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エコマーク商品類型 Ｎｏ．１１７

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

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

台数は約 92 万台(2003 年 /経済産業省機械統計)、輸出台数、輸入台数は各々17 万台、26
万台(財務省日本貿易月表)となっており、これらの統計から推定される国内出荷台数は約
101 万台である。
複写機は省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)において特定機器に

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

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

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

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

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

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

器。
複合機 ：複写機の機能を標準で有し、さらにプリンタ、スキャナ、およびフ

ァックスのいずれか１つ以上の機能を有する機器。

拡張性のある
デジタル複写機

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

サブアッセンブ
リ

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

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

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

：少なくとも 1 つの電気・電子部品を含むアッセンブリ。

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

トナーカートリ
ッジ

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

トナー容器 ：トナーが充填された容器。
処方構成成分 ：製品に特性を付与する目的で、意図的に加えられる成分をいう。製

造プロセス上、不可避的に混入する不純物成分は含まない。
プラスチック 　：単一もしくは複数のポリマ材料と、特性付与のために配合された添

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

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

再生プラスチッ
ク 　

：プレコンシューマ材料およびポストコンシューマ材料からなるプ
ラスチック。

プレコンシュー
マ材料 　

：製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する材料または不良品。
ただし、原料として同一の工程（工場）内でリサイクルされるもの
は除く。

ポストコンシュ
ーマ材料   

：製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。

マテリアルリサ
イクル

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

再生プラスチッ
ク部品

: 再生プラスチックを含むプラスチック製部品。

再使用部品 ：過去に使用され、再度使用されている部品。
再資源化部品 ：エネルギを加え、形状または性状を変える部品。
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再使用・マテリア
ルリサイクル率

：使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工
程へ投入されたトナーカートリッジあるいはトナー容器の質量、ま
たは回収したトナーカートリッジあるいはトナー容器の質量のう
ち、再使用、マテリアルリサイクルがなされた部品質量の割合。

再資源化率 ：使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工
程へ投入されたトナーカートリッジあるいはトナー容器の質量、ま
たは回収したトナーカートリッジあるいはトナー容器の質量のう
ち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギ回収、油化、ガス化、
高炉還元またはコークス炉化学原料化がなされた部品質量の割合。

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

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

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

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

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

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

3R 設計チェック
リスト

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

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

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

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

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

4-2 品質に関する基準 ................................................................................................ 10

4-14-14-14-1 環境環境環境環境にににに関関関関するするするする基準基準基準基準
4-1-1 4-1-1 4-1-1 4-1-1 機器本体機器本体機器本体機器本体のののの 3R3R3R3R 設計設計設計設計
(1)機器は、別表 1 の「機器本体の 3R 設計」に適合すること。  
(2)25ｇ以上のプラスチック製筐体部品は、一つのホモポリマまたはコポリマから作る
こと。ただし、ポリマブレンド（ポリマアロイ）は使用して差し支えない。

(3)25g 以上のプラスチック製筐体部品は、4 種類以下の互いに分離可能なポリマまたは
ポリマブレンドにより構成すること。なお、ラベル、マーキング、ステッカーなどは、
分離が容易でない場合は、それらが貼り付けられる部分と同一の材質であるか、もし
くは VDI2243:1993 Part 1,30/42(別表 2) 1、2 または 3 の適合性を満たすこと。

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

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

a.以下 4 項目のうちのいずれか一つに該当する場合は、本項目を適用しない。
・ プラスチック材料の物性 改善のために使用される有機フッ素系添加剤。ただし、
含
有量が 0.5 重量%を超えないこと。

・ PTFE などのフッ素化プ ラスチック
・ 加熱および定着ユニット の直接の近傍に組み込まれるプラスチック製部品。
・ (8)に基づきマーキング のなされた再使用大型プラスチック部品。
b.以下の付表 1(基準)の 1 かつ 2 を満たす製品にあっては、本項目を適用しない。
付表 1(基準)
1 製品の回収率 *1が 80％以上であること。ここでは、同一製品群*2における直近

1 年間の回収率とする。
さらに、回収された製品のプラスチック製筐体部品のうち、臭素系難燃剤を含

むプラスチック製筐体部品の総質量の 95％以上がマテリアルリサイクルされる
こと。ここでは、機器として回収した時点における該当するプラスチック部品の
総質量を分母とし、自社および引き渡した事業者においてマテリアルリサイクル
される各質量の合計を分子とした直近 1 年間の集計結果とする。また、マテリア
ルリサイクルを算出するにあたっては、同一製品群毎ではなく、申込企業におい
て申込する同一製品群を全てまとめた数値としてよい。

2 製品の臭素系難燃剤を含むプラスチック製筐体部品の総質量中、回収材 *3 が
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15％以上使用されていること。再使用部品でも再生プラスチック部品として使
用されていてもどちらでもよい。ただし、2007 年 7 月 31 日までに申込する製
品にあっては、回収材が 3％以上使用されていることでも認める。

*1回収率 ｢分母：同一製品群の直近 1 年間の出荷台数｣、｢分子：同一製品群の
直近 1 年間(分母算出の期間と同一であること)の回収台数｣とする。

*2同一製品群 複写速度などを代表例とする指標に基づき分類された製品の集合
*3回収材 回収した自社製の使用済み複写機に使用している臭素系難燃剤を含

むプラスチック製筐体部品。製品群は問わないが、ここではプリン
タおよびプリンタを主機能とする複合機は含まない。

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

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

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

(7) 25g 以上のプラスチック製筐体部品には、EU の危険な物質の分類、包装、表示に関
する法律、規制、行政規定の近似化に関する EC 理事会指令 67/548/EEC 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、以下については本項目を適用しない。
・ プラスチック材料の物性 改善のために使用される有機フッ素系添加剤。ただし、
含　有量が 0.5 重量%を超えないこと。

・ PTFE などのフッ素化プ ラスチック
・ 加熱および定着ユニット の直接の近傍に組み込まれるプラスチック製部品。
・ (8)に基づくマーキング のなされた再使用大型プラスチック部品。
さらに、認定基準 4-1(5)の付表 1(基準)の 1 かつ 2 を満たす製品にあっては、三酸化
アンチモン(発がん性物質カテゴリー3 に該当)の使用を認める。

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

4-1-34-1-34-1-34-1-3 電池電池電池電池
(9)使用する電池については、カドミウム、鉛、水銀およびその化合物を処方構成成分と
して添加していないこと。

4-1-44-1-44-1-44-1-4 トナートナートナートナー、、、、およびおよびおよびおよびトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジまたはまたはまたはまたはトナートナートナートナー容器容器容器容器
(10)トナーの重金属に関しては、カドミウム、鉛、水銀、六価クロムおよびその化合物
を処方構成成分として添加していないこと。 (11)トナーのアゾ着色剤に関しては、１



6

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

(12) トナーに関するその他の危険物質については以下の a. ～d. の各物質が処方構成成
分として添加されていないこと。
a. EU の危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関
する EC 理事会指令 67/548/EEC の付属書 I により次の R 番号の表示が義務付けら
れている物質。
・　R26（吸入すると強毒性）
・　R27（皮膚接触すると強毒性）
・　R40（発がん性の限定的な証拠がある）
・　R42（吸入すると感作性の可能性がある）
・　R45（発がん性がある）
・　R46（遺伝可能な損害を引き起こす可能性がある）
・　R48（長期ばく露により重度の健康障害の危険性）
・　R49（吸入すると発がん性がある）
・　R60（生殖能力に危害を与える可能性がある）
・　R61（胎児に危害を与える可能性がある）
・　R62（場合によっては生殖能力に危害を与える可能性がある）
・　R63（場合によっては胎児に危害を与える可能性がある）
・　R64（母乳を介して乳児に危害を与える可能性がある）
・　R68（不可逆的な危害の可能性がある）

b. IARC (国際がん研究機関)の発がん物質(グループ  1, 2A、2B) に分類されている物
質。ただし、カーボンブラックは除く。

c. EU の危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関
する EC 理事会指令 67/548/EEC の付属書Ⅱにより、定められた危険シンボルを製
品全体として表示する必要性を生じさせる物質  。

d. EU の危険な物質の分類、包装、表示に関する法律、規制、行政規定の近似化に関
する EC 理事会指令 67/548/EEC の付属書Ⅲにより、定められた R 43(皮膚接触す
ると炎症を引き起こす可能性がある )を製品全体として表示する必要性を生じさせ
る物質。

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

(16)トナーカートリッジまたはトナー容器の回収のシステムがあること。
(17)トナーカートリッジのマテリアルリサイクルのシステムがあること。回収したトナ
ーカートリッジの部品の再使用・マテリアルリサイクル率が製品全体の質量（トナー
を除く）に対して、50％以上であること。

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

(19)トナーカートリッジは「事務機械製品の安全確保のための表示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(社)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。

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

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

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

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

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

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

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

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

の少なくとも 6 ヶ月前には行うこととする。
　なお、ここで TVOC とは、RAL-UZ-62:2003 の付録 4 あるいは JIS X6936 に基づき、
測定室内の空気中からガスクロマトグラフにおける分析において、非極性カラム上で
n-ヘキサンから n-ヘキサデカンを含む間で検出される揮発性有機化合物の総量とす
る。
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(26) 物質エミッションに関する基準 4-1-5(23)～(25)を満足することを製品添付書類に
記載すること。この記載には、試験方法および、その前提条件として製造者の推奨す
る消耗材料(トナーのタイプ)を用いて白黒複写を行った場合であることを同一個所に
明示すること。記載例と同等の内容であれば表現は異なっていてもよい。

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

（（（（記載例記載例記載例記載例 2222））））従来の試験方法 RAL-UZ62:2002 の付録 3～5 または JBMS-66 による場合
『粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマーク No117 ｢複写機 Version2.0｣
の物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用
に推奨しております XX-XX を使用し、白黒複写を行った場合について、試験方法：
RAL-UZ62:2002 の付録 3～5 に基づき試験を実施しました。)』

(27)換気の悪い部屋での長時間の使用や、大量コピーにあたっては、ユーザに適切な換
気を励行するような情報を製品添付書類に記載すること。記載例と同等の内容であ
れば表現は異なっていてもよい。

((((記載例記載例記載例記載例 ))))
『換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量のコピーを行うと、オゾンなどの臭気
が気になり、快適なオフィス環境が保てない原因となります。また、複写動作中に
は、化学物質の放散がありますので、換気や通風を十分行うように心掛けてくださ
い。』

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

4-1-7 4-1-7 4-1-7 4-1-7 修理修理修理修理のためののためののためののための体制体制体制体制、、、、保守部品保守部品保守部品保守部品のののの供給供給供給供給
(29)修理の受託体制が整備され、機器利用者の依頼に応じて修理を行っていること（リ
ペアシステム）。体制の整備として以下を満たすこと。
① 修理を受託することの情報提供がなされていること。
② 修理の範囲（サービス内容）、必要期間、費用、機器利用者向けの対応方法などに
関する情報提供がなされていること。

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

(31)保守部品の供給期間は当該製品の製造停止後、7 年以上とすること。

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

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

(34)感光体の回収およびそのマテリアルリサイクルのシステムがあること。再資源化で
きない部分は、環境に調和した方法で処理・処分すること。
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4-1-10 4-1-10 4-1-10 4-1-10 包装材包装材包装材包装材
(35) 製品の包装に使用されるプラスチック材料は別表 5に掲げる特定フロン（CFC5種）、
その他 CFC、四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン（ここでは HCFC を
さす）を使用しないこと。

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

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

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

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

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

4-1-12 4-1-12 4-1-12 4-1-12 騒音騒音騒音騒音
(39)騒音は ISO7779(一致規格 JIS X7779:2001)に規定する測定方法に従い得られた実測
値に基づき、ISO9296（一致規格､JIS X 7778:2001）の規定する｢表示Ａ特性音響パ
ワーレベル LWAd｣の値が、下記の式(単位 B)を満足すること、かつ 7.5B を超えないこ
と。複写速度が 71 枚 /分を越える製品にあっては、本項目を適用しないが、参考値と
して同様の方法に基づいた｢表示Ａ特性音響パワーレベル LWAd｣を提出すること。

　　・複写機：LWAd　  ≦0.03CPM+5.9
　　・複合機および拡張性のあるデジタル複写機：LWad　≦0.035CPM+5.9
　　ただし、大判機（A2 判以上）の複写枚数は A4 判に換算（エナジースターによる）
してよいものとする。
また、ブルーエンジェルの認定商品と同一の製品にあっては、測定方法について
RAL-UZ-62:2003 の 3.2.2 に記載する方法も認めるものとする。

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

4-1-144-1-144-1-144-1-14 製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類
(41)申込者の提供する取扱説明書(ユーザマニュアル)は以下 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。
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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。
(42)以下の①～⑨のユーザ情報を製品添付書類に明記すること。
①機器の設置条件
②使用後の製品のリサイクル情報
③使用後の製品の受け入れ場所
④使用後の OPC キット /感光体ドラムおよびトナー容器等（トナーカートリッジを含
む）の回収、再使用、マテリアルリサイクル、再資源化または廃棄物処理情報

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

⑥用紙には古紙パルプ配合率 100%の再生紙が使用できること
⑦機器の各種運転モードにおけるエネルギー消費および省エネルギーオプション
⑧機器が両面に複写する装置を備えている、または後付けできること
⑨製品添付書類以外の詳細な製品情報の参照先（電子媒体など）

4-1-15 4-1-15 4-1-15 4-1-15 安全性等安全性等安全性等安全性等
(43)機器の安全性については電気用品安全法  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。

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

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

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

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

　   
5．認定基準への適合の証明方法

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

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

監視しているか、または分析と試験の実施の認可を受けているか、その製造者がサンプ
リングと分析を含む品質システムを確立し、ISO 9001(一致規格 JIS Q9001:2000)を保
持している場合には、製造者の試験場は分析やテストをとり行うことが認められる。
なお、No.132｢トナーカートリッジ Version1｣の認定商品を搭載する製品にあっては、

(7)～(13)[認定基準 4-1(10)～(18)の証明]および(15)～(17)[認定基準 4-1(20)～(22)の証
明]について、当該製品の｢認定番号｣を付属証明書に記載することで、基準への適合の証
明に代えることができる。

(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「機器本体の 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(記入例 A)を提出すること。
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(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)、(6)、(7)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。
および使用しているプラスチック材料のリスト(記入例 A)に，原料の製造事業者名、
ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物、4-1(7)該当物質の添加の有無、処
方構成成分として使用される難燃剤の名称と CAS No.を明記し提出すること。名称と
CAS No.の報告が不可の場合は、「ISO1043-4:1998（JIS6899-4:2000）」コード番号の
標記方法に準じた記載を明記すること。4-1(5)および(7)において付表 1(基準)の適用除
外を受ける製品にあっては、以下の付表 1(証明方法)の 1 および 2 に定める証明書類
を提出すること。
付表 1(証明方法)
1 以下 A～D を記載した証明書を提出すること。

