負荷削減に繋がるので本項目の適用を除外する。本認定基準「デジ
タル印刷機Version1.0」の制定により、今後、再使用部品においても本項目への対
応が可能になることを期待し、認定基準見直し時に確認する。ブルーエンジェル「複
写機」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。

(4)については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
ルの要求を満たしていると見なす。

(5)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 EU 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。

(6)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 EU 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され
なかった。

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

(1) リユース、リサイクルの過程で化石燃料の消費が少ないこと

リユース機については A-1(2)で検討した。
リサイクルに関しては、タイプ III エコラベルなど LCA による評価事例が増加し

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。化石燃料の消費量のみに着目して比
較する場合には LCA は非常に有用な参考情報となりうる。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等の資源消費削
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。
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(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。

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)インク容器の回収がなされていること

インク容器の回収については、それらが消耗品であることから、D-1 で再使用、
マテリアルリサイクル、再資源化とあわせて検討した。マスターについては、使用
後はインクが付着した状態であるため、回収は現実的ではない。

　　◇ 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

デジタル印刷機ではリースやレンタルの制度が取られている製品が大部分であ
り、ユーザの使用後は回収され、A-1 に述べた再生機として利用するなどの取組み
がなされている。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、回収、リサイクルを促進させるにあたって本項目の
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。

４．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 側面を示すべきではないかという意見があり、検討された。化学物質に関しては、
デジタル印刷機に特有の基準としてインク中の VOC 成分を取り上げた。購入者にとっ
て VOC という用語の認知度がまだ低いので「有害化学物質削減」等の分かりやすい表
示にすべきという意見もあったが、公正取引委員会の指導で下段表示は、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、下段表示に採り入れることが
VOC に関心を持つきっかけになる可能性があること、2005 年から大気汚染防止法の改
正により大規模排出施設への VOC 排出規制が導入される等、今後認知度も上がると考
えられることから、「インクの VOC 成分 5%未満」を採用した。なお、5%未満という数
値を入れることで、さらなる低減へのインセンティブを失わせることになるのではない
か、という意見もあった。しかしながら、実際の VOC 成分含有量を数値表示すること
とすれば、商品毎に版下を用意するなど、コスト負担が大きくなるため、採用しないこ
ととした。
地球温暖化防止、資源循環については、商品類型 No.117「複写機 Version2.0」に準

じ、「リサイクル・省エネ設計」とした。
　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、公開案では採用されなかった。
しかしながら、パブリックコメントとして「3R・省エネ設計」が適当とする意見が寄
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せられ、再度 WG で検討した結果、認定基準は 3R 設計を考慮したものとなっているこ
と、「リサイクル月間」が「3R 月間」に改称されたこと、企業の環境報告書などでも 3R
に関する記載が増えていることなどから、下段表示として採り入れることで消費者の 3R
への理解を深めるきっかけになることを期待し採用することとした。
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本体（筐体）に貼付する場合には、極力本体（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。デジタル印刷機で
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
ない製品が多くなることが考えられるが、公正取引委員会からは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との見解が示された。
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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

「デジタル印刷機

Version1.0」
申込ブランド名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

付属証明書
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申込商品について

デジタル印刷機の種類 新品機新品機新品機新品機

型式（機種）名 全ての申込型式（機種）について、二次電池の使用有無をご提示ください。

二次電池 使用が　　　ある　／　ない

二次電池 使用が　　　ある　／　ない

二次電池 使用が　　　ある　／　ない

二次電池 使用が　　　ある　／　ない

二次電池 使用が　　　ある　／　ない

二次電池 使用が　　　ある　／　ない

二次電池 使用が　　　ある　／　ない

二次電池 使用が　　　ある　／　ない

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

製造者製造者製造者製造者はははは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ているこしているこしているこしているこ
とととと

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
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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））））

またはまたはまたはまたは製造事業製造事業製造事業製造事業

者者者者（（（（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((((再使用部品除再使用部品除再使用部品除再使用部品除くくくく))))

　　　　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((((再使用部品除再使用部品除再使用部品除再使用部品除くくくく))))

　　　　□□□□　　　　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））））

4-1-24-1-24-1-24-1-2
（（（（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

　　　　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
（（（（５５５５））））

　　　　□□□□平成平成平成平成 18181818 年年年年 6666 月以前月以前月以前月以前のののの申込申込申込申込であるためであるためであるためであるため、、、、本基本基本基本基

　　　　準項目準項目準項目準項目はははは適用除外適用除外適用除外適用除外

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））））
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□ ただしただしただしただし、、、、三酸化三酸化三酸化三酸化アンチモンアンチモンアンチモンアンチモン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。。。。

□□□□平成平成平成平成 18181818 年年年年 6666 月以前月以前月以前月以前のののの申込申込申込申込であるためであるためであるためであるため、、、、本基本基本基本基

　　　　準項目準項目準項目準項目はははは適用除外適用除外適用除外適用除外

　　　　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））））によるによるによるによる

　　　　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4-1-24-1-24-1-24-1-2
（（（（８８８８））））

　　　　事務局事務局事務局事務局からのからのからのからの要請要請要請要請があればがあればがあればがあればプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックのののの

　　　　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をををを提出提出提出提出するするするする

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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製造事業製造事業製造事業

者者者者（（（（担当担当担当担当））））

　　　　　　　　電池電池電池電池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

　　　　□□□□    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添加添加添加添加

　　　　　　　　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添加添加添加添加

　　　　　　　　鉛鉛鉛鉛・・・・鉛化合物鉛化合物鉛化合物鉛化合物のののの添加添加添加添加

　　　　□□□□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））））

　　　　インクインクインクインクはははは、、、、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
MSDSMSDSMSDSMSDS インクインクインクインク製造事業製造事業製造事業製造事業

者者者者

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１１１１１１１１））））

　　　　インクインクインクインクにはにはにはには、、、、印刷印刷印刷印刷インキインキインキインキ工業連合会工業連合会工業連合会工業連合会「「「「食品包装食品包装食品包装食品包装

　　　　材料用印刷材料用印刷材料用印刷材料用印刷インキインキインキインキにににに関関関関するするするする自主規制自主規制自主規制自主規制（（（（ネガティネガティネガティネガティ

　　　　ブリストブリストブリストブリスト規制規制規制規制）」）」）」）」でででで規制規制規制規制されるされるされるされ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

　　　　□□□□　　　　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　　　　２２２２））））

インクインクインクインク製造事業製造事業製造事業製造事業

者者者者

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１２１２１２１２））））

　　　　インクインクインクインクにににに使用使用使用使用されるされるされるされるポリマポリマポリマポリマはははは、、、、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

証明書証明書証明書証明書

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　２２２２））））

インクインクインクインク製造事業製造事業製造事業製造事業

者者者者

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１３１３１３１３））））

　　　　インクインクインクインクのののの石油系溶剤石油系溶剤石油系溶剤石油系溶剤からからからから検出検出検出検出されるされるされるされる芳香族成分芳香族成分芳香族成分芳香族成分

　　　　ががががインクインクインクインク中中中中にににに容量比容量比容量比容量比 1.0%1.0%1.0%1.0%未満未満未満未満であるであるであるである

　（　（　（　（JISJISJISJIS　　　　K2536K2536K2536K2536 によるによるによるによる））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

溶剤供給元溶剤供給元溶剤供給元溶剤供給元またはまたはまたはまたは分析分析分析分析

試験所試験所試験所試験所がががが発行発行発行発行するするするする試験試験試験試験

成績証明書成績証明書成績証明書成績証明書をををを元元元元にににに計算計算計算計算

したしたしたした資料資料資料資料

インクインクインクインク製造事業製造事業製造事業製造事業

者者者者

　　　　インクインクインクインク中中中中のののの石油系溶剤石油系溶剤石油系溶剤石油系溶剤がががが 30%30%30%30%以下以下以下以下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
MSDSMSDSMSDSMSDS インクインクインクインク製造事業製造事業製造事業製造事業