A.回収・マテリアルリサイクルの仕組みの概要（必要項目は以下の A1～6）
A-1：回収フローの説明(図などを用いて説明)
A-2：処理フローの説明(図などを用いて説明)
A-3：回収・リサイクル適用地域
A-4：回収およびマテリアルリサイクルを行う事業者(中間処理業者含む)のリ

スト
A-5：ユーザへの情報提供(取扱説明書、製品本体へ表示し、ユーザへ十分な情

報を提供していることの証明)
・ ユーザ(引取り依頼者)の回 収費用あるいは処理費用の負担の有無
・ 回収要請の連絡先、・使 用後に回収
・ リサイクルすることの明 示

A-6：管理体制
・ 回収結果、処理結果の把 握方法
・ 回収、処理事業者への紹 介を行う場合にはその連絡
・ 指示系統の説明
・ 回収、処理状況の管理(帳 票保管など)

B.同一製品群のみなし方に関する説明と同一製品群として扱う製品のリスト
C.回収率の算出結果(分母と分子の数値を記載のこと)と対象期間
D.マテリアルリサイクルの算出結果 (分母と分子の数値を記載のこと )、対象期
間、算出に含まれる製品(同一製品群ごとに区分すること)のリスト

回収実績のない後継製品にあっては、A および B に加え、元となる製品が含ま
れる同一製品群について C と D を提出すること。上市後 1 年未満の新製品にあ
っては、A および B に加え、同一製品群とみなされる製品群についての C と D
を提出すること。
※使用用契約締結後に申込者に回収率、マテリアルリサイクル率の報告を求める（また
は監査を行う）ことがあり、申込者はそれに協力しなくてはならない。

2 以下を記載した計算書を提出すること。
・ 臭素系難燃剤を含むプラ スチック製筐体部品の総質量、それらのうち回収
材を含む部品の各質量およびそれぞれの回収材の配合割合の内訳と合計

((((記載例記載例記載例記載例 ))))
『該当するプラスチック製筐体部品の合計質量 10kg 中、回収材*3を配合してい
る部品は以下の  A～C の 3 つである。うち、計算により回収材の使用量は合計
300g であり、申込製品にあっては回収材を 3％配合していることを証明する。
部品 A：1kg(回収材の配合割合 10％)⇒回収材の配合量：100g
部品 B：500g(回収材の配合割合 30％)⇒回収材の配合量：150g
部品 C：500g（回収材の配合割合 10％）⇒回収材の配合量：50g』

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

(8)認定基準 4-1(13)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律などに準じ、Ames 試験の報告書を提
出すること。

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

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

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

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

(13)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、
再資源化率および環境に調和した処理・処分の体制が整備されていること(処理能力、
処理内容など)の説明書を提出すること。

(14)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。
(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
製品添付書類の該当部分の写しを提出すること。

(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。および、
使用しているプラスチックの材料リストを(記入例 4)提出すること

(17)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。
(18)認定基準 4-1(23)～(25)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。お
よび JIS X6936 またはブルーエンジェルの測定方法(RAL-UZ-62:2003)に適合してい
ることの証明書(記入例 5)にその実測値を記載し、各申込み機種ごとに提出すること。
エコマーク事務局から告示される適用終了日まではビジネス機械・情報システム産業
協会規格（JBMS-66）またはブルーエンジェルの測定方法 (RAL-UZ-62:2002)に適合
していることの証明書およびその実測値(記入例 5)を提出することでもよい。申込み時
の提出が困難である場合、「実測値を記載した証明書を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締結をしない」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・ISO9001（一致規格 JIS Q9001:2000）認

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

(19)認定基準 4-1(26)〜(27) については本項目への適合を付属証明書に記載すること。
および製品添付書類の該当部分の写しを提出すること。申込み時の提出が困難である
場合、「製品添付書類の該当部分の写しを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締結をしない」旨を明記した念書を
提出すること。

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

(21)認定基準 4-1(29)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および
体制が整備されていること（処理能力、基準に定める情報提供内容など）などを
明記した製品取扱説明書の該当部分の写しを提出すること。

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

(24)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
製品の回収、再使用、マテリアルリサイクル、再資源化および環境に調和した処理・
処分の体制が整備されていること(回収システム、再使用、マテリアルリサイクル、再
資源化の内容、処理能力、処理内容など)の説明書を提出すること。

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

(27)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。および、
製品の包装に使用されるプラスチック材料を製造する事業者または製品を組み立てる
事業所の責任者または工場長の発行する証明書(記入例 6)を提出すること。

(28)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、
製品の包装に使用されるプラスチック材料のリスト(記入例 7)に、原料の製造事業者名、
ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物の添加の有無を明記し、提出するこ
と。原料の製造事業者名、ハロゲンを含むポリマおよび有機ハロゲン化合物の添加の
有無を明記した包装材を製造する事業者または製品を組み立てる事業所の責任者 (ま
たは工場長)の発行する証明書(記入例 8)を提出すること。

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

(30)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。および別
表 7～12に適合していることの証明書(記入例 11)を各申込み機種ごと提出すること。
申込み時の提出が困難である場合、「別表 7～12 に適合していることの証明書を各申
込み機種毎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締結をしない」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・ISO9001（一致規格 JIS Q9001:2000）認

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

(31)認定基準 4-1(39)については ISO7779（一致規格 JIS X 7779）に従い、得られた実
測値に基づき ISO9296（一致規格 JIS X 7778）の規定する表示 A 特性音響パワーレ
ベルを証明書(記入例 5)に記載し、提出すること。ブルーエンジェルの認定商品と同一
の製品にあっては、RAL-UZ-62:2003 の 3.2.2 に記載する方法によって得られた実測
値に基づき、ISO9296（一致規格 JIS X 7778）の規定する表示 A 特性音響パワーレ
ベルを証明書(記入例 5)に記載し、提出すること。
申込み時の提出が困難である場合、「実測値に基づき ISO9296（一致規格 JIS X

7778）の規定する表示 A 特性音響パワーレベルを記載した証明書をエコマーク使用契
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締結をしな
い」旨を明記した念書を提出すること。



14

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

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

(33)認定基準 4-1(41)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。
(34)認定基準 4-1(42)については本項目への適合(機種ごとの二次電池使用有無を含む)を
付属証明書に記載すること。およびユーザ情報を記載した製品添付書類のそれぞれの
該当部分の写しを提出すること。申込み時の提出が困難な項目については、「該当する
部分の製品添付書類の写しを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締結をしない」旨を明記した念書を提出すること。

(35)認定基準 4-1(43)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。
(36)認定基準 4-1(44)については本項目への適合を付属証明書に記載すること。および

VCCI に適合していることの証明書（適合確認届出書の写しなど）を提出すること。
適合確認届出書の提出が困難である場合、「VCCI 適合確認届出書をエコマーク使用
契約締結までに提出すること、VCCI に適合しない場合、エコマーク使用契約締結を
しない」旨を明記した念書を提出すること。

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

(38)4-1(46)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。および最終組立
工場が立地している地域の環境法規などを申込時より過去 5 年間遵守し、違反な
どのないことについて、製品を製造する工場長の発行する証明書 (記入例 14)を提
出すること。

6．その他
(1)商品区分は機種毎またはシリーズ機毎とする。ただし、シリーズ機毎の場合、申請は
まとめて（1 回で）良いが、シリーズ内の各機器がそれぞれの基準を満たしているこ
と。

(2)マーク下段表示は下記に示す環境情報表示とする。なお、エコマーク商品認定・使用
申込時にエコマーク表示箇所および表示内容を提出すること。環境情報表示は、矩形
枠で囲んだものとし、「3R・省エネ設計」と記載すること。なお、既認定商品の既契
約期間内に生産された在庫品に限っては、本商品類型のマーク下段表示においても、
原則として新契約日から 1 年間を期限として、これまでどおりのマーク下段表示およ
びその認定番号を記載することも可とする。  以下に一例を示す。

(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。

エコマーク認定番号

第○○○○○○○○号（数字のみでも可）

エコマーク使用契約者
（株）××××
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(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 8 月 1 日　制定(Version1.0)
2010 年 7 月 31 日　有効期限
本商品類型の認定基準は、必要に応じて改定または商品類型の廃止を行うものとする。

別表 1(4-1-1(1))
機器本体の 3R 設計：別紙

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

　 　 添加材料
重要な設計用
プラスチック

PE

PV
C PS PC PP PA

PO
M

SA
N

A
B

S

PB
TP

PE
TP

PM
M

A

PE 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
PVC 4 1 4 4 4 4 4 1 2 4 4 1
PS 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PC 4 3 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1
PP 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
PA 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 3 4
POM 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4
SAN 4 1 4 1 4 4 4 1 1 4 4 1
ABS 4 2 4 1 4 4 3 4 1 3 3 1
PBTP 4 4 4 1 4 3 4 4 3 1 4 4
PETP 4 4 3 1 4 3 4 4 3 4 1 4

母材

PMMA 4 1 3 1 4 4 3 1 1 4 4 1
1：適合、2：制限付きで適合、3：少量なら適合、4：不適合
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別表 3(4-1-4.(11))
アゾ基の分解により生成してはならないアミン

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

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

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

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

トリクロロフルオロメタン ペンタクロロフルオロプロパン

ジクロロジフルオロメタン テトラクロロジフルオロプロパン
トリクロロトリフルオロエタン トリクロロトリフルオロプロパン
ジクロロテトラフルオロエタン ジクロロテトラフルオロプロパン

特定フロン
（CFC5種）

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

代替フロ
ン

（HCFC）

ジクロロジフルオロプロパン
テトラクロロテトラフルオロプロパン クロロトリフルオロプロパン
トリクロロペンタフルオロプロパン ジクロロフルオロプロパン
ジクロロヘキサフルオロプロパン クロロジフルオロプロパン

その他の
CFC

クロロヘプタフルオロプロパン クロロフルオロプロパン
四塩化炭素
1,1,1-トリクロロエタン
ジクロロフルオロメタン

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

代替フロン
（HCFC）

クロロヘキサフルオロプロパン

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

複写速度
(CPM:1分当たり
 の複写枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
への

移行時間

低電力モード
からの
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモード
への

移行時間
  0＜CPM≦  20 － － － ≦  5Ｗ ≦30分

 20＜CPM≦  44 ≦3.85×
CPM+5W

≦15分 ≦30秒 ≦15Ｗ ≦60分

 44＜CPM ≦3.85×
CPM+5W

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

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

　　　　～１０ 　１１ ※ ◆ ◆
１１～２０ 　１７ ◆ 　５５ ◆

２１～３０ ◆ ◆ 　９９ ◆

３１～４０ ◆ ◆ １２５ ◆
４１～５０ ◆ ◆ １７６ ◆

５１～６０ ◆ ◆ 　２０５ ◆

６１～７０ ◆ ◆ ２５７ ◆
７１～８０ ◆ ◆ 　  ２８６ ◆

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

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

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

　　　３ . ◆の区分については本表は適用されない。

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

複写速度
(CPM:1分当たり
 のコピー枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
への

移行時間

低電力モード
からの
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモード
への

移行時間
  0＜CPM≦  40 － － － ≦10Ｗ ≦30分

 40＜CPM ≦3.85×
CPM+5W

≦15分 ≦30秒(推奨) ≦20Ｗ ≦90分

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

画像再生速度
(IPM:1分当たり
 の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
か  ら  の
復帰時間

スリープモード
消費電力

スリープモードへの
移行時間

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

 20＜IPM≦  44 ≦3.85×
IPM+50W

　  ≦30秒   ≦  80Ｗ ≦  60分

 44＜IPM≦100 ≦3.85×
IPM+50W

≦30秒(推奨)   ≦  95Ｗ ≦  90分

100＜IPM ≦3.85×
IPM+50W

≦30秒(推奨)   ≦105Ｗ ≦120分

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

画像再生速度
(IPM:1分当たり
 の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
か  ら  の
復帰時間

スリープモード
消費電力

スリープモードへの
移行時間

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

 40＜IPM ≦4.85×
IPM+50W

≦30秒(推奨)   ≦105Ｗ 　≦  90分

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

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

画像再生速度
(IPM:1分当たり
 の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
か  ら  の
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモードへの
移行時間

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

 20＜IPM≦  44 ≦3.85×
IPM+5W

　  ≦30秒   ≦15Ｗ   ≦  60分

 44＜IPM≦100 ≦3.85×
IPM+5W

≦30秒(推奨)   ≦20Ｗ   ≦  90分

100＜IPM ≦3.85×
IPM+5W

≦30秒(推奨)   ≦20Ｗ 　≦120分

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

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

画像再生速度
(IPM:1分当たり
の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
か  ら  の
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモードへの
移行時間

  0＜IPM≦  40       － － 　≦  65Ｗ ≦30分

 40＜IPM ≦4.85×
IPM+45W

－   ≦100Ｗ ≦90分

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

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

１１１１．．．．環境的背景環境的背景環境的背景環境的背景のののの補足補足補足補足
複写機における近年の傾向として、第一に製品生産の中国など海外工場への移行が進み、

国内生産量が減少している点があげられる。1997 年の国内生産量は約 250 万台あったが
2003 年には約 92 万台と大幅に減少している。第二にはデジタル機器、特にファクシミリ
やプリンタの機能を併せ持つ複合機の割合が高くなっている。

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

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

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

２２２２．．．．対象対象対象対象についてについてについてについて
商品類型 No.117｢複写機｣(1999 年 11 月 15 日制定)（以下、Version1.0 と表記）におい

ては JIS B0137（複写機用語）に従い、｢静電複写機｣としていたが、Version2.0 では実情
に即して、より広く使用されている用語である「電子写真方式」とした。ここで言う機器
は「実際に販売される基本的な機器構成」または「出荷する機器構成」とする。
なお、本商品類型においては、No.132｢トナーカートリッジ Version1.0｣で対象とするト

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

３３３３ ....用語用語用語用語のののの定義定義定義定義についてについてについてについて
＜＜＜＜複写機複写機複写機複写機、、、、複合機複合機複合機複合機、、、、拡張性拡張性拡張性拡張性のあるのあるのあるのあるデジタルデジタルデジタルデジタル複写機複写機複写機複写機＞＞＞＞
これらの用語については、エネルギー消費や騒音に関わる基準について要求される基準