者者者者

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１４１４１４１４））））

　　　　インクインクインクインク中中中中のののの VOCVOCVOCVOC 成分成分成分成分がががが 5%5%5%5%未満未満未満未満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

試験成績証明書試験成績証明書試験成績証明書試験成績証明書またはまたはまたはまたは

インクインクインクインク中中中中ののののVOCVOCVOCVOC含有量含有量含有量含有量

をををを記記記記したしたしたした証明書証明書証明書証明書

試験機関試験機関試験機関試験機関

またはまたはまたはまたは

インクインクインクインク製造事業製造事業製造事業製造事業

者者者者

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１５１５１５１５））））

　「　「　「　「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表示実施表示実施表示実施

　　　　要領要領要領要領」」」」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したしたしたした製品製品製品製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

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１６１６１６１６））））

　　　　インクインクインクインク容器容器容器容器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部品製部品製部品製部品はははは、、、、多臭素化多臭素化多臭素化多臭素化ビビビビ

　　　　フェニールフェニールフェニールフェニール（（（（PPPPＢＢ）、ＢＢ）、ＢＢ）、ＢＢ）、多臭素化多臭素化多臭素化多臭素化ジフェニルエーテジフェニルエーテジフェニルエーテジフェニルエーテ

　　　　ルルルル（（（（PBDEPBDEPBDEPBDE））））およびおよびおよびおよび塩素化塩素化塩素化塩素化パラフィンパラフィンパラフィンパラフィン（（（（鎖状炭素鎖状炭素鎖状炭素鎖状炭素

数数数数

　　　　がががが　　　　10101010～～～～13131313、、、、含有塩素濃度含有塩素濃度含有塩素濃度含有塩素濃度がががが 50%50%50%50%以上以上以上以上））））をををを処方処方処方処方

　　　　構構構構　　　　成成分成成分成成分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

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１７１７１７１７））））

　　　　インクインクインクインク容器容器容器容器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部品製部品製部品製部品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ととと

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ



43

　　　　してしてして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

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１１１１8888））））

　　　　インクインクインクインク容器容器容器容器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のものものも

とととと

　　　　でででで ISO11469ISO11469ISO11469ISO11469（（（（一致規格一致規格一致規格一致規格 JISJISJISJIS　　　　K6999:2004K6999:2004K6999:2004K6999:2004）、）、）、）、まままま
たたたた

　　　　ははははＳＰＩＳＰＩＳＰＩＳＰＩなどによるなどによるなどによるなどに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　　　　3333））））

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））））

　　　　インクインクインクインク 100100100100ｍｌｍｌｍｌｍｌ当当当当りのりのりのりの容器容器容器容器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材質量材質量材質量材質量

　　　　□□□□7777ｇｇｇｇ未満未満未満未満　（　（　（　（本基準項目本基準項目本基準項目本基準項目はははは適用除外適用除外適用除外適用除外））））

　　　　

　　　　□□□□７７７７ｇｇｇｇ以上以上以上以上

　　　　　　　　インクボトルインクボトルインクボトルインクボトルをををを回収回収回収回収するするするする仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが存在存在存在存在しししし、、、、回収回収回収回収

　　　　　　　　率率率率がががが 55%55%55%55%以上以上以上以上でありでありでありであり、、、、回収回収回収回収したしたしたしたインクインクインクインク容器容器容器容器のののの再再再再

　　　　　　　　資源化率資源化率資源化率資源化率がががが、、、、95%95%95%95%以上以上以上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

インクインクインクインク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

テムテムテムテムのののの説明説明説明説明、、、、回収率回収率回収率回収率おおおお

よびよびよびよび再資源化率再資源化率再資源化率再資源化率をををを明記明記明記明記

したしたしたした証明書証明書証明書証明書

（（（（上市後上市後上市後上市後 1111 年未満年未満年未満年未満のののの製製製製

品品品品のののの回収率回収率回収率回収率についてについてについてについて

はははは、、、、回収回収回収回収のののの仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが整整整整

備備備備されていることをされていることをされていることをされていることを具体具体具体具体

的的的的にににに記載記載記載記載したしたしたした説明書説明書説明書説明書））））

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
（（（（１１１１9999））））

　　　　　　　　回収回収回収回収したしたしたしたインクインクインクインク容器容器容器容器のうちのうちのうちのうち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部部部

　　　　　　　　分分分分はははは、、、、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してしてして

　　　　　　　　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

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））））

　　　　インクインクインクインク 100100100100ｍｌｍｌｍｌｍｌ当当当当りのりのりのりの容器容器容器容器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材質量材質量材質量材質量

　　　　□□□□7777ｇｇｇｇ以上以上以上以上　（　（　（　（本基準項目本基準項目本基準項目本基準項目はははは適用除外適用除外適用除外適用除外））））
　　　　

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（20202020）））） 　　　　□□□□7777ｇｇｇｇ未満未満未満未満

　　　　　　　　素材毎素材毎素材毎素材毎のののの分離分別分離分別分離分別分離分別のののの容易容易容易容易さがさがさがさが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

説明資料説明資料説明資料説明資料（（（（インクインクインクインク容器容器容器容器のののの

構造構造構造構造、、、、材料材料材料材料、、、、分離分離分離分離・・・・分別分別分別分別

のののの考慮内容考慮内容考慮内容考慮内容、、、、などなどなどなど。。。。図図図図・・・・

写真写真写真写真などでなどでなどでなどで補足補足補足補足））））

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
（（（（２２２２1111））））

　　　　マスターマスターマスターマスター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部品製部品製部品製部品にににに、、、、ハロゲンハロゲンハロゲンハロゲンをををを処処処処

　　　　方構成成分方構成成分方構成成分方構成成分としてとしてとしてとして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、、、、以下以下以下以下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処方処方処方処方

　　　　構成成分構成成分構成成分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。。。。

・・・・多臭素化多臭素化多臭素化多臭素化ビフェニールビフェニールビフェニールビフェニール（（（（PBBPBBPBBPBB））））

・・・・多臭素化多臭素化多臭素化多臭素化ジフェニルエーテルジフェニルエーテルジフェニルエーテルジフェニルエーテル（（（（PBDEPBDEPBDEPBDE））））

・・・・塩素化塩素化塩素化塩素化パラフィンパラフィンパラフィンパラフィン（（（（鎖状炭素数鎖状炭素数鎖状炭素数鎖状炭素数がががが 10101010～～～～13131313、、、、含含含含
有塩素濃度有塩素濃度有塩素濃度有塩素濃度 50505050％％％％以上以上以上以上））））

　　　　□□□□　　　　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
（（（（２２２２２２２２））））

　　　　インクインクインクインク容器本体容器本体容器本体容器本体またはそのまたはそのまたはそのまたはその包装包装包装包装ににににインクインクインクインク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.～ｄ～ｄ～ｄ～ｄ....をををを明記明記明記明記しししし

　　　　ているているているている

　　　　a.a.a.a.正正正正しいしいしいしい取扱取扱取扱取扱いいいい方法方法方法方法

　　　　b.b.b.b.インクインクインクインクがががが手手手手についてについてについてについて場合場合場合場合およびおよびおよびおよび万一万一万一万一、、、、目目目目がががが口口口口

　　　　　　　　などになどになどになどに入入入入ったったったった場合場合場合場合のののの処置処置処置処置

　　　　c.c.c.c.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

　　　　d.d.d.d.使用後使用後使用後使用後のののの廃棄方法廃棄方法廃棄方法廃棄方法およびおよびおよびおよび////またはまたはまたはまたは回収方法回収方法回収方法回収方法

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

情報提供情報提供情報提供情報提供のののの該当部分該当部分該当部分該当部分

（（（（インクインクインクインク容器容器容器容器もしくはそもしくはそもしくはそもしくはそ

のののの包装包装包装包装のののの見本見本見本見本、、、、写真写真写真写真、、、、

印刷用版下印刷用版下印刷用版下印刷用版下などなどなどなど））））
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4-1-54-1-54-1-54-1-5
（（（（２３２３２３２３））））

　　　　使用使用使用使用するするするする紙紙紙紙によってはによってはによってはによっては機器機器機器機器のののの使用時使用時使用時使用時にににに紙粉紙粉紙粉紙粉がががが

　　　　発生発生発生発生することがあることすることがあることすることがあることすることがあること、、、、およびおよびおよびおよび設置場所設置場所設置場所設置場所へのへのへのへの配配配配

　　　　慮慮慮慮、、、、清掃清掃清掃清掃、、、、換気換気換気換気のののの励行励行励行励行などのなどのなどのなどの、、、、使用上使用上使用上使用上のののの留意事留意事留意事留意事

　　　　項項項項をををを製品添付証明書製品添付証明書製品添付証明書製品添付証明書ににに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

4-1-64-1-64-1-64-1-6
（（（（２４２４２４２４））））

　　　　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 100100100100％％％％のののの以下以下以下以下のののの用紙用紙用紙用紙がががが使用使用使用使用

　　　　可能可能可能可能であるであるであるである

　　　　　　　　坪量坪量坪量坪量　：（　　　　　　）ｇ　：（　　　　　　）ｇ　：（　　　　　　）ｇ　：（　　　　　　）ｇ////㎡㎡㎡㎡
　　　　　　　　　　　　□□□□エコマークエコマークエコマークエコマーク認定用紙認定用紙認定用紙認定用紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認定番号認定番号認定番号認定番号　　　　第第第第（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）号号号号

　　　　　　　　　　　　□□□□エコマークエコマークエコマークエコマーク非認定用紙非認定用紙非認定用紙非認定用紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用紙銘柄用紙銘柄用紙銘柄用紙銘柄　：（　　　　　　　　　　　　　　　　）　：（　　　　　　　　　　　　　　　　）　：（　　　　　　　　　　　　　　　　）　：（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　坪量坪量坪量坪量　：（　　　　　　）ｇ　：（　　　　　　）ｇ　：（　　　　　　）ｇ　：（　　　　　　）ｇ////㎡㎡㎡㎡
　　　　　　　　　　　　□□□□エコマークエコマークエコマークエコマーク認定用紙認定用紙認定用紙認定用紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　認定番号認定番号認定番号認定番号　　　　第第第第（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　）号号号号

　　　　　　　　　　　　□□□□エコマークエコマークエコマークエコマーク非認定用紙非認定用紙非認定用紙非認定用紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用紙銘柄用紙銘柄用紙銘柄用紙銘柄　：（　　　　　　　　　　　　　　　　）　：（　　　　　　　　　　　　　　　　）　：（　　　　　　　　　　　　　　　　）　：（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　□□□□　　　　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

＊＊＊＊ただしただしただしただし、、、、エコマークエコマークエコマークエコマーク認定認定認定認定

用紙用紙用紙用紙であるであるであるである場合場合場合場合にはにはにはには、、、、本本本本

付属証明書付属証明書付属証明書付属証明書にににに認定番号認定番号認定番号認定番号をををを

記載記載記載記載することですることですることですることで原料証明原料証明原料証明原料証明

書書書書をををを省略省略省略省略できることとするできることとするできることとするできることとする

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
（（（（２５２５２５２５））））

　　　　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

4-1-74-1-74-1-74-1-7
（（（（２６２６２６２６））））

　　　　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

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（２７２７２７２７））））

　　　　インクインクインクインク・・・・マスターマスターマスターマスターおよびおよびおよびおよび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後製造停止後製造停止後製造停止後 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

4-1-84-1-84-1-84-1-8
（（（（２８２８２８２８））））

　　　　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））））

4-1-94-1-94-1-94-1-9
（（（（２９２９２９２９））））

　　　　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　　　　４４４４））））

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））））

4-1-94-1-94-1-94-1-9
（（（（３０３０３０３０））））

　　　　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ポリマポリマポリマポリマおよびおよびおよびおよび有機有機有機有機

　　　　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してしてして

　　　　いないいないいないいない

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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　　　　５５５５））））

およびおよびおよびおよび

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））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

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））））
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4-1-94-1-94-1-94-1-9
（（（（３１３１３１３１））））

　　　　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））））

4-1-104-1-104-1-104-1-10
（（（（３２３２３２３２））））

　　　　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、、、、別表別表別表別表４４４４にににに示示示示すすすす「「「「環境物品等環境物品等環境物品等環境物品等

　　　　のののの調達調達調達調達のののの推進等推進等推進等推進等にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針」」」」3.0A3.0A3.0A3.0A 機器機器機器機器

　（　（　（　（８８８８））））デジタルデジタルデジタルデジタル印刷機印刷機印刷機印刷機のののの「「「「表表表表　　　　デジタルデジタルデジタルデジタル印刷機印刷機印刷機印刷機のののの

　　　　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のののの基準基準基準基準」」」」にににに示示示示されるされるされるされる基準基準基準基準にににに

　　　　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

証明書証明書証明書証明書

（（（（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））））

　　　　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、、、、以下以下以下以下にににに適適適適

　　　　合合合合していることしていることしていることしていること。。。。

□ 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））））をををを海外海外海外海外でででで印刷印刷印刷印刷

a.a.a.a. 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にににに支障支障支障支障をきたさないようなをきたさないようなをきたさないようなをきたさないような

製本形態製本形態製本形態製本形態であることであることであることであること。（。（。（。（ホットメルトホットメルトホットメルトホットメルト、、、、針金針金針金針金

等等等等のののの使用使用使用使用はははは認認認認められるめられるめられるめられる））））

b.b.b.b. 使用用紙使用用紙使用用紙使用用紙ののののパルプパルプパルプパルプ漂白工程漂白工程漂白工程漂白工程でででで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ことしていないことしていないことしていないこと

　　　　□□□□　　　　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
（（（（３３３３３３３３）））） □□□□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））））をををを国内国内国内国内でででで印刷印刷印刷印刷

a.a.a.a. 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にににに支障支障支障支障をきたさないようなをきたさないようなをきたさないようなをきたさないような

製本形態製本形態製本形態製本形態であることであることであることであること。（。（。（。（ホットメルトホットメルトホットメルトホットメルト、、、、針金針金針金針金

等等等等のののの使用使用使用使用はははは認認認認められるめられるめられるめられる））））

b.b.b.b. 使用用紙使用用紙使用用紙使用用紙ののののパルプパルプパルプパルプ漂白工程漂白工程漂白工程漂白工程でででで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ことしていないことしていないことしていないこと。。。。

c.c.c.c. 使用用紙使用用紙使用用紙使用用紙がががが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 70%70%70%70%以以以以

上上上上であることであることであることであること。。。。

　　　　

　　　　□□□□　　　　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
（（（（３４３４３４３４））））

　　　　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インクインクインクインク容器容器容器容器のののの廃棄方法廃棄方法廃棄方法廃棄方法またはまたはまたはまたは回収回収回収回収