値が異なることから、区分を明確にするためにそれぞれ用語の定義に加えた。複合機に関
しては、本商品類型と No.122「プリンタ」で取り上げられている。どちらの類型で扱うか
については、複合機の主機能によることとした。主機能が何であるかは、申込者の判断に
よるものとする。
<<<<サブアッセンブリサブアッセンブリサブアッセンブリサブアッセンブリ、、、、筐体筐体筐体筐体、、、、筐体部品筐体部品筐体部品筐体部品、、、、シャーシシャーシシャーシシャーシ、、、、電気電気電気電気・・・・電子電子電子電子サブアッセンブリサブアッセンブリサブアッセンブリサブアッセンブリ、、、、機械部機械部機械部機械部
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品品品品>>>>
　これらの用語については、3R 設計に関するチェックリストの導入に伴い、対象の明確
化のために定義した。定義はブルーエンジェルのチェックリストまたは業界で一般的な用
法に従った。
<<<<トナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジトナーカートリッジ、、、、トナートナートナートナー容器容器容器容器>>>>
　トナーカートリッジについては No.132「トナーカートリッジ Version1.0」における定
義に従っている。トナー容器については、トナーカートリッジとの区別を明確にするため、
業界で一般的な用法に従い定義した。
<<<<ホモポリマホモポリマホモポリマホモポリマ、、、、コポリマコポリマコポリマコポリマ、、、、ポリマアロイポリマアロイポリマアロイポリマアロイ ((((ポリマブレンドポリマブレンドポリマブレンドポリマブレンド )>)>)>)>
　これらの用語については、Version1.0 では使用されてはいるが定義されていなかった。
Version2.0 では明確化のため、No.118「再生材料を使用したプラスチック製品」に従い定
義した。
<<<<マテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクル>>>>
　リサイクルの方法として、油化、ガス化、高炉還元等のケミカルリサイクル、およびエ
ネルギ回収と区別するため、No.132「トナーカートリッジ Version1.0」に従い定義した。
<<<<再資源化率再資源化率再資源化率再資源化率>>>>
　使用済みトナーカートリッジ、トナー容器の回収、リサイクルに関する基準の導入に伴
い、No.132「トナーカートリッジ Version1.0」に従い定義した。
　
４４４４．．．．認定認定認定認定のののの基準基準基準基準についてについてについてについて
４４４４－－－－１１１１ ....環境環境環境環境にににに関関関関するするするする基準基準基準基準のののの策定策定策定策定のののの経緯経緯経緯経緯
　基準の設定にあたっては、「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」を用い、環境の観
点から商品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を考慮した。認定基準を設定するに際
し重要と考えられる負荷項目が選定され、それらの項目について定性的または定量的な基
準を策定した。
　商品類型「複写機」において考慮された環境負荷項目は「商品ライフステージ環境負荷
項目選定表」に示したとおり（表中○印および◎印）である。このうち最終的に環境に関
する基準として選定された項目は A-1、A-9、B-1、B-3、B-5、B-6、B-8、C-3、C-7、C-
8 、D-1、D-2、D-8、D-9、E-8、F-1、F-3 および F-9（表中◎印）である。
　なお、表中    印の欄は検討対象にならなかった項目または他の項目に合わせて検討さ
れた項目を示す。以下に環境に関する基準の策定の経緯を示す。

　表　「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」
  商品のライフステ－ジ

        環境負荷項目 Ａ．
資源
採取

Ｂ．
製造

Ｃ．
流通

Ｄ．
使用
消費

Ｅ．
廃棄

Ｆ．
ﾘｻｲｸﾙ

１資源の消費 ◎   ◎   ◎   ◎   ○   ◎
２地球温暖化影響物質の排出     ◎   ○   ○
３オゾン層破壊物質の排出   ◎ ◎ ◎
４生態系への影響
５大気汚染物質の排出   ◎     
６水質汚濁物質の排出   ◎
７廃棄物の発生・処理処分   ◎   ○
８有害物質等の使用・排出   ◎   ◎   ◎   ◎   
９その他の環境負荷 ◎   ◎   ○ ◎
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　Ａ　資源採取段階
　　◇  Ａ－１　（資源の消費）

本項目では以下の点が検討された。
(1)再生プラスチックまたは再使用された部品を使用していること
(2)循環可能な材料の使用について

(1)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-1(1),4-1-2(4)の策
定]
本項目は Version1.0 において 25g 以上の再生プラスチック部品または再使用部品

を最低一つは使用することを基準としており、グリーン購入法でも｢再生プラスチック
材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること｣が配慮事項
とされていることから検討された。タイプ III エコラベルのエコリーフを見ると、複
写機の環境負荷において素材製造段階の寄与は大きく、再生材料製造時の環境負荷を
検討する必要があるものの、再生材料使用による素材製造時のエネルギーの消費量削
減や資源自身の消費削減は製品の環境負荷低減に有効であると言える。ブルーエンジ
ェルでは F-1(1)に述べる機器本体の 3R 設計チェックリストにおいて、複写機の中で
も重量割合が大きい筐体、シャーシについて筐体部品を合計した重量のうち、5％は
再生プラスチックを使用していることが望ましいとしている。ただしこれは Should
項目(実現することが望ましい項目)であり、Must 項目(実現されなくてはならない項
目)ではない。

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

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

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

が 50%から 60%にのぼり、グリーン購入法では判断基準への追加が今後の検討事項と
してあげられているものの、特定の品種に限定されており、市場のシェアが 1%に満
たない程度しかないことから基準には取り入れないこととなった。
なお、E-8(6)に詳細に述べるが、認定基準案公開後、公開案へのパブリックコメン

トへの対応を検討する WG が開催され、臭素系難燃剤添加プラスチックのクローズド
リサイクルを条件に、プラスチック製筐体部品へのハロゲン系有機化合物禁止の除外
規定を設けることとなった。WG においては主に臭素系難燃剤添加の ABS および PS
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(ポリスチレン)のクローズドリサイクルに関する要件が議論されたが、その中で非ハ
ロゲン系材料であるリン系難燃剤添加 PC/ABS(ポリカーボネートと ABSのアロイ)の
クローズドリサイクルへの業界の取り組みが紹介された。このような取り組みについ
てもエコマークとして積極的に評価していきたいが、現状では定量的基準化が難しい
ことも議論された。複写機は国際流通製品であることから、国内向けの生産量は全生
産量の数割であり、クローズドリサイクルの基準化にあたっては世界市場の状況にも
配慮する必要がある。今回、除外規定としてクローズドリサイクルの規定を定めた臭
素系難燃剤添加プラスチックの場合、ブルーエンジェルでハロゲン系難燃剤の使用を
不可としていることから欧州市場向けでは使用を回避し、代わりにリン系難燃剤添加
PC/ABS を使用するため、配慮すべき市場は限定されている。日本国内では回収、リ
サイクルシステムが整備されているので、それを利用することで回収材の供給を確保
し、一定の量のクローズドリサイクルが可能となっており、今回のエコマークでの規
定により、それが更に促進されることが期待される。
一方、国内で PC/ABS を採用している事業者の場合は、全世界共通の部品として

PC/ABS を使用しているが日本以外では自社回収がほとんど行われていないため、全
世界向けの生産量を賄えるだけの回収材の確保が難しい。E-8(6)に記載の通り、業界
として PC/ABS のグレード統一、共同回収、回収材高配合率の材料開発など、資源循
環促進に取り組んでいる。中でも大手製造事業者には、回収材配合の定量的基準に対
応する実力があるところもあると考えうるが、実情のデータ収集は困難であった。こ
れらのことから、当面は業界の一層の取り組みに期待し、動向を見守ることとした。
次回基準見直し時には、現在 Should 項目となっている筐体、シャーシへの再生プラ
スチック材料を 5％以上使用していることという要求についての再度の検証を行い、
さらには、再生プラスチック材料における回収材の配合割合についても検証していく
など、プラスチック製筐体部品全般への回収材配合について定量的な基準の規定を検
討課題としたい。なお、事業者側からは、リサイクルは、個々の製品ではなく事業全
体に対する取り組みである要素が強く、製品への基準に取り入れることには困難を伴
うという意見もあった。一方で、F-1(4)にも記述の通り、エコマークでは、製品にお
いて実行されていることを重視するという消費者側からの声も強い。これらの意見も
考慮項目として捉え、資源循環を最適に促していく基準について検討していきたい。

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

　　◇  Ａ－９　（その他の環境負荷）
本項目では以下の点が検討された。

(1)取扱説明書の用紙について
　(1)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準4-1-14(41)の策定]
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を要件とした。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。欧州などにおいては古紙パルプの
配合が可能ではあるものの、海外の特定の地域にのみ差別化を行うことは好ましくな
いため、今後の商品類型No.107「印刷用紙」や海外地域の動向により認定基準見直し
時に状況を確認することとして、海外で印刷される取扱説明書については、古紙の使
用を規定しないこととした。
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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、基準として
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)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-7(31) の策定]
本項目は修理のための保守部品を提供することによる製品の延命の観点から検討

され、(社)ビジネス機械・情報システム産業協会の基準に従い、保守部品の供給期間
は当該製品の製造停止後、７年以上とした。
　(2)については、3R 設計に関わることから F-1 でまとめて検討した。

　　　
　   ◇  Ｂ－３　（オゾン層破壊物質の排出）

本項目では以下の点が検討された。

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

ゾン層破壊物質の使用に配慮されていることを遵守する必要性があることから、本項
目は基準を策定する項目として選定された。[認定基準 4-1-16(45)の策定]
対象となる物質は「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」を参考

に、特定フロン(CFC5 種)、その他 CFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタンおよび
代替フロン(HCFC)とした。複写機の製造にこれらの物質が使用されることは現状で
は無いと考えられるものの、法規制が無いあるいは猶予措置が設けられる国・地域で
製造されることもあり、オゾン層破壊物質の使用の禁止を徹底する観点から基準項目
とすることとした。
　　

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

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

め、関連する環境法規および公害防止協定などを遵守することで、環境への負荷が低
減されると判断され、本項目は基準を策定する項目として選定された。[認定基準 4-
1-16(46)の策定]
個々の部品の製造工程についてすべて確認することは困難であることから、本項目

の適用は最終組立工場に限定することとした。なお、Version1.0 では ISO14001 の認
証の認定登録書の提出を証明方法としていたが、他商品類型との整合性の観点から
Version2.0では環境法規などを遵守し申込時より過去 5年間違反などのないことにつ
いて工場長が発行する証明書を提出することとした。

　   ◇  Ｂ－６　（水質汚濁物質の排出）
本項目では以下の点が検討された。

(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
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　B-5 において検討した内容と同様である。

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

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

(1)については、B-5 において検討した内容と同様である。
(2)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-2(6)の策定]
本項目はブルーエンジェルにおいて基準とされていることから検討を行った。E-8

の(6)にも詳細に記述のとおり、難燃剤には揮発性、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、たとえば、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(octa, penta)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。複写機一機
種に対し、プラスチックのサプライヤは通常、複数あるため、審査書類が煩雑になる
ことも予想される。申込者の立場からは、サプライヤへの情報提供依頼など申込に伴
う負荷の増大、エコマーク取得の所用期間の長期化などの不利益が想定される。サプ
ライヤにとっても、エコマーク取得の直接的メリットが無いにも関わらず、負担を強
いられることになる。さらに、エコマーク事務局にとっても企業のノウハウを取り扱
う体制の整備、開示に伴う紛争への法的対応など課題がある。以上を鑑み、当面の期
間は一般的に開示の容易な ISO1043-4 (JIS6899-4:2000)コード番号の標記方法に準
じた記載の提出による代用を認めることとし、この間に化学物質に関する情報開示と
企業のノウハウとのバランスなどの社会情勢および CAS No.報告の運用に伴う課題を
整理し、制定から 2 年以内のうちに再度検討を行うこととした。現状では代用措置の
終了期限を設定するのは難しいが、ISO コードによる報告は一時的措置であり、基準
の有効期限に先んじて代用措置の終了を検討する。

　　
Ｃ　流通段階
　◇  Ｃ－１　（資源の消費）
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本項目では以下の点が検討された。
(1)製品の軽量化を図り輸送時の資源消費量を抑制すること
(2)包装材の回収、再使用またはリサイクルが実施されていること
(3)包装材に再生材料が使用されていること

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

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

た、離島など、地域によっては回収するよりも、その土地で既成のルートでリサイク
ルされたり適正に処理される方が環境負荷が低くなる可能性もあることから、製品や
流通ルートに応じて事業者が裁量を持ち、最も適した対応をすることが適当であると
判断し、基準要件としては特段設けないこととした。ただし、回収後の再資源化や処
理を容易にするため、包装材料の省資源、再使用・再資源化の容易さに配慮すること
を基準項目として採用した。[認定基準 4-1-10(37)の策定]
包装に要求される機能は、製品のサイズ、購入者持ち帰りか製造事業者や販社によ

る設置かなど、流通形態により異なるため、それぞれに最適な包装を事業者が考慮す
ることが望ましく、各事業者が裁量を持って実施することを評価することとした。証
明には、図や写真を用いて実際に配慮した内容を詳細に説明することとした。
なお、包装の範囲であるが、複写機の出荷時の荷姿では、包装は①本体外装箱、本

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

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

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

(1) モントリオール議定書に含まれる溶剤は使用されていないこと。
(1)については、オゾン層破壊物質の使用削減のためには包装材への特定フロンなど

の不使用を徹底する必要があることから、本項目は基準を策定する項目として選定さ
れた。[認定基準 4-1-10(35)の策定]
複写機の包装材に実際に使用されることは現状では想定できないものの、オゾン層

破壊物質の使用の禁止を徹底する観点から対象となる物質は B-3 と同様とした。

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

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

の包装令に従ったマーキングを施すことが基準とされており、プラスチックのリサイ
クルの促進におけるマーキングの重要性から検討を行った。複写機では多くの場合、
搬入、設置の際に包装の大部分が搬入事業者によって回収され、リサイクルあるいは
適正処分されている。外装については、リターナブルの包装が使用されることもある。
一方、取扱説明書など同梱品の包装は回収されず、ユーザの手元に残り、事業系廃棄
物として廃棄される。
回収される包装については、製造事業者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)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-10(36)の策定]
本項目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。複写機の包装材は 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も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。しかしながら、高炉還元の場合と同
様、焼却中に発生する塩化水素などによる焼却炉の劣化防止の観点から、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べきである。以上を鑑み、Version1.0
と同様、ハロゲン系元素で構成されているポリマおよび有機ハロゲン化合物を処方構
成成分として添加していないこととした。
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　Ｄ　使用消費段階
　　◇  Ｄ－１　（資源の消費）