　　　　方法方法方法方法

・ 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
・ 用紙用紙用紙用紙にはにはにはには坪量坪量坪量坪量のののの異異異異なるなるなるなる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。。。。

・ 調整可能調整可能調整可能調整可能なななな機能機能機能機能をををを消費電力消費電力消費電力消費電力がががが 大大大大になるようになるようになるようになるよう

にににに設定設定設定設定したしたしたした状態状態状態状態でのでのでのでの製販時製販時製販時製販時、、、、印刷時印刷時印刷時印刷時のののの消費消費消費消費

電力電力電力電力

・ 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をををを入手入手入手入手するためのするためのするためのするための連絡先連絡先連絡先連絡先まままま

たはたはたはたは参照先参照先参照先参照先

・ インクインクインクインク容器容器容器容器のののの正正正正しいしいしいしい取扱取扱取扱取扱いいいい方法方法方法方法

・ インクインクインクインクがががが手手手手についたについたについたについた場合場合場合場合およびおよびおよびおよび万一万一万一万一、、、、目目目目やややや口口口口

などになどになどになどに入入入入ったったったった場合場合場合場合のののの処置処置処置処置

・ インクインクインクインク容器容器容器容器はははは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保保保

管管管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

・ 十分十分十分十分なななな清掃清掃清掃清掃とととと換気換気換気換気をををを行行行行なうべきことなうべきことなうべきことなうべきこと

　　　　□□□□　　　　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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・ 製品製品製品製品のののの消耗品消耗品消耗品消耗品としてとしてとしてとして供給供給供給供給されるされるされるされるインクインクインクインクがががが、、、、インインインイン

ククククにににに関関関関するするするする基準基準基準基準 4-1-44-1-44-1-44-1-4（（（（１０１０１０１０）～（）～（）～（）～（１４１４１４１４））））をををを満満満満たしたしたしたし

ていることていることていることていること

4-1-124-1-124-1-124-1-12
（（（（３５３５３５３５））））

　　　　機器機器機器機器はははは「「「「電気用品安全法電気用品安全法電気用品安全法電気用品安全法　　　　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

　　　　□□□□　　　　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
（（（（３６３６３６３６））））

　　　　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などなどなどなど

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））））
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　　　　８８８８））））
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
4-1-134-1-134-1-134-1-13
（（（（３７３７３７３７））））

　　　　 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　　　　８８８８））））

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))))

4-1-134-1-134-1-134-1-13
（（（（３８３８３８３８））））

　　　　本体本体本体本体およびおよびおよびおよびインクインクインクインク、、、、マスターマスターマスターマスターのののの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 年間年間年間年間

　　　　違反違反違反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　　　　９９９９））））

各各各各々々々々のののの製品組立製品組立製品組立製品組立

工場工場工場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

　　　

重量 25ｇ以上かつ平ら面積 200mm2以上の
プラスチック部品のマーキングリスト

申請商品ブランド名：

使用個所
プラスチック

製造者*1
プラスチック製品名*2 マーキング

例：ローラー部品 例：㈱エコマーク 例：ECO-123 例：＞PS FR17＜

*1および*2の欄については、省略可能とする。

上記リストのとおり、ISO1043第 1～4部(一致規格 JIS　K6899-1～4)の考慮のもとで
ISO11469（一致規格 JIS　K6999：2004）に適合したマーキングを施しています。

以上

記入例 1
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：

                                               　　　企業名：　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 発行者名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者役職名：

証明書

（申込商品のインキ製造会社）は（申込商品のインキ名）について、
　下記のことに適合していることを証明します。

記

印刷インキ工業連合会「食品包装材料用印刷インキに関する自主規制（ネ
ガティブリスト規制）」で規制されている物質を処方構成成分として添
加していません。
インキに使用するポリマは、ハロゲン系元素を含むポリマを処方構成成
分として添加していません。

以上

記入例 2
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　　　印

　　　

重量 25ｇ以上かつ平ら面積 200mm2以上の
プラスチック部品のマーキングリスト(インク容器)

申請商品ブランド名：

使用個所
プラスチック

製造者*1
プラスチック製品名*2 マーキング

例：ふた 例：㈱エコマーク 例：ECO-123 例：＞PE＜

*1および*2の欄については、省略可能とする。

上記リストのとおり、ISO1043第 1～4部(一致規格 JIS　K6899-1～4)の考慮のもとで
ISO11469（一致規格 JIS　K6999：2004）に適合したマーキングを施しています。
※SPIなどのマーキング方法の場合、その旨を記載すること。

以上

記入例 3
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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　4
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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 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：
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 6
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　記 入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）

申込型式（機種）名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（　A3　／　B4　／　A4　　）対応機：　（〇印をつけてください。）
プリンタ機能の標準装備　（　装備型　／　非装備型　）　：　（〇印をつけてください。）

　　　　　　　　
別表４（4－1－10(32)）

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デジタルデジタルデジタルデジタル印刷印刷印刷印刷機機機機にににに係係係係るるるる基準基準基準基準

　 　 Ａ３対応機 Ｂ４対応機、Ａ４対応機

　 　 プリンタ機能 プリンタ機能

　 　 作動時 非作動時 作動時 非作動時

プリンタ機能標準装備型 ≦35.5 ≦28 ≦22 ≦20

プリンタ機能付加時 ≦35.5 ＮＡ ≦22 ＮＡプリンタ機能

非標準装備型 プリンタ機能なし 　 ≦24 　 ≦19

実測値

(単位：W時／h)

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、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 8
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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。

※エコマーク申込より過去 3ヶ月以内の発行日を有効とします。

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

記入例 9



　　　　　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①～③
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認定基準（8）(あるいはISO11469:1993(JIS K 6999:1994))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
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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：

　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。

実現されることが望ましい項目

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。

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

対象の定義

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。

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。

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）。

実現されなくてはならない項目

別表1　4-1-1(1)機器本体の3R設計

機機機機器器器器本本本本体体体体のののの3333RRRR設設設設計計計計にににに関関関関すすすするるるるチチチチェェェェッッッッククククリリリリスススストトトト

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
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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、調剤および部品は法令に沿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
＊ 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。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、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。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。

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 本体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、解体作業時の重力受け面を指す。 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素化ビフェニール（ＰＢＢ）、多臭素化ジフェニルエーテル（ＰＢＤＥ）
および塩素化パラフィン（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、

または再使用部品を除く。
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

長期使用化 18
機器使用開始後の修理、再生を考慮し、再生サブアッセンブリまたは再生部品が、スペアパー
ツまたは製品へ使用可能となるように予め仕様書などにより指示されていること。

機器全体 はい　/　いいえ 部品共通化

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



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
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 再利用・リサイクルの促進

4 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

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

構造と結合技術



｢デジタル印刷機Version1.0｣公開案への意見と対応

意見箇所 意見内容 対応

1

4-1-1(3)3R設
計　4種類以下
の分離可能な
ポリマまたはポ
リマブレンド、ラ
ベル等への要

求

　再使用部品であることが証明された部品には本項目を適用しない。本項目に適用してい
ない過去の機種の部品について、再使用しない場合もする場合も、廃棄時の環境負荷は同
等である。再使用することによって環境負荷の低減が期待できる。また過去の仕様として
筐体部品に貼り付けたシールがある場合、分離が困難であるが、本項目に適合するには、
筐体部品ごと廃棄せざるを得なくなってしまう。3Ｒ設計チェックリストNo1においても、
再使用部品は除外されている。

　ご意見のとおり修正します。本項目については、今後対応が進み、
数年後には再使用部品であっても適合することになることが期待で
き、その際には、再使用部品の除外を外すことを検討します。

2

4-1-1(1)機器本
体の3R設計

No3　一般的な
工具により分解

可能

同上 同上

臭素系難燃剤(PBB,PBDE除く）の使用の禁止の項目は削除するべきである

（意見1）
　WHOは臭素化ダイオキシン／フランのクライテリアを発行している。
（Polybrominated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans,Environmental Health
Criteria No.205 1998）これによるとPBDEでは臭素化ダイオキシン・フランを生成してい
るが、PBB、PBDE以外の臭素系難燃剤においてはNDあるいはPBB，PBDEと比較して数
桁低い極微量しか生成しない。従ってPBB，PBDE以外の臭素系難燃剤を使用したプラス
チックをダイオキシン対策の不十分な焼却炉で焼却しても臭素化ダイオキシン・フランの
発生はPBB,PBDEの場合に比較して極めて少ないし、ダイオキシン対策の実施された焼却
炉であればリスクは殆ど無視できる。解説ではPBB，PBDE以外の臭素系難燃剤にダイオ
キシン生成に寄与するリスクがゼロでないと記載されているがリスク管理の観点からゼロ
リスクを求めるべきではない。
　複写機の大型の筐体部品は、日本では回収・分別が出来るため焼却には回らずにリサイ
クルされている。また欧州ではWEEE規制により2006年7月以降は電機電子機器において
回収と高度のリサイクルが求められ、更には臭素系難燃剤含有プラスチックは分別収集が
義務化される。　即ち分別収集が義務化されないポリカABSに比べて、分別収集される臭
素系難燃剤含有プラスチックがリサイクルを含めた適切な処理を行うのに適している。仮
に臭素系難燃剤含有プラスチックが焼却に回った場合でも、日本国内の焼却炉はダイオキ
シン特別措置法に対応した適切な炉で焼却されるし、また欧州ではWEEEの分別回収に伴
い適切な焼却炉での対応が可能であるので臭素化ダイオキシン・フランの環境への排出及
び人への暴露は防げる。

3

　本項目については、現在も、複写機・DPWGにおいて継続審議中
です。No.117｢複写機Version2.0｣とNo.133｢デジタル印刷機
Version1.0 ｣の基準については、それぞれ同一WG（複写機・DPWG)
において検討されています。
 本項目の適用開始時期については1年間の猶予を設けていることか
ら、原案どおりとします。

4-1-2（5）筐体
プラスチック部
品について有
機ハロゲン化
合物使用の禁
止について
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(意見2）
　ドイツブルーエンジェルとEUのRoHS指令との関係において、ブルーエンジェルは全ての臭素系
難燃剤を対象としているが、これは安全性に関する科学的な検証に基づいて規制されたものでは
ない。RoHS指令は、安全性に関して科学的に検証された結果に基づいてPBB,PBDE(ﾍﾟﾝﾀ､ｵｸ
ﾀ)の3種類の臭素系難燃剤のみを規制している。この点がブルーエンジェルとの大きな違いであ
る。EU圏に於いてRoHS指令に統一されていく事になり、これに伴なってドイツのブルーエンジェ
ルも3種の臭素系難燃剤の規制に方向をそろえるべきであると考える。従ってドイツのブルーエン
ジェルで規制している全ての臭素系難燃剤を対象とするのは過剰な規制であり反対する。RoHS指
令と歩調を合わせる内容としていただきたい。

5

(意見3）
エコマークの認定基準では、エネルギー消費効率を重要な項目として取り上げているが、臭素系難
燃剤の使用は複写機のライフサイクルにわたっての消費効率を高めることができる。その理由は少
量添加で十分な難燃効果がでるためプラスチックの物性の低下が少なく、成形容易になりロスも少
ない。臭素系難燃剤を使うことによって、プラスチックはアロイにしなくても単一樹脂で目的の性能を
得ることが可能になり、リサイクルの観点からも優れる。資源有効利用の上からも重要な役割を果た
す。

6

(意見4）
　デジタル印刷機は商品として回収ルートが確立し、回収率の高い製品であることは解説で記載さ
れている通りである。臭素系難燃PS樹脂では複写機プラスチック部品において既に回収材を30%
使用したクローズドマテリアルリサイクルの技術開発が終了しており、内部部品、筐体部品において
既に数年のリサイクルの実績がある（解説ではABS＋臭素系難燃材のみ記載されているが、PS＋
臭素系難燃剤も実際に使用され、リサイクルもされている）。プラスチック部品のクローズドマテリア
ルリサイクルを行うことにより、原料プラスチック製造の段階において使用する原油等の地球資源及
びエネルギーの削減の環境負荷低減に直結しており、エコマーク基準としてリサイクルしやすい材
料の排除は理解しがたい。
上記のように臭素系難燃PSでは回収材を30%使用して現実にクローズドリサイクルを実施している
が、(社)ビジネス機械・情報システム産業協会と共同して行った実験では、回収材を50%使用して
も物性としても全く問題ないリサイクル樹脂が得られている。（プラスチックのアドバンスリサイクルシ
ステム構築のための調査研究　－平成14年度活動報告書－　(社)ビジネス機械・情報システム産
業協会発行）一方臭素系難燃剤を使用していないPC/ABS難燃樹脂，PC/PS難燃樹脂（ノンハロ
樹脂）は回収材含有率20%までで物性が維持できているデータは同報告書に記載されているが、
それ以上の回収材含有率については記載がなく問題があると推定される。即ち臭素系難燃PS樹
脂は非臭素系難燃樹脂であるポリカ・ABS等に比し、高度のリサイクルが出来る樹脂である。解説
ではポリカ・ABSのリサイクル性の問題点を指摘していながらも、事業者の取組みに期待するとし
て、現実に問題なく高度のリサイクルが出来ている臭素系難燃PS(あるいはABS)を排除することは
環境負荷の低減の趣旨からも納得できないものである。
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(意見5）
　使用済み複写機から回収したリサイクル材を日本から輸入し中国で再生難燃PS樹脂を生
産、同部品へ戻すクローズドリサイクルを数年前から実施している。このシステムを利用
してデジタル印刷機のリサイクルも準備中である。臭素系難燃PS樹脂を使用すればリサイ
クル材50％を原料とした再生難燃PS樹脂も可能だが、現在はリサイクル材30％で量産中。
これに対し、非ハロゲン系難燃樹脂は10-20％を越える回収率では物性、成形性、難燃性等
で課題が残ると推定される。臭素系難燃PSは非ハロゲン系難燃樹脂（PC-ABS,PC-PS)に
比べリサイクル性能に優れ、現時点ではクローズドリサイクルシステムに不可欠である。
環境負荷低減に寄与するリサイクルは、エコマーク、循環型社会形成基本法、WEEE指令
のいずれにおいても有効かつ重要な手段として位置づけられている。産業構造審議会　国
際資源循環WGでは、各国ごとに循環型社会構築を促進しそれを保管するものとして適切
な域内資源循環システムの構築を目指し、長期的な構想として持続的なアジア循環型経済
社会件の構築を目指す方針が示されている。これらのことから、クローズドマテリアルリ
サイクルは重要である。

8

(意見6）
　本項目を削除するべき。もしくは、適用しない項目として｢塩ビなどハロゲン系元素で構成される被
覆電線｣を加える。理由については、以下の4点である。
(1)ダイオキシンは、焼却方法により発生を抑制できることが明らかである。廃棄物の焼却において
は、紙を燃やしても塩素非含有のプラスチックを燃やしても焼却方法によりダイオキシンが発生す
る。塩素系合成樹脂・ゴムだけが発生源ではない。
(2)ダイオキシン法の制定により各自治体の焼却炉改善により、発生量が劇的に減少している。一
方、ハロゲン系物質の生産・消費はこれと比例関係に無い。
(3)ダイオキシンは、通常の生活環境では特に人体に影響を与えるような物質とは認められないと考
えられている。
(4)ハロゲン系化合物の焼却により発生する塩化水素が焼却炉の劣化を招くとの意見もあるが、厨
芥をはじめとしてハロゲン系化合物以外の物質からも塩化水素は発生する。また焼却の前処理段
階での除去や、高炉原料化などでの塩化水素リサイクル利用が進展している。