本項目では以下の点が検討された。
(1)再生紙が使用可能であること
(2)トナーカートリッジまたはトナー容器が回収され、再使用、リサイクルされるこ
と

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

(1)は「用紙」による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、
ブルーエンジェルと同様に基準を策定する項目として選定された。[認定基準 4-1-6
(28)の策定]
ただし、全ての再生紙について対応の可否を確認することは困難であるとの意見が

あり、Version1.0 同様、少なくとも 1 種類の「古紙パルプ配合率 100%再生紙」が使
用可能なこととした。

(2)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-4(16)(17)(18) の
策定]
残存トナーに含有される有害物質、およびトナー容器またはトナーカートリッジの

マテリアルリサイクルや再資源化、適正処分によって、資源消費量の削減、有害物質
拡散の防止、廃棄物の削減などの効果がある。エコマークでは No.132「トナーカート
リッジ Version1.0」においてトナーカートリッジ由来の廃棄物の削減を確実に進める
ため、再使用・マテリアルリサイクル率を定めると共に、最終廃棄物量の削減に向け
てエネルギ回収、油化、ガス化、高炉還元およびコークス炉化学原料化も含めた再資
源化率を規定しており、本商品類型でも同様の規定を採用した。なお、No.132「トナ
ーカートリッジ Version1.0」はトナー容器単体については対象としていないが、本商
品類型においてはトナー容器交換式の機器も少なくないことからトナー容器交換式の
機器も対象とし、No.132「トナーカートリッジ Version1.0」の該当する基準項目を規
定した。ただし、トナー容器は再使用の価値が低いこと、マテリアルリサイクルによ
って環境負荷がかえって高くなる可能性があることが指摘され、トナー容器に対して
は回収の実施および再資源化率のみ規定し、再使用・マテリアルリサイクル率の規定
は適用しないこととした。

(3)については、感光体には E-8(2)で使用禁止とした物質以外にも重金属などの有害
物質が使用されている可能性があるため、使用後、回収し、再使用あるいは再資源化
を含め有害物質の適切な処理を行う必要があることから基準を策定する項目として選
定された。  [認定基準 4-1-9(34)の策定]

(4)については、用紙の使用量削減の観点から基準を策定する項目として選定された。
[認定基準 4-1-13(40)の策定]
ただし、利用形態によってはユーザが両面コピー機能を求めないケースもあり、す

べての機種に装備するのは問題であるとの意見があったことから、エナジースター同
様、複写速度 20 枚以下の機種および大判機については不問とし、複写速度が A4 で
20 枚を超えて 44 枚までの機種については両面複写装置を備えている、または後付け
可能であることとした。複写速度 45 枚以上の機種についてはブルーエンジェルと合
わせ、両面複写装置を備えていることを要件とした。
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(5)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-4(15)の策定]
消耗品に関わる資源消費および廃棄物を削減する上で、設計段階での 3R(リデュー

ス、リユース、リサイクル)への配慮は重要である。ここで消耗品とはトナーカートリ
ッジまたはトナー容器を指す。ブルーエンジェルでは、機器本体、消耗品各々の 3R
設計への適合性についてチェックリストを用いて確認しており、エコマークでもこれ
を採用した。チェックリストについての詳細は F-1(1)機器本体の 3R 設計に述べる。
なお、公開案に対するパブリックコメントで、消耗品のチェックリストの「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する」という項目について、トナー
容器は実質的にマテリアルリサイクルが困難であるのでこれを必須(Must 項目)とせ
ず、将来的に資源上有効となる可能性のある植物由来のプラスチックなどの利用の余
地を残してほしいという意見があった。これについては、トナー容器のライフサイク
ルの短さ、消費量の多さ、回収されなかった場合の再資源化が困難さなど、考慮すべ
き点もあるものの、現時点では植物由来のプラスチック、生分解性プラスチックの有
効性は検証不十分であり、今後エコマークとして扱いを検討していく予定であること
から、その議論を待つこととして採用しなかった。

(6)については、リサイクル性の向上を促すため No.132「トナーカートリッジ
Version1.0」において基準項目とされており、本商品類型でも基準項目として採用し
た。[認定基準 4-1-4(21)の策定]

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

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

(1)および(2)については、地球温暖化影響物質の排出低減には省エネルギー設計およ
び低電力消費であることが必要であることから基準を策定する項目として選定された。
[認定基準 4-1-11(38)の策定]
省エネルギー、低電力消費に関する公的基準としてはエナジースターの基準、およ

び省エネルギー法における複写機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準が
ある。省エネルギー法の判断基準は、機器の運転、低電力モード、オフモードなどの
1 日の利用形態をモデル化して算出されるエネルギー消費効率について、トップラン
ナー方式で定められている。{エネルギー消費効率＝(A+7×B)/8　A：電源入力後コピ
ーを行い、そのまま放置した状態とした 1 時間の消費電力、B:A の測定後放置した状
態 1 時間に置ける消費電力量} 一方、エナジースターは①｢低電力モード、オフモード
における消費電力｣および②｢モードの移行時間｣について、ボトムアップ方式で定めら
れている。グリーン購入法では複写速度、対応用紙サイズによる製品区分毎に、市場
で一般的でない区分は対象外とし、省エネルギー法の判断基準を満足できる製品が 2
機種以上、上市されていれば省エネルギー法判断基準を適用し、それ以外の区分はエ
ナジースターの基準を適用している。
基準策定にあたって参照したブルーエンジェルでは、①｢低電力モード、オフモー

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

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

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

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

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

(1)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-5(23)(24)(25) の
策定]
本項目は Version1.0 では放散量の基準はブルーエンジェルに、試験方法は(社)日本

事務機械工業会(現(社)ビジネス機械・情報システム産業協会)規格(JBMS-66)またはブ
ルーエンジェルに従うものとしていた。オゾンは画像作成時の高圧の放電によって空
気中の酸素が分解、再結合することで生成され、人体に対し目や呼吸器系への刺激、
臭気などの影響がある。粉塵は飛散したトナーや用紙の紙粉などで、特に(2)に記述の
通りトナーには有害性物質が含まれる可能性がある。また、VOC のうち Version1.0
で規制の対象としていたスチレンはトナーのバインダへの加熱によって発生するもの
で、発がん性物質である。2003 年 10 月にブルーエンジェルの認定基準が改訂され、
試験方法が変更されると共に、規制対象に総揮発性有機化合物 (TVOC)およびベンゼ
ンが加えられた。放散の可能性のある VOC としてブルーエンジェルではスチレン、
ベンゼンの他にもトルエンなど 20 以上の物質があげられている。規制対象の拡大に
ついては、日本でもシックハウス問題などに対応し、厚生労働省からスチレンを含む
VOC の室内濃度指針値および TVOC の暫定目標値が示されるなど、室内環境への関
心の高まりに配慮する上で有効であるとの意見があった。Version1.0 で採用していた
方法は密閉された測定室内の上部の空気を捕集し測定するのに対し、ブルーエンジェ
ルの新基準の定める方法では測定室内を通常室内のように換気し、空気質を均一とし
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た状態で空気を捕集し測定するため実環境に近い。前者の測定値は参考値に過ぎず、
放散量を表す値としては後者の測定値がより適切であるとの指摘があった。この方法
に基づき JIS X6936 が制定された。以上を鑑み、Version2.0 では規制対象物質、試験
方法、規制値について 2003 年 10 月版のブルーエンジェルに従うこととした。ただし、
新試験方法に基づく試験の実施についてドイツからの認定を受けているは日本国内で
は製造事業者の自社設備がわずかにあるのみであり、今後の見込みも明らかではない。
JIS X6936 は分析方法の選択肢がブルーエンジェルの方法よりも広く、日本国内で入
手可能な測定装置を使用できるため、今後、第三者機関による試験が可能となる可能
性もあるが、製造事業者各社が自由に試験設備を使用できるまでには、まだ 2 年以上
は要すると考えられる。ドイツでも設備の設置は進められているがまだ少なく、順番
待ちや製品送付に要する時間など、新製品発売にあたっての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、コストの負担も大きい。以上を鑑み、新試
験方法への対応が進むまで当面は Version1.0 の基準を併用することとなった。現時点
で Version1.0 の基準の適用終了時期を明示するのは難しいので、国内試験設備の認定
の進捗、JIS 制定後の第三者機関での試験実施可否、ドイツでの試験の状況など、新
試験方法への対応状況を頻繁に確認し、WG で検討するなどの手続きを経た上で決定
し、終了日の 6 ヶ月前までに事務局から告示することとした。

(2)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-4(10)(11)(12)
(13)(14)の策定]
本項目はVersion1.0では機器使用中に放散したトナーを吸入するなど、人が摂取し

てしまう可能性から、①｢特定アミンを生成する可能性のあるアゾ着色剤｣、②人の健
康への影響、蓄積性を考慮し、｢重金属(水銀、鉛、カドミウム、六価クロム)およびそ
の化合物｣、③｢EU指令67/548/EECで発がん性、変異原性、生殖毒性、感作性などに
分類される物質｣、④｢IARCにより発がん性と分類される物質｣を禁止とした。①は体
内で発がん性物質に還元される可能性があることによる。②はRoHS指令でも禁止さ
れている物質で、急性、慢性の毒性を有することが知られている。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。また、安全性や環境、人体への影響、
特に皮膚に接触した場合を考慮し、⑤｢製品全体としてR43表示の必要性を生じさせる
物質、製品全体として危険シンボル表示の必要性を生じさせる物質｣などについて禁止
としていた。

Version2.0ではこれらの禁止に加え、ブルーエンジェルやNo.132「トナーカートリ
ッジVersion1.0」におけるトナーに関わる規定と同様、変異原性に関して⑥｢Ames試
験において陰性であること｣および含有成分や取扱い上の注意事項についての情報提
供の観点から⑦｢MSDSを備えていること｣を加えた。⑥で要求しているAmes試験はト
ナーの発がん性のスクリーニングを目的として、トナー製造事業者で一般的に実施さ
れている。一部のトナー製造事業者において、2種類の菌によるプレスクリーニング
で発がん性を判定しているが、OECDガイドラインおよび化学物質の審査及び製造等
の規制に関する法律などで5種類の菌によるスクリーニングが行われていることから、
OECDガイドラインなどに準じることとし、認定基準への適合の証明に記載すること
とした。なお、ブルーエンジェルにおいては、④および⑤については要求されていな
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いが、エコマークでは、アジア4ラベル間(韓国、タイ、台湾および日本)で共通コア基
準を持つNo.132「トナーカートリッジVersion1.0」とも整合をはかるものとした。

(3)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-2(7)の策定]
本項目は有害物質の使用回避の観点からブルーエンジェルと同様、25g 以上のプラ

スチック製筐体部品に発がん性物質、変異原性物質、生殖毒性物質を含まないことと
した。EU 指令ではこれらの物質をカテゴリ 1 から 3 に分類しており、カテゴリ 1、2
は人の健康に対する影響の証拠が得られている物質、カテゴリ 3 は人の健康に対する
影響が疑われるものの十分な証拠は得られていない物質としている。エコマークとし
てはカテゴリ 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。複写機におけ
る現状として、事業者はカテゴリ 3 まで規制しているブルーエンジェルへの申込のた
めに代替を進めており、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判断し
た。E-8(6)に記述の通り、認定基準案公開後のパブリックコメントへの対応のための
WG において、クローズドリサイクルを条件としてプラスチック製筐体部品への臭素
系難燃剤禁止の除外規定を設けた。この場合、発がん性カテゴリ 3 に分類されている
三酸化アンチモンについては、難燃助剤として不可欠であり現状では代替が難しいこ
と、製品使用時の揮発や粉塵飛散などによる人への暴露の可能性は考えられないこと
から、本項目の適用を除外することとした。三酸化アンチモンの発がん性については、
IARC で発がん性 2B に分類する根拠とした実験データが古く信頼性に欠けるという
パブリックコメントがあった。現在 EU リスクアセスメントの評価が進められている
ので、その進捗及び内容を観察していくこととする。
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り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。
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(1)低騒音であること
(2)安全性および電磁適合性を考慮すること
(3)ユーザへの情報提供について
(4) 機器の保守について
(5) 保証期間の延長
(6) トナーの漏洩防止について
(7) トナー容器の扱いについて

(1)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-12(39)の策定]
ISO7779(一致規格 JIS X7779)に複写機の騒音の測定における設置、作動条件につ

いて、ISO9296(一致規格 JIS X7778)に情報技術装置の表示騒音放射値について規定
されている。Version1.0 ではこれらの ISO に沿った測定、表示を要求しているが、ブ
ルーエンジェルでは測定方法において原稿スキャン動作 1回を入れる点で ISOからの
逸脱があり、基準値も Version1.0 とはわずかではあるが異なっていることから、議論
があった。基準値については Version1.0 では複写速度をいくつかの段階に分けて、そ
れぞれに規定値を設ける不連続的な規定であったが、複写速度に対する連続的な基準
値の方が望ましいとしてブルーエンジェルと同様の規定を採用した。ただし、ブルー
エンジェルでは事務用機器の定義を騒音 7.5B以下としているため 7.5Bを超える複写
機は対象外となっており、エコマークでも 7.5B を上限値とすべきか議論となった。
ブルーエンジェルが 7.5B を超える複写機を事務用機器としない根拠が明確でないた
め、上限値として採用するのは不適切であり、複写速度によらず計算式を適用すべき
とする意見があった。その一方、高速機はコピー室など特殊な空間で使用されるケー
スが多いと想定されるものの通常空間で使用するユーザがいないとは限らないので、
無制限に計算式を適用し基準値が 9〜10B にまで達するのは問題であり、何らかの上
限値は必要とする意見もあった。Version1.0 では複写速度 71 枚 /分以上の高速機につ
いては騒音の基準は定めず、参考データとしての報告のみとしている。該当する認定
商品は現状として極めて少ない。その中で、7.5B を超える製品はあるものの、計算式
にあてはめた場合よりは小さい値におさまっている。Version2.0 において上限値を設
定する場合、ブルーエンジェルに基づく 7.5B 以外に引用できそうな値としては、1992
年労働省労働基準局通達による「騒音障害防止のためのガイドライン」において継続
的維持が要求される等価騒音レベル 8.5B や、現在の認定商品における最大値があげ
られる。しかしながら、「騒音障害防止のためのガイドライン」は騒音の著しい作業の
従事者の難聴などの騒音障害を防止するための指針であり、一般的な作業環境として
は 7.5B でも会話が難しくなってくるなどの問題がある。また、等価騒音レベルは機
器とは離れたところにいる人が聞く減衰した音を時間的に平滑化した値であり、機器
表面での騒音に相当する音響パワーレベルとして規定している基準値にそのまま適用
するのは適切ではない。認定商品の現状に基づく設定も、サンプルが少なく科学的根
拠はない。以上を鑑み、現時点では Version1.0 と同様、複写速度 71 枚 /分の高速機に
ついては騒音データの報告を要求するにとどめ、データを蓄積し、今後の高速機増加
に備えて適切な上限値を検討する材料とすることとした。
測定方法については、公開案では国際的な整合性から ISO からの逸脱は望ましくな