　被覆電線については、筐体プラスチック部品に該当しません。

9
4-1-2(6)筐体プ
ラ部品難燃剤
CASNo報告

CAS No.の公開については企業ノウハウであり、例え秘密保持契約を結んでの対応で
あっても万が一、漏洩した場合、企業競争力を損なう事になり、損失が甚大となるため公
開に反対する。

　エコマーク申込時にCAS No.を報告することについては、企業ノウハウを
取り扱う体制の整備などの運用に伴う課題を整理し、今後検討をするものと
しています。ご意見を参考に今後の検討を行います。
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EU指令CMR物質カテゴリー3まで使用禁止とするべきではない。または、発がん性カテゴリー3に
分類される三酸化アンチモンについて、使用を認めるべきである。さらに解説案におけるIARC 2B
についての記述について。

(意見1）
　EU指令におけるカテゴリー3は動物実験においてハザードの限られたデータがあるが人に対す
るハザードの証拠はない分類である。解説にはカテゴリー3と同意なIARC2Bについて「国際的に
は発がん性物質として規制が必要と認識されている」と記載されているが、IARC2Bには例えば
カーボンブラック、コーヒー、ガソリンが分類されているが、これらについては規制が必要と認識され
ているとの話は聞いていない（本基準案においてトナーの項でカーボンブラックは規制から除かれ
ている）。即ちEU指令のカテゴリー3をエコマークに取り入れる根拠とはならない。
ハザードがあっても暴露からリスク管理を考えて基準を設定するべきものを、ハザードが明確でない
ものすら一律に規制する考え方は納得できない。
三酸化アンチモンはEC理事会指令の付属書Ⅰにおいて発がん性のカテゴリー3（IARCでは2B）
に分類される。　前項で述べたように三酸化アンチモンは人に対するハザードの証拠はなく、また
融点は655℃、沸点は1425℃であり、三酸化アンチモンを添加したプラスチックから三酸化アンチ
モンが揮発あるいは粉塵として飛散し人に暴露する可能性はなく、リスクは全くない。
ちなみに日本の毒劇物法においても三酸化アンチモン(製品形状は粉体が主)は劇物に指定され
ているが、三酸化アンチモンを含む製剤はリスクがないため劇物指定からはずされた経緯がある。
三酸化アンチモンは、臭素系難燃剤と併用することでプラスチックの難燃性を促進する極めて有用
な効果があり、ハザードを踏まえたリスク評価の観点及びそのベネフィットからもプラスチックの添加
剤として認められるべきである。
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（意見2）
　独ブルーエンジェルは科学定量的な判断基準を持たず、科学的な協議にも応じず、政治的な色
合いが濃いと聞く。エコマーク認定機関においても同様に独自の科学定量的な判断基準なしに、
独ブルーエンジェルと同じ統一基準にするということは非常に問題があると考えざるを得ない。仮
に、エコラベルの統一化を検討するとすれば、欧州全体の欧州エコラベルが対象と考える。
貴協会の基準公開案は、グリーン調達/ブルーエンジェルエコラベルとの統一という理念先行と認
識せざるを得ず、政府行政機関の判断基準・規制まで待つべきである。現在欧州発癌性カテゴリー
3である三酸化アンチモンは、欧州リスクアセスメント第4次優先リストに指定され、現在評価中であ
る。世界唯一と言っても良い科学定量的な評価システムである欧州リスクアセスメントの結論を待っ
て基準案作成しても遅くはない

4－1－2（7）筐
体プラ部品　EU
指令CMR物質
カテゴリー1～3
の使用の禁止
（解説案におけ
るIARC 2Bにつ
いての記述お
よび三酸化アン
チモンについ
て）

10

　「IARC 2Bが規制が必須とされている」については、誤解をまねく表現で
あったため修正します。これは、エコマーク「プリンタ」などの商品類型にお
いても既に２B に分類される物質まで実質的に取組みが進んでいることを
比較検証したものです。ここでは、デジタル印刷機のプラスチック部品に使
用する物質に限定しての議論であり、IARC 2BあるいはEUのCMR物質カ
テゴリー3までが妥当であるかは、この分類に属する物質のうち、どの物質が
プラスチック部品に使用されうるか、同種の機能を発現する、より環境負荷
の低い物質が存在し、それに代替が可能かといった現実の状況も配慮する
べき事項と考えます。
　本検討においては、EU指令におけるCMR物質のカテゴリー1～3までを
規制物質としていますが、既に事業者は対応をしており、現実的に著しく環
境的便益が下がったり、技術上の障害になるものでないことを確認の上、使
用する化学物質についてはより環境負荷の低い物質へ代替していくことが
望ましいという主旨のもと、規制する化学物質の分類として引用しました。
　この分類に含まれる物質のうち、製品に特性を付与する上で必須の物質
があれば、その時点で除外するべきか否か個々の物質について個別の検
討を行う可能性があります。検討においては、その化学物質について、製
品の全ライフサイクルを通じてどのようなリスクが生じうるか、またそのリスクに
ついては管理方法による低減が可能であるかなどを確認し、その化学物質
がもたらす環境的便益と比較するなどの検討が必要であると考えます。
　例示された三酸化アンチモンの扱いについては、現在も、複写機・
DPWGにおいて継続審議中です。三酸化アンチモンについては、制定後1
年間は使用を認めていることから、原案どおりとします。
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(意見3）
　IARCの2B分類が発癌性物質として規制が必須と認識されているとの根拠を明示願いた
い。IARCの2B分類あるいは欧州発癌性カテゴリー3については、使用禁止を意味するもの
ではない。また、IARCクラス2Bは発癌性を意味するものではなく、発癌の可能性ありと
して、さらに研究が必要であることを示すものである。
欧州化学物質分類及びラベリング指令情報において、三酸化アンチモンは、リスク警句
R40(不可逆的影響のリスクの可能性がある)並びに安全フレーズS-2,22,36/37(子供の手の届
かない場所に保管する、粉塵を吸入してはならない、適切な保護衣及び手袋を着用する)表
示にて流通・使用することが出来る。 IARC発癌性ランク「グループ2B」の根拠は、1980
年代のラットを用いたWatt及びGrothらの実験結果に基づいている。これらの実験結果
は、その後の解析によって、メスラットのみの発症、ダスト過剰、あるいはGrothの吸入
実験論文では三酸化アンチモンサンプルの純度が80%と低く、さらに砒素他の不純物濃度
が高く、それらの影響もあって疑問視されている。そのことによって、米国EPAはIARC発
癌性ランク根拠の研究は実験条件等に問題ありとして、アンチモンの発癌可能性を決定す
るには使用出来ないと結論している。(米官報48　F.R.717,　1983)

13

(意見4）
　適用しないものに｢塩ビ被覆電線等に使用されるフタル酸系可塑剤｣を追加する。DEHP
などのフタル酸エステル類が生殖毒性物質として挙げられているが、これは物質と調剤の
一般市民への販売に関する規制であり、デジタル印刷機などの部品への販売を禁止するも
のではない。さらに、AISTやNITEによるDEHPのリスク評価では生殖毒性および精巣毒
性は懸念されるレベルにはないと発表されている。

　筐体プラスチック部品に電線は含まれず、本項目の適用対象外で
す。

14

4-1-4(12）イン
クのハロゲンを
含む樹脂の添
加禁止

　本項目を削除するべき。理由はNo.8に記載の(1)～(4)の通りである。  エコマークでの現状における大枠の考え方として、ハロゲンを含む
樹脂およびハロゲン有機化合物を使用する製品については、使用済み
製品の回収やリサイクルを行う取り組みが行われている製品を認定す
るものとしています。インクは、消耗品であり、回収・リサイクルを
行うものではないので、原案どおりとします。

15

4-1-4(16）イン
ク容器のPBB,
PBDE, 塩化パ
ラフィンの禁止

　DecaBDEについては適用を除外するべきである。EUのRoHS指令においても、リスクアセスメン
トの結果に基づき除外項目にすべきとの提案がなされている。科学的データを無視して環境問題
を進めることはできにくくなっている。

 エコマーク申込の手引きにおいて、エコマーク認定における難燃剤
の使用について規定しております。別紙ご参照下さい。

16
4-1-4(18)インク
容器のマーキ
ング

　インク容器のマーキングには、現状として多くがSPIコードにも基づく表示を行ってお
り、ISOに従っての表示に加え、SPIコード表示も認めるかあるいは、ISOへの切り替えの
猶予期間を設けてほしい。日本国内の処理においては、SPIコードによる表記に拠っていて
も違法性はなく、廃棄時の処理に支障は生じない（判別可能）。 SPIコード表記に拠って
いる容器の場合、ISO表記への修正には金型の変更を伴うが、それに見合う環境負荷の低
減は見込めない。 万一ISO表示を実施する場合であっても、市場の在庫が完全に入れ代わ
るまでの猶予が必要である。

  ISO11469を標準としますが、環境情報として相違がなく、環境負
荷が増すわけではないことを考慮して、SPIなど他のマーキング方法
も認めることとします。しかし、国際的な整合性の観点からは、
ISO11469に基づくマーキングに変更していく方が望ましく、その旨
を解説に記述しました。



｢デジタル印刷機Version1.0｣公開案への意見と対応

17 　DecaBDEについては、適用を除外するべきである。理由はNo15と同じ。 　No15の回答と同じ

18

　本項目を削除するべき。理由は、No.8に記載の(1)～(4)の通りである。 マスターについても、回収やリサイクルの行われない寿命の短い消耗
品であり、No.14に対する回答と同様の理由で原案どおりとします。

19
4-1-4(22）イン
ク容器の情報
提供

　インク容器本体、またはその包装にインク容器の取扱に関して記載する情報のうち、｢b.
無理に開けてはならないこと｣を削除する。理由は、バッグインカートン容器の場合、利用
者による廃棄処理は、分解した上での分別となる。現状b.は、これと相反する表現となっ
ている（無理に開けなければ分解、分別はできない。）。 一方バッグインカートン容器で
はないインク容器は、3～7個の部品の勘合その他で成り立っており、「無理に開ける」と
いう用語の意味が利用者に受け入れられにくいのではないかと想像する。

ご意見のとおり修正しました。

20
4-1-4(22）イン
ク容器の情報
提供

　インク容器本体、またはその包装にインク容器の取扱に関して記載する情報のうち、｢e.
使用後の廃棄方法または回収方法｣について、｢インク100ｍｌあたりの容器のプラスチック
材質量が7ｇ以上のインク容器については適用しない｣とする。理由は、当該インク容器に
ついては、回収率の基準があるが、一律に回収を標記すると回収効率の無駄が生じること
も考えうる。処理方法に関する情報は、包装や取扱説明書に表示するのではなく、地域や
利用者に応じて事業者より告知させ、また回収努力をさせる必要がある。除外しない場合
には、｢または/および｣とし、廃棄方法・回収方法のいずれも記載できるようにしてほし
い。廃棄時の分離方法などに関する正確な情報を提供する必要があるためである。

　本項目については、原案どおり、インク容器すべてに適用する項目
とします。回収率が定められているインク容器についても、回収率を
一層高めるような努力を行うことが重要であり、ユーザからの協力を
仰ぐためには、情報提供が欠かせません。使用時に手に取る容器また
はその包装に記載し、ユーザ誰でも対応できるようにし、ユーザが回
収の協力をしやすいようにすることが大切です。また、遠隔地のユー
ザであっても、回収の要望があれば対応するべきと考えます。ただ
し、ご意見のとおり、｢または/および｣と修正します。
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4-1-9(30）製品
の包装に使用
されるプラス
チックのハロゲ
ン禁止

　本項目を削除するべき。理由はNo.8に記載の(1)～(4)の通りである。 包装についても、回収やリサイクルが行われない限り、No.14に対す
る回答と同様の理由で原案どおりとします。

22

4-1-11(34)⑥機
器の保守と清
掃　必要な対策
と頻度

　「機器の保守と清掃に関し必要な対策とその頻度」について、削除を要望する。これ
は、サービスとの契約で定期的に実施することになっており、サービスマンが対応すべき
作業は、サービスマニュアルに記載があれば良いと考える。

　必要な保守と清掃については機器によって様々であること、契約条件に
よってはユーザによる保守と清掃が必要なケースがないわけではないが、そ
れについては契約書に明記される事項であることを考慮し、意見に基づき
修正しました。
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4-1-11(34)⑧保
障履行の期限

　「保証履行の期限」について削除してほしい。現在、販売店とユーザとが契約を結ぶシ
ステムにより保障期間が異なる。したがってユーザにより契約内容が異なるため一様に保
障期間の記載ができない。

　契約条件によって保証期間が様々であること、契約書に明記される事項
であることを考慮し、意見に基づき修正しました。
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その他　適合の
証明書類

　5(11)のインク中のVOC成分量の証明方法については、試験結果およびその分析方法の提
出に加えて、MSDSの提出でも可とする。デジタル印刷機用インクのようなエマルジョン
タイプのインクのVOCを測定するための、確立され、かつ、一般的な試験方法が存在しな
い可能性がある。

　VOC成分の証明については、インクの原材料中の沸点260℃以下の有
機化合物量を算出し、その合計量をインク製品の含有量とすることも認める
こととします。

4-1-4(21）マス
ターのハロゲン
化合物禁止
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その他　適合の
証明書類

　証明方法の記入例(8) CFC類の適合証明書、(9)製造における法規遵守の適合証明書にお
いて、申請商品ブランド名を記載するようになっているが、エコマーク申請の全商品につ
いて同じ状況である場合、申請商品ブランド名：xxxの代わりに、当社のエコマーク申請商
品全てにおいて･･･　などの記載でも良いことにしていただきたい。法規制の遵守などにつ
いて、商品ごとにではなく、全ての商品について同じ姿勢、環境で取り組んでいるという
場合、商品ごとに証明書を作成、捺印、発行するのではなく、共通の証明書の活用で済む
ようにしたい。

　ご意見を基に修正しました。左記の記入例について、申請商品ブランド名
の記載は不要とします。ただし、(9)法規遵守の証明書の発行日の有効期
限は、エコマーク申込の3ヶ月程度以前までのものとします。（証明書記入
例上にもその旨記載します。）
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その他　適合の
証明方法

　審査書類提出時に間に合わない書類は宣言文ないし仮書類にて代用を認めてほしい。具
体的には、(32)エネルギー消費、(34）製品添付書類への情報の記載の項目。新商品の発売
前の申し込み（約2ヶ月前）では、製品添付書類の最終版が間に合わない場合がある。ま
た、消費電力などの最終確認は量産機で行うために、審査書類の提出後に数値が変更とな
る可能性がある。