いとして Version1.0 と同様の基準を採用したが、公開案へのパブリックコメントとし
て、ブルーエンジェルの認定を受けている複写機が、エコマークを取得するために ISO
に沿った測定試験をあらためて実施するのは経済的に負担であるという意見があった。
一般的に複写機の騒音は通紙の時の騒音で決まるため、スキャン動作の影響は小さく、
ブルーエンジェルと ISO で測定値の相違は無視可能な程度である。そこで ISO に沿
った測定方法と共にブルーエンジェルの測定方法も認めることとした。エコマーク事
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務局から、国際的整合性の観点から、ブルーエンジェルに対し、ISO に沿った測定方
法を採用するよう働きかけてほしいという意見もあった。なお、拡張性のあるデジタ
ル複写機については、ブルーエンジェルの区分において｢複合機｣の計算式が適用とさ
れることから、それと整合させることとした。

(2)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-4(19),4-1-
15(43)(44)の策定]
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。トナーカートリッジ
やトナー容器に関しては、使用中不適切に扱われた場合、あるいは不適切に処理され
た場合、粉塵の飛散や火傷などの危険の可能性があり、それを警告する表示が機種間
で統一的なものとなることを保証するため、 (社 )事務機械工業会 (現 (社 )ビジネス機
械・情報システム産業協会)発行の「事務機械製品の安全確保のための表示に関するガ
イドライン」」に基づく表示を基準項目とした。

(3)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-4(20),4-1-
11(26)(27),4-1-14(42)の策定]
本項目は Version1.0 においては主に機器や消耗品の使用後の回収、廃棄、リサイク

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

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

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

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

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

(4)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-7(30)の策定]



                                           35

複写機は様々な部品から構成される複雑な電気・電子製品であるので、専門知識を
持たない一般のユーザなどが機器の保守を行うことは危険な行為であり、また機器に
とっても故障の原因となりうる。そこで、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。これは、ブルーエンジェルと同様である。

(5)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-7(29)の策定]
本項目はブルーエンジェルにおいて、保証期間の延長が規定されていることから検

討された。しかし、日本とドイツの商習慣の相違を考慮し、No.122「プリンタ」の基
準と同様、リペアのためのシステムが整備されていることを基準項目とした。この項
目は機器本体だけではなく、トナーカートリッジ等の消耗部品についても適用される。

(6)については、貯蔵あるいは取扱時にトナーが漏れ出すことでトナーによる人体へ
の影響が考えられる。通常、トナーカートリッジが密封されずに流通することは想定
し得ないが、粗悪品の流通を防止する観点から、ブルーエンジェルと同様、基準を策
定する項目として選定された。[認定基準 4-1-4(22)の策定]

(7)については、No.132「トナーカートリッジ Version1.0」においてトナー容器単
体が対象外となりエコマークが付けられないことにより、トナー交換式の複写機がト
ナーカートリッジ交換式と比較して環境的に劣っているとの印象を与え、市場におい
て不公平な扱いを受ける可能性があるとの意見があり検討された。このような不公平
を防止するための措置として、トナー容器に限って、そのトナー容器を備える複写機
本体が本商品類型のエコマーク認定を受けていることを条件として、商品カタログな
どに「このトナー容器は、エコマーク商品類型 No.117「複写機 Version2.0」のトナ
ー及びトナー容器に係る基準全てを満たしています」と記載することを許可するもの
とする。なお、Version1.0 からの移行措置として、複写機本体は Version2.0 に限定せ
ず「複写機」の認定を受けていればよいこととする。その場合、Version2.0 と同様の
運用とすると共に、そのトナー容器の型番を事務局に報告し、「複写機」(Version2.0
ではないことを明らかにすること )の基準を満たしていることの記載を許可すること
とする。
なお、この措置については、トナー容器はトナーカートリッジと異なり、一般的に

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

Ｅ　廃棄段階
　　◇  Ｅ－１　（資源の消費）

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

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

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

　　◇  Ｅ－８　（有害物質などの使用・排出）
本項目では以下の点が検討された。
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(1)電池中の有害物質カドミウム、鉛、水銀)
(2)感光体の有害物質  (カドミウム、鉛、水銀、セレン)
(3)無鉛はんだなど RoHS 指令への対応
(4)プラスチックへの重金属使用禁止
(5)プラスチック製筐体部品、プリント基板への特定難燃剤(PBB,PBDE および塩化パ
ラフィン)の使用の禁止

(6)筐体、筐体部品のプラスチック材料への材料的要求
(1)、(2)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-3(9),4-1-

9(33)の策定]
本項目は廃棄による重金属の環境への排出を防止する観点から検討を行った。複写

機において電池はカウンタなどの記録の目的で、主に小型充電式のリチウムイオン電
池が使用されている。一般的には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。電池の回収・リサイクルに関する法規制や実情は、日本とドイツで
は相違があるものの、事業者においてはブルーエンジェルの基準に対しての対応を既
に進めており、事業者が統一化を望む設計に関わる項目であること、さらに電池の回
収・リサイクルのシステムや法規制を持たない国への配慮も必要と考えられる。そこ
で、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、複写機の微
細な部品と考えられることから本項目は適用しない。ただし、今後の技術進歩や (3)
に記述する RoHS 指令への対応などをみて判断していくものとする。
一方、感光体については認定基準の項目として回収、リサイクルを規定しているが、

環境中の生物への影響、人に対しては長期暴露による皮膚、末梢神経への影響などが
懸念されるセレンなどの有害重金属の確実な回収、リサイクルを保証するものではな
いため、やはり使用されないことが望ましい。そこで、ブルーエンジェルとの整合を
はかり、カドミウム、鉛、水銀、セレンおよびその化合物を処方構成成分として使用
することを禁止することとした
　(3)については、EUにおいてRoHS指令が制定され、複写機を含めた電気電子機器へ
の鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE(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D-8(2)やE-8(6)にも記述してい
るように人や環境に対し、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。廃電気・電子機器、特にプリント基板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、
排出源としても電気電子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。そうした取り組みを評価し、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
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RoHS 指令に対応するためには事業者の努力だけではなくサプライヤの協力が不可欠
であり、サプライヤとの力関係が影響すること、RoHS 指令自体、適用除外規定や閾
値など未確定事項が少なくないことから、現時点で基準項目とすることは困難である。
エコマークとしては、RoHS 指令、ならびに業界の取り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 年前頃には開始する予定であ
る。

(4)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-1(1),4-1-4(15) の
策定]
本項目は Version1.0 ではワイヤを含む電気・電子部品を除き、カドミウム、鉛、水

銀を含まないこととしている。これに対し、ブルーエンジェルではカドミウム、鉛を
含むプラスチック添加剤、顔料を回避としている。生産の実態として、水銀は不純物
として混入していることはあり得るが意図的に使用することは無い。しかし、水銀を
規制対象から外す十分な根拠も現状ではないため、Version2.0 でもカドミウム、鉛、
水銀を規制対象物質とした。Version1.0 では 25g 未満の部品、再使用部品については
本項目の適用を除外しており、Version2.0 でも同様の除外規定を設けるべきかが議論
された。除外規定を無くした場合、25g 未満のものも含めると部品点数が非常に多く
なり、規制対象物質の含有の調査が大きな負担となる。また、過去、材料調達時に規
制対象物質の有無を確認していなかった頃の再使用部品が使用できなくなる。現在で
は規制対象物質は不純物などとして含有される可能性はあるものの、意図的に添加す
ることは通常無い。エコマークでも処方構成成分として意図的に添加されるものを規
制し、不純物については除外していることから、除外規定は不要として外すこととし
た。トナーカートリッジ、トナー容器のプラスチック製部品については Version1.0 で
は規定していなかったが、Version2.0 では No.132「トナーカートリッジ」に整合さ
せ採用した。ただし、本項目は機器本体、消耗品それぞれの 3R 設計に関するチェッ
クリストの項目となっており、自己宣言による証明なので、F-1(1)に述べる通り、基
準書本文には入れずチェックリストに一本化した。

(5)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-1(1),4-1-4(15) の
策定]
本項目は Version1.0 ではプラスチックへの PBB、PBDE、塩化パラフィンの使用

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

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

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

規定していなかったが、Version2.0 では No.132「トナーカートリッジ Version1.0」
に整合させ採用した。ただし、本項目は機器本体、消耗品それぞれの 3R 設計に関す
るチェックリストの項目となっており、自己宣言による証明なので、F-1(1)に述べる
通り、基準書本文には入れずチェックリストに一本化した。塩化パラフィンについて
はダイオキシンの発生リスクの観点から、禁止するのは鎖状炭素数 10〜13 のものに
限定する。PBDE のうち、deca-BDE については RoHS 指令の適用除外の是非が議論
されているところであるが、エコマークとしては PBDE に関してはダイオキシン類の
排出、蓄積を抑制する観点から使用を禁止しており、RoHS 指令の決定によらず
deca-BDE についても使用禁止とする方針である。

(6)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-2(5)の策定]
本項目はブルーエンジェルでは、ダイオキシン、フランを発生させる可能性のある

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

PC/ABS の材料についてマテリアルリサイクルし、同程度の製品生産に用いる、いわ
ゆるクローズドリサイクルの仕組みが確立されている。しかし、ABS や PS 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 PC/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
リサイクル性能は臭素系難燃剤添加の ABS や PS に劣る。現状としては、臭素系難燃
剤添加の ABS や PS では再生材料の配合率 10～30%、リン系難燃剤添加の PC/ABS
では配合率 10%程度の材料が流通している。

A-1(1)にも記述のとおり、複写機のプラスチック製筐体部品に再生材料を使用する
ことは製品の環境負荷低減に有効であるものの、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 や PS については、材料としてのリサイクル性能も高く、ま
た資源循環を促進する取り組みが現実にあること、また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
リサイクルが行われることを要件として日本独自の除外規定を設けることを検討した。
第一にクローズドリサイクルの証明という観点から検討を行った。製造事業者によ

る機器の回収について、｢1.環境的背景の補足｣にも記述の通り、逆販売ルートによる
高い回収率を誇るものの、回収には販売後(リース・レンタル契約後)から数年の期間
がかかることから、個別の実績についてどのように証明をすることが適切であるかと
いう問題もある。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、認定基準案公開の時点では、事業者側から十分な情報が
得られなかった。
第二に、環境影響という観点からは、臭素系難燃剤を添加したプラスチックをクロ
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ーズドリサイクルする場合と、臭素系難燃剤からリン系難燃剤に代替した場合につい
て、難燃剤のもたらすリスクを比較検討した。化学物質のリスクとは物質自体の有害
性(ハザード)と暴露量から決まるものである。ここでは、難燃剤自体のリスクを検証
の上、特に、臭素系難燃剤を含むプラスチック部品の焼却処理によるダイオキシン発
生に伴うリスクについても議論した。
まず、難燃剤自体のリスクについて検討する。臭素系難燃剤の一種である PBB に

おいては実験動物に対し甲状腺や免疫系などへの影響が観察され、難分解かつ生体蓄
積性を有することから全世界で生産が中止されている。さらに EU では RoHS 指令に
より PBDE(deca-BDE 除く)についても、実験動物に対する肝臓への影響などの慢性
毒性や難分解性、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、区別する必要
がある。一方、リン系難燃剤は、物質によっては揮発性を有し、神経毒性や感作性が
疑われるものもあるために、複写機使用中にユーザの健康へのリスクが懸念される。
D-8(1)に述べた通り、認定基準において機器使用中の VOC の放散については確認し
ているものの、主なリン系難燃剤の該当する SVOC(準揮発性有機化合物 :Semi-
Volatalic Organic Compounds)や POM（粒子状有機物質 :Particle Organic Matter）
は測定対象範囲に含まれず、放散量の確認はできない。しかし、国際化学物質安全性
計画 (IPCS)の環境保健クライテリア、国際化学情報統一データベース(IUCLID)など
によれば、現在複写機で使用の多い臭素系難燃剤のテトラブロモビスフェノール
A(TBBPA)、リン系難燃剤のトリフェニルホスフェート(TPP)については、人体や環境
へのリスクは比較的低いと考えられている。近年では、リン系難燃剤としては縮合リ
ン酸エステルも使用されているが、揮発性が TPP などよりも低く、MSDS などのデ
ータを見る限りリスクもより低いものとなっていると考えられる。また、D-8(3)で述
べた通り、プラスチックへの添加剤には発がん性、変異原性、生殖毒性を有する化学
物質を使用しないこととしているので、難燃剤自体のもたらすリスクについては一定
の抑制がかけられているとみなせるだろう。複写機という製品の全ライフサイクルを
通じて臭素系とリン系で一概にリスクの高低を論じることはできず、個々の物質毎の
リスク評価は難しい。特に、リン系難燃剤については研究が少なく、知見が充分に蓄
積されていない。EU リスクアセスメントにおいては TBBPA など数種の臭素系難燃
剤は現在評価中、数種のリン系難燃剤については将来の評価対象としてあげられてい
る状況であり、今後の研究の動向を見守る必要があるといえるだろう。
次に、臭素系難燃剤を含むプラスチックの焼却によるリスクとして、臭素ガスや臭

化水素ガスによる焼却炉の損傷や、熱分解によって生成するダイオキシン・フラン類
が人の健康や環境に与える影響が考えられるが、ここでは特にダイオキシン・フラン
類によるリスクについて考える。まず、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・フラン類生成の可能性は比較的大きいといえる。その他の臭素
系難燃剤についてもダイオキシン・フラン類を生成する可能性はあるが、PBB、PBDE
と比較し、環境保健クライテリアなどで非常に低いレベルであるとされている。さら
に、ダイオキシン類の発生量には燃焼条件の影響が大きく、管理方法次第で発生量を
低減することが可能と考えられる。
日本の焼却施設における燃焼条件、ダイオキシン類排出の現状を見ると、2003 年の

大気への塩素系ダイオキシン類排出量中、産業廃棄物焼却施設由来が 2〜3 割、一般
廃棄物焼却施設由来が約 4 割、その他が 3〜4 割となっている。2001 年から施行され
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ている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み、産業廃棄物焼却施設から
の排出については、1997 年から 2003 年までの間に約 1/10 にまで低減し、環境中濃
度も環境基準を概ね下回っている。
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が、環境省で環境中の