　ご意見を基に修正しました。契約締結時までに正式データを提出いただく
ものとします。
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その他　マーク
表示

　「リサイクル・省エネ設計」を「3R・省エネ設計」と変更する。理由は、(1)本認定基準
案は、「リデュース・リユース・リサイクル」の3Rを考慮したものである、(2)各社の取り
組みに3Rについての展開があり、その状況の情報開示として環境やCSR報告書等において
リサイクルとともにリユースの取り組みにウェイトがおかれている、(3)政府の提唱する
「リサイクル月間」は「3R月間」に衣替えされているが、普及・啓発活動はリサイクルに
特化した従来の取り組みを改め3Rを基本として展開されており、消費者には3Rの概念の浸
透が期待されている。

　ご意見のとおり修正しました。
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その他　エコ
マークの透明
性、公平性、客
観性

　エコマークの基準策定には、①透明性、②客観性、③公平性が求められる。
①透明性：解説が付された基準案の公開および意見募集により、かなり担保されるが、検
討過程の議事録（発言者の固有名詞は不要）を公開し、解説で読み取れない論点が部外者
にもわかるようにするべきである。
②公平性：4-1-2｢プラスチック材料に関する要求｣は、｢25g以上のプラスチック製筐体部
品｣に限定されており、TCまたはトナー容器および給紙トレーのような内部部品には適用
されない。この理由については、全く触れておらず、著しく公平性を損なっているもので
ある。
③客観性：基準を決めるバックデータは科学的検証による裏づけのある客観性が求めら
れ、他国のエコラベルがどうであれ、風評や中傷も含めた、事実に基づかない基準は不適
切である。

　①の検討過程の議事録の公開に関するご意見については、今後の参考と
します。またパブリックコメント受付中に新基準案の取得説明会を実施す
るなどして今後も透明性の担保には一層努めていきます。
　②については、プラスチック材料に関する要求について、｢複写機には数
多くの部品が使用されており、筐体部品等に限らず、全てにこの項目を適
用することが望ましい。しかし量的なインパクトおよび調査の実現性、事
業者の負担の観点から、今回は適用外とし、今後の動向をみて更なる検討
をすること｣を記述しています。現状のレベル・実現性を踏まえながら、段
階的に基準の適用を検討していく予定です。従って、これらが公平性を損
なっているとは判断しません。ただし、文章のわかりやすさ、伝わりやす
さについてはさらなる配慮を行っていくようにします。
　③については、エコマークの認定基準は、各商品類型ごとに利害関係者
（消費者、事業者、中立者(大学や研究機関などの研究者）の3者）から構
成するWGを設置し、その協議により策定します。協議は科学的バック
データに基づいて行うことはもちろんですが、商品の特性（例えば、国際
流通商品であること）、日本の社会インフラ（法律、システム、設備な
ど）、ユーザの関心なども重要な検討項目と考えています。解説案には、
基準案策定の協議過程の公開として、各利害関係者の意見および交わされ
た議論の内容を記述しています。利害関係者の協議による策定方法、およ
びその協議内容を公開することの意義にご理解を求めるとともに、誤解を
招く表現については改め、①、②とともに透明性、公開性、信頼性の担保
に一層努めていきます。
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その他/解説案
E-8（筐体プラ
スチック部品へ
の有機ハロゲ
ン化合物禁止
の検討につい
て）

（意見1）
　解説に「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
機・電子機器分野において、PBB及び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。」ことが臭素系難燃剤を排除する根拠の一つになっている
が、これはリスクアセスメント等の科学的根拠によらない風評に基づく基準の作成となる
憂慮すべき風潮である。
勿論EUの一部においてはそのような動きもあるが、あくまで一部の極端な環境志向の国及
び団体の志向であり、科学的裏付けをベースとするエコマーク基準の採るべき根拠ではな
い。
また解説には「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」があるとの記
載があるが、このような世界的動向に敏感であり且つ常にその動向に対して先進的に対応
している日本の電機メーカー各社においてそのグリーン調達基準をみても、PBB/PBDE以
外の臭素系難燃剤について「使用を禁止する物質」あるいは「使用を削減する物質」に分
類している会社は例外的であり、電子・電気機器における世界的な非ハロゲン化の方向性
があることを伺うことは出来ない。

30

（意見2）
　世界的な非ハロゲン化とは、米国あるいは東南アジア諸国等を含めたものか、誤解を招
く表現である。甚だ商業的あるいは主観的な表現であり、科学定量性に欠けると言わざる
を得ない。
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（意見3）
　いずれも「流れ」とか「方向性」とか曖昧な記述であり、実体をともなうデータが示さ
れない限り無意味である。思想の方向を意図的に制御する思惑ととられる可能性がある。

　解説には各利害関係者からどのような意見があったのかということ
および、WGにおいて交わされた議論を記述しています。思想の方向
を意図的に制御する思惑はなく、協議の過程を公開しパブリックコメ
ントを受け付けることによって、検討をより有意義なものにしていく
ことを目的としています。この点についてご理解を頂きたいと思いま
す。No.28への回答をご参照下さい。

　「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、、、自主的な規制が強化される流れがある」ことは、臭
素系難燃剤の使用を禁止としたことの根拠ではありません。｢こうし
た流れ｣について、｢回収の仕組みや焼却施設の整備を含め、社会状況
の異なる日本にあてはめることについて慎重な対応が必要であり、ま
た国策として掲げられる資源循環の視点を忘れてはならない｣という
意見もあったこと、またそのような観点を持って検討を行ったことを
記述しています。
｢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｣について
は、製造事業者の意見・見解としての記述です。電気・電子機器は国
際流通商品であることから、特に複写機においてブルーエンジェルの
基準との統一化の観点から意見があったことを記述したものです。
No.28への回答をご参照下さい。

 　

意見者数　10
意見総数　31件
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別紙

エコマーク認定のための使用・表示に関する条件

エコマーク認定における難燃剤の使用について

● エコマーク認定商品における難燃剤の使用に関する条件を、以下の通り規定しています。

以下の 1項および 2項の両方を満たす商品については、難燃剤の使用を認めることとします。
１． 消防法で定められた｢防災物品｣および(財)日本防炎協会で指定された｢防災製品｣であって、

(財)日本防災協会の認定を受けた商品、または電子・電気機器など商品類型ごとに認定基準
で定めた商品。ただし、これらの商品であっても、申込時にエコマーク審査委員会で難燃
剤の使用が妥当であるか否かを確認する。

２． PBB(多臭素化ビフェニール)、 PBDE(多臭素化ジフェニルエーテル)または短鎖塩素化パラ
フィン(鎖状 C数が 10-13、含有塩素濃度が 50％以上)の難燃剤を含まない商品。

DecaBDEの取扱いについて

エコマークでは、認定商品に難燃剤として多臭素化ビフェニール(PBB)、多臭素化ジフェニル
エーテル(PBDE)および短鎖塩素化パラフィンを使用することは1998年10月以来認めていませ
ん。その理由は、これらの化学物質は適正な管理がなされない燃焼などの状態下では、他の塩素
化合物や臭素化合物に比べてダイオキシンやフランを極めて生成しやすい物質だからです。すな
わち、環境へのダイオキシンやフランの放出量を減少させ、蓄積量の増加を防ぐ観点から、これ
らの物質の難燃剤としての使用は望ましくないと考えています。

EUの RoHS指令において、ご指摘のような議論がおこなわれているのは事実ですが、これは
DecaBDEの毒性評価という観点からの議論であり、上記エコマークでの使用回避の趣旨とは異
なります。したがって、現時点において DecaBDEの使用を認めることは考えておりません。