存在状況について調査が進められている。2001 年度に焼却施設周辺地域、一般都市地
域、2002 年度には難燃プラスチック製造工場及び家電リサイクル工場、2003 年度に
は難燃剤製造工場及び難燃繊維加工工場について、周辺の環境媒体中の臭素系ダイオ
キシン類の存在状況や工場からの排出について調査が行われ、その検出があった(「臭
素系ダイオキシン類に関する調査結果(平成 13 年度)」、「臭素系ダイオキシン類排出
実態等調査結果報告書(平成 14,15 年度)」)。これらの調査は対象地域が異なっている
ため単純な比較はできず、臭素系ダイオキシン類排出の動向を見極めるには、調査に
よる知見の蓄積を待たなければならないものの、焼却施設に関しては施設改善によっ
て塩素系同様、臭素系ダイオキシン類の生成、暴露は抑制されていると推測される。
しかしながら、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、有
害性、暴露量、双方とも現状では知見が十分蓄積されていない。有害性については、
塩素系ダイオキシン類と比較して研究事例が少なく、数多くある同族体、異性体の等
価毒性係数についても、研究が進められている状況であるが、国際的合意が十分に得
られているとは言えない。一方、暴露量については、上記の環境省による排出調査な
どはあるが、まだ歴史は浅く、更に、排出量や環境濃度だけではなく、環境中の動態
や生体内に取り込まれた後の代謝にも依存するものであり、十分な知見があるとは言
えない。
このような状況の中、複写機の筐体プラスチック製部品に使用する難燃剤の基準を

検討するにあたって、①｢まず、大型部品が多いため量的なインパクトが出しやすく技
術的にも代替可能な筐体プラスチック部品からリン系難燃剤に代替していく｣、②｢筐
体プラスチック製部品にも臭素系難燃剤を引き続き使用し、製造事業者の管理・責任
のもとに回収し、資源循環させる｣、という 2 種類の考え方が提示された。①は、臭
素化化合物の使用量を減らしていくという予防原則に基づく対策であるが、前に述べ
た通り、リン系難燃剤添加の PC/ABS は臭素系難燃剤添加の ABS や PS と比較して現
段階ではリサイクル性能に劣っており、資源循環の観点からは便益が低減する。一方、
②では、海外に輸出される製品や循環の途中で事業者の管理から外れたものについて
は、回収や適正処理がなされるとは限らず、懸念が残るものの、クローズドリサイク
ルにより廃棄量を減少させ、循環後マテリアルリサイクル困難となったものについて
は管理された施設で再資源化あるいは焼却処理することでダイオキシン類の生成抑制
が可能である。それでもなお、臭素を含むことから、全く含まない場合と比べて臭素
系ダイオキシン類の生成に寄与する可能性がないわけではないと言えるが、それが直
ちに人や環境への臭素系ダイオキシンによるリスクを増大させると判断する根拠や明
確な相関関係は見出せない。廃棄処理される過程で二次的に生成される可能性がある
としても、その生成量を精緻に予測できなければ、リスクを根拠とする使用規制の検
討を行うことは困難である。
こうした検証に対して、製造事業者側からは、①のリン系難燃剤に代替していく方

策の選択を強く支持する意見があった。複写機は日本の製造事業者が全世界のシェア
の殆どを占める国際流通商品であり、その設計対応が全世界に波及することから、世
界のエコラベルで、機器の設計に関する要求の統一が事業者側にとっては極めて重要
である。事業者が強くその取得を意識するブルーエンジェルでは、複写機、プリンタ
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などの電気・電子機器には、まず筐体などの大型部品に対して非ハロゲン化が要求さ
れており、多くの複写機事業者はこれに対応して非ハロゲン化を進めてきている。業
界団体としては、機器の設計対応の一元化を目指し、各国のエコラベルの基準統一化
を目的に継続的な活動を行っている。また、リン系難燃剤添加の PC/ABS のリサイク
ル性能については、現状では概して臭素系難燃剤添加の ABS や PS に劣るものの、プ
ラスチック材料製造事業者との協力体制や複写機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きている。さらに、リサイクル促進に向け、PC/ABS
のグレードの統一、回収の共同実施、プラスチック材料製造事業者への再ペレット化
委託、そのように製造された再生材の利用という一連の取り組みを業界で統一的に進
めていることから、こうした取り組みへの考慮も要望された。企業の枠を越え業界全
体で材料のグレードの統一化を図ることは、資源循環を促進する上で極めて有効な施
策であり、事業者が共同して PC/ABS でのクローズドリサイクルを推進しようという
動向もある。加えて、コストの面からは、クローズドリサイクルを除外規定の要件と
して臭素系難燃剤の使用を認めると、クローズドリサイクルの実証が困難である状況
を利用してコストの安い臭素系難燃剤添加プラスチックを使うための抜け道となる可
能性があること、事業上コスト削減の圧力が強いために、臭素系難燃剤に流れてしま
い、再度非ハロゲン化を図ることが難しくなると考えられることが指摘された。安易
に除外規定を設置すれば、国際流通商品である特性上、資源循環の輪が世界的である
ことから、海外における臭素化ダイオキシンによるリスクの増大の懸念もあり、また
上述した一連の取り組みの足並みを乱してしまう懸念もある。一方で、コストに関し
ては、回収材配合の臭素系難燃剤添加の ABS や PS とリン系難燃剤添加の PC/ABS
の価格差は縮まりつつあり、回収、マテリアルリサイクルのコストを考慮すれば、か
えって臭素系難燃剤添加プラスチックの方が割高になる可能性があるという意見もあ
った。

WG においては、複写機の国際流通商品という特性への配慮や、予防原則を重視す
る価値観にも十分な理解が示された一方で、不確実性が多く残されているものの、上
述の、直ちに人や環境への臭素系ダイオキシンによるリスクを増大させると判断する
根拠や明確な相関関係は見出せないという検証や、日本の焼却施設における改善の状
況を踏まえた上で、資源循環を重視する価値観も示された。EU においては、臭素系
難燃剤による環境汚染についての社会的関心が高く、電気・電子機器分野において、
法規制をうける PBBおよび PBDE(deca-BDE除く)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
な対応が必要である。また、複写機は資源有効利用促進法において指定再利用促進製
品としてあげられており、再生資源や再使用部品の利用促進への取り組みが要求され
ていること、日本の国策として掲げられる資源循環の視点も忘れてはならないとの指
摘もあった。
このように、相互に比較が困難な複数の項目についての検討を行ったが、基準案公

開の時点では、臭素系難燃剤添加の ABS および PS のクローズドリサイクルの実態が
製造事業者から十分に示されず、満足な検証が行えなかったこともあり、クローズド
リサイクルによる除外規定は設けないこととした。複数国間でのリスク管理体制の相
違による不要な企業負担の回避、および化学物質管理の国際的な調和の観点からブル
ーエンジェルとの整合が望ましいことも考慮にいれた事項の一つである。
その後、認定基準案に対するパブリックコメントで臭素系難燃剤について、再生プ

ラスチック利用促進に不可欠である、ダイオキシン類対策は既に十分取られている、
筐体プラスチック製部品に限定して規制しても大型部品は焼却処理される可能性がそ
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もそも低いので、リスク低減効果は少ない、予防原則による過剰規制であるなどの禁
止への反対意見が多く寄せられた。こうした意見を受け、再度 WG でクローズドリサ
イクルを条件とする除外規定の是非を検討した。議論では、再生プラスチックの利用
促進と臭素系難燃剤の使用は切り離して考えるべきである、法規制ではない自主的ラ
ベルとして、より厳しい規制を課することには問題は無い、ブルーエンジェルとの整
合を重視すべきであるなど、公開案の維持を支持する意見も多くあった。その一方で、
資源循環とのバランスも重視すべきであるというパブリックコメントを支持する意見
もあった。最終的に WG として採決を取った結果、大多数が除外規定の設定を支持し、
除外規定を設けることとなった。エコマークのあり方として、一つの方法で環境改善
を促すよりも、多様な努力を認めるよう認定基準を定めていく方向性が望ましいとの
意見もあり、臭素系難燃剤の使用を段階的に抑制することによるリスク低減という方
策での環境改善と共に、除外規定による厳密な管理と資源循環促進という方策での環
境改善も認めるという認定基準はこの方向性に即していると言えるだろう。
除外規定については、クローズドリサイクルによる資源循環を保証すると共に、臭

素系難燃剤添加のプラスチックが製造事業者の管理から漏れ、不適正な焼却処理に回
される可能性をできる限り低減するよう設定することが重要である。WG では①使用
済み製品の回収率、②製品への回収材の投入量、③クローズドリサイクルされなかっ
た回収材の管理の 3 点について、製造事業者による実際の取り組みを検証し議論を行
った。
第一に回収率について、定義はエコマーク申込機種の同一製品群の直近 1 年間の出

荷台数に対する同期間の同一製品群の回収台数とした。確実な回収を担保する手段と
して、保守契約によって事業者が製品販売後も製品管理、使用終了時点の把握が可能
となる点に着目し、保守契約率と保守契約終了製品台数に対する回収台数の割合との
積をもって回収率と考えるとの案もあったが、保守契約にはいくつかの形態があり、
どれを選ぶかはユーザに依存する。より確実な実績が望ましいことから、同一期間に
おける出荷台数と回収台数で評価することとした。回収率の値は、現在の業界のトッ
プレベルが 90％を上回る数値であることを考慮の上、実現可能でかつトップレベルに
近い値として 80%で承認された。新製品や後継製品の場合は、同一機能を有する前世
代機種などの同一製品群の実績をもって判断する。
第二に製品への回収材の投入量については、2 年間の猶予を持って臭素系難燃剤含

有のプラスチック製筐体部品の総質量に対し 15%以上とした。まず、回収材の投入量
における数値基準についての検証を行った。現在、臭素系難燃剤添加の ABS や PS で
は回収材の配合率 10%の材料、および配合率 30%などの再生プラスチックのグレード
がある。回収材配合率 30%の材料を臭素系難燃剤含有の全部品に使用すれば、製品の
臭素系難燃剤含有プラスチック部品総質量に対する回収材の割合は 30%になるが、精
密な電子・電気機器である複写機へのポストコンシューマ材料の使用には困難が多く、
臭素系難燃剤添加プラスチックのクローズドリサイクルに取り組んでいる事業者でも
現状では 3%程度にとどまっている。これを、現在理論上可能と考えうる 30％にまで
引き上げていくには、樹脂材料、グレード、色の統一、金属などの異物除去、破砕サ
イズ一定化という技術上の困難さの他にも、回収、プラスチック材料製造事業者や海
外生産工場への供給に関わる体制整備、市場の理解の欠如、回収・分別などのための
コスト上昇など、解決すべき問題が多い。履歴の明確な材料しか使用できないため、
現状の 3%という値も事業者、業界およびプラスチック事業者の長年の取り組みがあ
って実現された値と言える。A-1(1)に述べたとおり、クローズドリサイクルに限らず
再生材の利用には困難が多く、実際の基準項目として現在要求されているのは 25g 以
上のプラスチック製筐体部品について再生プラスチック部品 1つ以上としているのみ
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である。3R 設計チェックリストにおいてプラスチック製筐体部品の質量に対し、回
収材の配合割合は問わないものの再生プラスチック 5%以上とする項目を設けている
が、これは Should 項目であり実現を要求するものではない。しかし、比較対象とな
るリン系難燃剤添加の PC/ABS では、既に述べたとおり回収材配合率 10%以下の材料
が一般的でありリサイクル性能として臭素系難燃剤添加プラスチックに劣るものの、
樹脂グレードの統一、回収、プラスチック材料製造事業者への回収材供給の共同実施、
自社で回収の仕組みを構築するのが困難な小規模複写機製造事業者への回収材配合材
料の売却、回収材配合率をさらに高めた材料開発など、業界として資源循環への取り
組みを強化している。さらに、PC/ABS のクローズドリサイクルに取り組んでいる大
手事業者における難燃剤含有プラスチック部品総質量中の回収材の割合は、現在の臭
素系難燃剤添加プラスチックと同程度の実現が可能な実力を有している。また A-1(1)
に述べたとおり、臭素系難燃剤添加プラスチックの資源循環の枠組みは市場が限定さ
れ集中できることからも、臭素系難燃剤禁止の除外規定としては非ハロゲン系材料で
の取り組みを上回る要件を課すべきとの意見があった。臭素系難燃剤添加の ABS は
他の電子・電気機器への転用も困難のため、難燃剤含有材料として有効利用するため
には複写機への投入を増やしていくことが最も望ましい。一方で実現困難な認定基準
では事業者へのインセンティブとはならず、かえってクローズドリサイクルからの撤
退に繋がりかねない。
パブリックコメント提出の複写機製造事業者からは、4 年後の 2009 年に、臭素系

難燃剤添加の筐体プラスチック製部品への回収材の投入割合 15％を達成するという
提案があった。上述の複数の比較検証を踏まえた上で、物性維持のための限界と考え
られる 30％の半分にあたる 15％を要求することは、現段階では適当と判断できると
いう意見もあり、数値基準としては 15％とした。想定する対象商品は異なるものの、
No.118「プラスチック製品 Version2.0」では、自己再資源化製品における自己再資源
化製品由来プラスチックの使用 20%以上とおり、これと比較しても社会的に納得が得
られるといえるのではないかという意見もあった。
次に、現状の 3％から 15％までの引き上げに要する期間についての検証を行った。

現状においてクローズドリサイクルの実施に様々な困難があること、取り組みの広が
りへのインセンティブを与えることが重要であることを考慮すると、当面は現状追認
もやむを得ないが、非ハロゲン系材料に対する優位性を保つためには早期の基準引き
上げは必須である。そこで、プラスチック材料製造事業者における体制整備や回収材
配合材料の UL 規格取得などに要する時間を考慮し、制定後 2 年間に限り 3%でも認
めることとし、以降は 15%を要件とすることとした。提案のあった 2009 年から 2 年
間の期間短縮を決定したが、2007 年にこの数値が達成されることを強く期待する。
エコマークでは商品類型 No.118「プラスチック製品 Version2.0」において、プレ

コンシューマ材料の利用よりも、よりポストコンシューマ材料の再生利用に重みをお
き、さらに、自己再資源化製品に優位性を持たせることで、カスケードリサイクルよ
りも、より価値の高い水平リサイクルの推進を図っている。リン系難燃剤添加のプラ
スチックという代替物質が流通する状況において、臭素系難燃剤添加プラスチックへ
の安易な転換を推奨するものではなく、除外規定として厳格な要件を設定したもので
あるが、本商品類型においてクローズドリサイクルを取り上げることで、回収材配合
材料に対する市場の理解が高まり資源循環促進に繋がる効果を期待し、またエコマー
クとしても働きかけていきたい。
なお、業界の取り組みを観察しながら、将来的には臭素系難燃剤含有の筐体プラス

チック部品に使用される回収材の割合をさらに高めるよう基準を改定していく考えで
ある。その実現の方法として、エコマーク申込機種に回収材配合率 30%の材料を優先
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的に投入し、使用部品点数を増やしていくと共に、樹脂材料の統一を図るべきという
提案があった。しかしながら、まずは配合率 10%の材料も使用しながら回収材の利用
量を増加させていくことが先決すべき課題であること、特定機種のみに回収材配合率
30%の材料を投入する方法では共通部品にこうした材料を使えなくなってしまうなど
の問題が予想されることから、特に材料に対する制限は設けなかった。今後、順次回
収材配合率 30%の材料への転換が進むことを期待したい。
第三に回収されながら複写機にクローズドリサイクルされない臭素系難燃剤含有

プラスチックの管理について議論された。複写機の筐体部品のプラスチックは高品質
であることに加え、使用期間が比較的短く劣化が少ないことから、精密な電子・電気
機器の材料として利用できなくとも、一般製品としては材料として価値が高いといえ
る。また、塩素と比較して量的なインパクトは低いと考えられるが、臭素による設備
劣化などの懸念もあることから、単純焼却処理は避けるべきである。再資源化にあた
っては資源消費量や地球温暖化物質排出量の削減の観点から、エネルギ回収よりも、
ケミカルリサイクル、マテリアルリサイクルが望ましい。ただし、ケミカルリサイク
ルでの脱塩素処理の技術は C-8 にも記述の通り、近年実用化が進みつつあるが、臭素
については様々な研究や取り組みが進められているものの実用の途上である。こうし
たことから、ケミカルリサイクルは将来的に有効になる可能性があるが、現段階では
マテリアルリサイクルが最も有効であると判断できるだろう。
臭素系難燃剤の新規投入量の削減、管理の観点からは、再度、難燃剤の必要な用途

にリサイクルし、臭素系難燃剤の行方を追跡管理していくことが適切である。しかし
ながら、第二の論点で既に論じた通り、他の電気・電子機器では臭素系難燃剤添加 ABS
への需要はほとんど無く、また、クローズドリサイクルには限度がある。現時点でク
ローズドリサイクルされている 3%の残りの回収材の大部分は再生樹脂市場で販売さ
れ、難燃性を必要としない製品にオープンマテリアルリサイクルされている状況であ
る。一度マテリアルリサイクルされた製品の使用後まで製造事業者で完全に追跡管理
するのは不可能であり、エコマークの認定基準としては、事業者の責任として回収材
のマテリアルリサイクルの担保を要求することが限度であろう。No.118「プラスチッ
ク製品 Version2.0」などの他商品類型との整合上もマテリアルリサイクルの要求は 1
回限りとするのが妥当である。ただし、回収材 100%のマテリアルリサイクルはリサ
イクルプロセス上のロスがあり不可能なので、歩留まりを考慮し、クローズドリサイ
クルも合わせて 95%以上の回収材がマテリアルリサイクルに投入されることを要件
とした。
クローズドではないリサイクルでは、その過程で臭素系難燃剤が徐々に拡散し、ト

レーサビリティが阻害され、最終的に不適正処理される恐れがある。特に、回収材が
国外に輸出され、リサイクル製品が現地で使用される場合の使用後の処分について不
安とする意見があった。日本以外のアジア諸国ではプラスチックの焼却処分は一般的
ではなく、ダイオキシン発生要因とはならないと推測されるものの、プラスチック処
理の実態についてデータが無いため懸念は残る。今後、更なる資源循環促進、リスク
低減のため、回収材の複写機への配合率引き上げ、複写機以外の難燃剤使用製品への
利用などによって追跡管理できない臭素系難燃剤を削減していく取り組みが期待され
る。また、アジア諸国におけるプラスチック処理の実態についても可能な範囲で把握
を図り、今後の改定の参考としていきたい。さらに、臭素系難燃剤使用禁止の適用対
象外である筐体以外のプラスチック製部品についても、業界の取り組みを継続して観
察し、有効な管理・処理方法について検討していく必要があるだろう。
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
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塩化パラフィンを含まず、かつ消防法で定められる防炎物品および（財）日本防災協
会指定の防炎物品であり（財）日本防災協会の認定を受けた商品あるいはエコマーク
商品類型ごとに基準で定める商品について難燃剤の使用を認めることとしている。不
要な企業負担を減らすべく、統一的な基準が望まれる側面があるものの、法的な規制
を受けない化学物質については、各商品類型毎に商品の特性やライフステージを通じ
たメリット・デメリットを考慮した上で検討することが望ましく、一律に規制するの
は困難であるといえる。

　　◇  Ｅ－９　（その他の環境負荷）
本項目では以下の点が検討された。

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

いては D-9(2)で使用中の安全性とあわせて検討した。

　Ｆ　リサイクル段階
　　◇  Ｆ－１　（資源の消費）

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

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

(1)については、製品や消耗品の設計にあたり 3R(リデュース、リユース、リサイク
ル)に配慮することで、部品の再使用や材料のリサイクルが促進され、あるいは製品の
寿命の延長に繋がり、資源の消費および廃棄物の低減に資することから基準を策定す
る項目として選定された。[認定基準 4-1-1(1),4-1-4(15)の策定]
形式としては No.122「プリンタ」やブルーエンジェルにならって設計に対するチェ

ックリストを採用し、要求項目については、ブルーエンジェルに準じるものとした。
チェックリストの項目は実現を必須とする項目 (Must 項目 )、実現が望ましい項目

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

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。機器本体については 19 の
Must 項目、6 の Should 項目が設けられており、その内容は異なる材料間の分離が不
可能になるような結合の回避、分離の容易な機械的結合の採用、機器の分解や有害物
質含有部品分離などの容易性、塗装および複合材料の回避、材料数の削減、プラスチ
ックの使用後の活用可能性、リサイクル材料および再使用部品の使用を想定した設計
などである。Should 項目としては A-1(1)に述べた再生プラスチック材料の 5%以上使
用などがある。消耗品については 10 の Must 項目、4 の Should 項目があり、機器本
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体のチェックリストと比較すると、構造と結合技術に関する項目数が削られているこ
と、長期使用化については Must 項目で回収、Should 項目で再使用などについて規定
していることなどの相違がある。
チェックリストの項目は、筐体、シャーシへの再生プラスチックの使用が設計上可

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

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

(2)については C-7 にも述べた通り、プラスチックのリサイクルにおけるマーキング
の重要性から Version1.0 から引き続き基準を策定する項目として選定された。[認定
基準 4-1-2(8),4-1-4(15)の策定]
ブルーエンジェルでは質量 25g 未満または平らな面の面積 200mm2未満の部品、複

雑な再使用部品への適用が除外されているが、「複雑な」部品を定義するのは困難であ
るため、エコマークでは Version1.0 と同様の除外規定とした。本項目はチェックリス
トに含まれるが、証明としてマーキング内容の提出を要求するので基準書本文にも入
れている。トナーカートリッジ、トナー容器については自己宣言による証明なので消
耗品の 3R 設計に関するチェックリストに一本化し、基準本文には入れないこととし
た。

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

(4)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-1(2)(3)の策定]
筐体などの大型プラスチック製部品については、リサイクルの容易性の観点から

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

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

(6)については認定基準策定項目として選定された。[認定基準 4-1-1(1)の策定]
本項目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
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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。

(7)については、処理、リサイクル事業者における機器分解情報の必要性から検討さ
れた。ドイツなど 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しなかった。

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

(1)リサイクル品の製造過程で化石燃料の消費が少ないこと
(1)については、タイプ III エコラベルなど LCA による複写機の評価事例が増加し

ていることから、それらの情報を活用し、リサイクルによる環境への貢献、影響を明
らかにする必要があるという意見があった。しかしながら、LCA の現状では、リサ
イクルによる資源消費削減の効果とエネルギー消費の影響を、多岐にわたる環境影響
を考慮して客観的に比較することについては、様々な研究や取り組みが進められてい
るものの、実用の途上であるために基準策定に利用するのは難しいという問題があり、
本項目は基準を策定する項目として選定されなかった。なお、本項目については今後
も継続して議論していく必要性が確認された。

　　　   
    ◇  Ｆ－３　（オゾン層破壊物質の排出）

本項目では以下の点が検討された。
(1)再使用、リサイクルの工程においてモントリオール議定書に含まれる溶剤は使用
されていないこと。

(1)については、オゾン層破壊物質の使用削減の観点から、特定フロンなどの不使用
を徹底する必要があることから、本項目は基準を策定する項目として選定された。[認
定基準 4-1-16(45)の策定]
対象となる物質は B-3 と同様とした。ただし、リサイクルの工程について把握する

ことは難しいため、再使用部品の洗浄時について規定することとした。

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

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

それらが消耗品であることから、D-1(2)(3)において再使用、マテリアルリサイクル、
再資源化とあわせて検討した。

　　◇  Ｆ－９　（その他の環境負荷）
本項目では以下の点が検討された。

(1)機器本体の回収、リサイクル
(1)については、機器本体の回収、リサイクルについては、複写機は資源有効利用

促進法の指定再利用促進製品に位置づけられており、現状として使用済み製品の回収
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を目的とした静脈物流共同プロジェクトが推進されている。既に回収、リサイクルの
システムがあるものに対して規定する必要は無いとの意見もあったが、ブルーエンジ
ェルなど海外エコラベルとの整合性、将来、アジア諸国のエコラベルとの相互認証を
実施する場合なども考慮すると本項目の意義は大きいとして、基準を策定する項目と
して選定された。[認定基準 4-1-8(32)の策定]

５５５５．．．．そのそのそのその他他他他
(1)マーク下段の表示について

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

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

類において十分に行われるものである。
なお、消費者への情報提供としてはエコマークを取得しているという事実で十分であ

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

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

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

＜付属証明書の作成方法＞

１． 申込製品に関する必要事項を「記入欄」に記載して下さい。

「記入欄」に網かけがある「項目」は記入不要です。

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

エコマーク商品認定・使用申込時に提出して下さい。

「添付証明書」に網かけのある「項目」は、添付証明書の提出は不要です。

３． 各証明書の作成は（記入例）を参照して下さい。

４． 「添付証明書」の作成は「添付証明書の発行者」欄を確認して下さい。

項目 添付証明書 添付証明書の

発行者

エコマーク表示有無（予定） □ ある

□製品／□包装／□カタログ・リーフレット

□取扱説明書／□その他（　　　　　　　　）

□ なし　

(表示する場合は表示設計図のご提出が必要です。)

（該当する事項をチェックして下さい。）

エコマーク使用規定第3条

　エコマーク表示予定箇所、マーク

　下段の環境情報表示

エコマーク使用規定第7条

　エコマーク使用契約者名、認定

　番号の表示

表示予定設計図の提出（書式自由・原稿）

申込者

項目 記入欄 添付証明書
添付証明書の

発行者

製品を開発した会社
　□他社／□自社

（該当する事項をチェックして下さい）

他社開発製品の場合、

申込承諾書（記入例１）
申込承諾者

本商品類型で、既に認定

を受けている商品を別ブ

ランドとして申込む場合

ブランド名以外の変更が　 □ある／□ない
（該当する事項をチェックして下さい）

（ブランド名以外変更がなければ、以下の項目の

証明は不要です）

エコマーク商品認定審

査結果通知書の写し

変更点についての認定

基準に対する証明書

（変更がある場合）

エコマーク商品類型

　　「複写機

Version2.0」
申込ブランド名
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申込商品について

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

複合機複合機複合機複合機
大判複合機大判複合機大判複合機大判複合機

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

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

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

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

1.種類 　　　　　　　　　　　　　　　　　□白黒
　　　　　　　　　　　　　　　　□カラー

2.トナー型番
トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　）
  　　　エコマーク認定番号　（　　　　　　　　　　　　）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

3.二次電池 使用が　　　ある　／　ない

1. 種類 　　　　　　　　　　　　　　　　　□白黒
　　　　　　　　　　　　　　　　　□カラー

2.トナー型番
トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　）
　　　　エコマーク認定番号　（　　　　　　　　　　　　）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

3.二次電池 使用が　　　ある　／　ない

1. 種類 　　　　　　　　　　　　　　　　　□白黒
　　　　　　　　　　　　　　　　　□カラー

2. トナー型番
トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　）
　　　　エコマーク認定番号　（　　　　　　　　　　　　）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

3. 二次電池 使用が　　　ある　／　ない

1. 種類 　　　　　　　　　　　　　　　　　□白黒
　　　　　　　　　　　　　　　　　□カラー

2.トナー型番
トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　）
　　　　エコマーク認定番号　（　　　　　　　　　　　　）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

3.二次電池 使用が　　　ある　／　ない

1. 種類 　　　　　　　　　　　　　　　　　□白黒
　　　　　　　　　　　　　　　　　□カラー

2.トナー型番
トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　）
　　　　エコマーク認定番号　（　　　　　　　　　　　　）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

3.二次電池 使用が　　　ある　／　ない

1.種類 　　　　　　　　　　　　　　　　　□白黒
　　　　　　　　　　　　　　　　□カラー

2.トナー型番
トナーカートリッジ交換式　　（　　　　　　　　　　　　）
　　　　エコマーク認定番号　（　　　　　　　　　　　　）
トナー容器交換式　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

3. 二次電池 使用が　　　ある　／　ない

※エコマーク認定のトナーカートリッジを搭載する製品にあっては、4-1-4(10)～(18)および(20)～(22)の添付証
明書は不要。
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分析試験場について

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

製造者の試験場である場合
の特別な要求事項

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

試験 試験を行なった試験場について、それぞれ下記の情報を記載してください。

1.試験場名

2.試験場住所

3.自社試験場
　　の場合

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

粉塵、オゾン、
揮発性有機化合物（VOC）

3.他社試験場
　　の場合

ISO/EEC17025 に従って運営されている
□はい
□いいえ

1.試験場名

2.試験場住所

3.自社試験場
　　の場合

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

エネルギー消費

3.他社試験場
　　の場合

ISO/EEC17025 に従って運営されている
□はい
□いいえ

1.試験場名

2.試験場住所

3.自社試験場
　　の場合

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

騒音

3.他社試験場
　　の場合

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

発行者

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（1111））））

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

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

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（２２２２））））

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

（（（（記入表記入表記入表記入表　　　　AAAA））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

またはまたはまたはまたは

製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者（（（（担担担担

当当当当））））

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（３３３３））））

　　　　25g25g25g25g以上以上以上以上ののののプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製筐体部品製筐体部品製筐体部品製筐体部品はははは、、、、4444種類種類種類種類
　　　　以下以下以下以下のののの互互互互いにいにいにいに分離可能分離可能分離可能分離可能ななななポリマポリマポリマポリマまたはまたはまたはまたはポリマブポリマブポリマブポリマブ

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

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

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

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

　　　　VDI2243:1993Part1 , 30/42(VDI2243:1993Part1 , 30/42(VDI2243:1993Part1 , 30/42(VDI2243:1993Part1 , 30/42(別表別表別表別表２２２２))))１１１１、、、、２２２２またまたまたまた
　　　　はははは３３３３のののの適合性適合性適合性適合性をををを満満満満たしているたしているたしているたしている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

（（（（記入表記入表記入表記入表　　　　AAAA））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

またはまたはまたはまたは

製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者（（（（担担担担

当当当当））））

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（4444））））

　　　　少少少少なくともなくともなくともなくとも 25g25g25g25g以上以上以上以上のののの部品部品部品部品のののの一一一一つはつはつはつは、、、、再生再生再生再生プラプラプラプラ
　　　　スチックスチックスチックスチック部品部品部品部品またはまたはまたはまたは再使用再使用再使用再使用プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック部品部品部品部品をををを

　　　　使用使用使用使用しているしているしているしている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい
　　　　　　　　□□□□再生部品再生部品再生部品再生部品

　　　　　　　　□□□□再使用部品再使用部品再使用部品再使用部品

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　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））））

　　　　□□□□　　　　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））））

適用除外規定適用除外規定適用除外規定適用除外規定ｂ（ｂ（ｂ（ｂ（付表付表付表付表 1111 をををを満満満満たすたすたすたす））））にににに該当該当該当該当するするするする 　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

記入表記入表記入表記入表 AAAAおよびおよびおよびおよび付表付表付表付表 1111
にににに要求要求要求要求されるされるされるされる証明書類証明書類証明書類証明書類

全全全全てててて

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））まままま

たはたはたはたは製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者

（（（（担当担当担当担当））））

4-1-24-1-24-1-24-1-2
（（（（６６６６））））

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

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

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

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

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

（（（（記入表記入表記入表記入表　　　　AAAA））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

またはまたはまたはまたは

製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者（（（（担担担担

当当当当））））

　　　　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
　　　　　　　　□□□□SbSbSbSb2222OOOO3333もももも

　　　　　　　　　　　　　　　　使用使用使用使用なしなしなしなし

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい
　　　　　　　　□□□□SbSbSbSb2222OOOO3333のみのみのみのみ

　　　　　　　　　　　　　　　　使用使用使用使用

　　　　□□□□　　　　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
（（（（７７７７））））

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についてについてについてについて適用除外規定適用除外規定適用除外規定適用除外規定（（（（付表付表付表付表 1111
をををを満満満満たすたすたすたす））））にににに該当該当該当該当するするするする

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

記入表記入表記入表記入表 AAAAおよびおよびおよびおよび付表付表付表付表 1111
にににに要求要求要求要求されるされるされるされる証明書類証明書類証明書類証明書類

全全全全てててて

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））まままま

たはたはたはたは製造事業者製造事業者製造事業者製造事業者

（（（（担当担当担当担当））））
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　　　　プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック部品部品部品部品はははは ISO1043ISO1043ISO1043ISO1043第第第第 1111～～～～4444部部部部（（（（一致一致一致一致
　　　　規格規格規格規格 JISJISJISJIS　　　　K6899-1K6899-1K6899-1K6899-1～～～～4444））））のののの考慮考慮考慮考慮のもとでのもとでのもとでのもとで

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

　（　（　（　（25g25g25g25g未満未満未満未満またはまたはまたはまたは平平平平らららら面積面積面積面積がががが 200200200200ｍｍｍｍ㎡㎡㎡㎡未満未満未満未満のののの部部部部
　　　　品品品品またはまたはまたはまたは再使用再使用再使用再使用するするするするプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックはこのはこのはこのはこの限限限限りではりではりではりでは

　　　　ないないないない））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ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））））

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

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

　　　　いいいい

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　２２２２））））

トナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤ

（（（（担当担当担当担当））））

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１１１１１１１１））））

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　２２２２））））

トナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤ

（（（（担当担当担当担当））））

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

　　　　てててて添加添加添加添加していないしていないしていないしていない

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　２２２２））））

トナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤトナーサプライヤ

（（（（担当担当担当担当））））

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１２１２１２１２））））

　ａ：　　ａ：　　ａ：　　ａ：　EUEUEUEUのののの危険危険危険危険なななな物質物質物質物質のののの分類分類分類分類、、、、包装包装包装包装、、、、表示表示表示表示にににに関関関関
　　　　するするするする法律法律法律法律、、、、規制規制規制規制、、、、行政規定行政規定行政規定行政規定のののの近似化近似化近似化近似化にににに関関関関するするするする

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

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

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

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

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

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

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

あるあるあるある））））

　　　　Ｒ　　　　Ｒ　　　　Ｒ　　　　Ｒ48484848　　　　((((長期長期長期長期ばくばくばくばく露露露露によりによりによりにより重度重度重度重度のののの健康健康健康健康障害障害障害障害のののの

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるあるあるある））））

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

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

えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある））））

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　R64R64R64R64　（　（　（　（母乳母乳母乳母乳をををを介介介介してしてしてして乳児乳児乳児乳児にににに危害危害危害危害をををを与与与与えるえるえるえる可可可可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能性能性能性能性があるがあるがあるがある））））

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

　　　　のののの表示表示表示表示がががが義務付義務付義務付義務付けられているけられているけられているけられている物質物質物質物質
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　　　　bbbb：　：　：　：　IARCIARCIARCIARCのののの発発発発がんがんがんがん物質物質物質物質((((グループグループグループグループ１１１１・・・・２２２２AAAA・・・・２２２２B)B)B)B)
　　　　にににに分類分類分類分類されているされているされているされている物質物質物質物質（（（（カーボンブラックカーボンブラックカーボンブラックカーボンブラック除除除除くくくく））））

　　　　cccc：　：　：　：　EUEUEUEUのののの危険危険危険危険なななな物質物質物質物質のののの分類分類分類分類、、、、包装包装包装包装、、、、表示表示表示表示にににに関関関関
　　　　するするするする法律法律法律法律、、、、規制規制規制規制、、、、行政規定行政規定行政規定行政規定のののの近似化近似化近似化近似化にににに関関関関するするするする

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

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

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

　　　　dddd：　：　：　：　EUEUEUEUのののの危険危険危険危険なななな物質物質物質物質のののの分類分類分類分類、、、、包装包装包装包装、、、、表示表示表示表示にににに関関関関
　　　　するするするする法律法律法律法律、、、、規制規制規制規制、、、、行政規定行政規定行政規定行政規定のののの近似化近似化近似化近似化にににに関関関関するするするする

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

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

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

　　　　必要性必要性必要性必要性をををを生生生生じさせるじさせるじさせるじさせる物質物質物質物質

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１３１３１３１３））））

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

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

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１４１４１４１４））））

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

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

（（（（担当担当担当担当））））

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１５１５１５１５））））

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

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

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

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１６１６１６１６））））

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

　　　　テムテムテムテムがあるがあるがあるがある

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

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

たたたた証明書証明書証明書証明書

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１７１７１７１７））））

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

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

　　　　再使用再使用再使用再使用・・・・マテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクル率率率率がががが 50505050%%%%以上以上以上以上（（（（トトトト
　　　　ナーナーナーナー除除除除くくくく製品全体質量製品全体質量製品全体質量製品全体質量にににに対対対対してしてしてして））））であるであるであるである

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

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

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

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

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

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

明書明書明書明書

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１８１８１８１８））））

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

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

4-1-44-1-44-1-44-1-4
（（（（１９１９１９１９））））

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

　　　　のためののためののためののための表示表示表示表示にににに関関関関するするするするガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン」」」」にににに基基基基づいづいづいづい

たたたた表示表示表示表示をしているをしているをしているをしている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ
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4-1-44-1-44-1-44-1-4（（（（２２２２
００００））））

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

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

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

　　　　a.a.a.a.正正正正しいしいしいしい使用使用使用使用方法方法方法方法
　　　　b.b.b.b.無理無理無理無理にににに開開開開けてはならないことけてはならないことけてはならないことけてはならないこと

　　　　c.c.c.c.不適切不適切不適切不適切なななな取扱取扱取扱取扱のののの結果結果結果結果トナーダストトナーダストトナーダストトナーダストがががが

漏漏漏漏れれれれ出出出出したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、ダストダストダストダストのののの吸入吸入吸入吸入およびおよびおよびおよび皮膚皮膚皮膚皮膚

接触接触接触接触をををを避避避避けるべきことけるべきことけるべきことけるべきこと

　　　　d.d.d.d.トナートナートナートナーがががが服服服服やややや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目万一目万一目万一目やややや

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類のののの該当該当該当該当

部分部分部分部分

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（２１２１２１２１））））

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

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

　　　　らららら作作作作られているられているられているられている

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

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

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

　　　　満満満満たすたすたすたす

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（２２２２２２２２））））

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

　　　　4.0mg/h4.0mg/h4.0mg/h4.0mg/h をををを越越越越えないえないえないえない　（　（　（　（新試験新試験新試験新試験））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

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

    越越越越えないえないえないえない　（　（　（　（旧試験旧試験旧試験旧試験））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

測定方法測定方法測定方法測定方法・・・・実測値実測値実測値実測値

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

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

　　　　2.0mg/h2.0mg/h2.0mg/h2.0mg/h をををを越越越越えないえないえないえない　（　（　（　（新試験新試験新試験新試験））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

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

    越越越越えないえないえないえない　　　　    （（（（旧試験旧試験旧試験旧試験））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

測定方法測定方法測定方法測定方法・・・・実測値実測値実測値実測値

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

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

　　　　ンンンンのののの放散速度放散速度放散速度放散速度はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ 10mg/h10mg/h10mg/h10mg/h、、、、
　　　　1.0mg/h1.0mg/h1.0mg/h1.0mg/h、、、、0.05mg/h0.05mg/h0.05mg/h0.05mg/h をををを越越越越えないえないえないえない

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

    機器機器機器機器についてはについてはについてはについては 1.0mg/h1.0mg/h1.0mg/h1.0mg/h、、、、自立型機器自立型機器自立型機器自立型機器についてについてについてについて

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

　（　（　（　（新試験新試験新試験新試験））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

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

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

    をををを越越越越えないえないえないえない

    （（（（旧試験旧試験旧試験旧試験））））

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

測定方法測定方法測定方法測定方法・・・・実測値実測値実測値実測値

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

4-1-64-1-64-1-64-1-6
（（（（２６２６２６２６））））

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類のののの該当該当該当該当

部分部分部分部分
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4-1-64-1-64-1-64-1-6
（（（（２７２７２７２７））））

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

    喚起喚起喚起喚起、、、、換気換気換気換気のののの励行励行励行励行をををを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
（（（（２８２８２８２８））））

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

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

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

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

　　　　　　　　エコマークエコマークエコマークエコマーク認定番号認定番号認定番号認定番号：（　　　　　　　　　　　　：（　　　　　　　　　　　　：（　　　　　　　　　　　　：（　　　　　　　　　　　　　）　）　）　）

　　　　□□□□　　　　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

＊＊＊＊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

のののの場合場合場合場合にはにはにはには省略可能省略可能省略可能省略可能

製紙事業者製紙事業者製紙事業者製紙事業者

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-74-1-74-1-74-1-7
（（（（２９２９２９２９））））

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

　　　　がなされているがなされているがなされているがなされている

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

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類のののの該当該当該当該当

部分部分部分部分

4-1-14-1-14-1-14-1-1
（（（（３０３０３０３０））））

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

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

　　　　となっているとなっているとなっているとなっている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

4-1-74-1-74-1-74-1-7
（（（（３１３１３１３１））））

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

　　　　後後後後 7777年以上年以上年以上年以上であるであるであるである

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

製品添付書類製品添付書類製品添付書類製品添付書類のののの該当該当該当該当

部分部分部分部分

4-1-84-1-84-1-84-1-8
（（（（３２３２３２３２））））

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

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

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

　　　　しているしているしているしている

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

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

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

内容内容内容内容））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

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

　　　　物物物物をををを処方構成成分処方構成成分処方構成成分処方構成成分としてとしてとしてとして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

4-1-94-1-94-1-94-1-9
（（（（３３３３３３３３））））

　　　　　　　　　　　　カドミウムカドミウムカドミウムカドミウム・・・・カドミウムカドミウムカドミウムカドミウム化合物化合物化合物化合物のののの添加添加添加添加

　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　セレンセレンセレンセレン・・・・セレンセレンセレンセレン化合物化合物化合物化合物のののの添加添加添加添加

　　　　□□□□有有有有／／／／□□□□無無無無

　　　　□□□□有有有有／／／／□□□□無無無無

　　　　□□□□有有有有／／／／□□□□無無無無

　　　　□□□□有有有有／／／／□□□□無無無無

4-1-94-1-94-1-94-1-9
（（（（３４３４３４３４））））

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

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

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

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

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

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

　　　　別表別表別表別表 5555にににに掲掲掲掲げるげるげるげる特定特定特定特定フロンフロンフロンフロン(CFC5(CFC5(CFC5(CFC5種種種種））））・・・・
　　　　そのそのそのその他他他他ＣＦＣＣＦＣＣＦＣＣＦＣ・・・・四塩化炭素四塩化炭素四塩化炭素四塩化炭素・・・・トリクロロエタントリクロロエタントリクロロエタントリクロロエタン・・・・代替代替代替代替

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

証明書証明書証明書証明書

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　６６６６））））

包装包装包装包装にににに使用使用使用使用されされされされ

るるるるプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック材材材材

料製造事業者料製造事業者料製造事業者料製造事業者

（（（（担当担当担当担当））））

またはまたはまたはまたは

製品組立工場製品組立工場製品組立工場製品組立工場のののの

責任者責任者責任者責任者（（（（工場長工場長工場長工場長））））

包装材包装材包装材包装材リストリストリストリスト

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

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

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

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

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

　　　　ないないないない

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ
およびおよびおよびおよび
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証明書証明書証明書証明書

（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　８８８８））））

包装材製造事業包装材製造事業包装材製造事業包装材製造事業

者者者者（（（（担当担当担当担当））））またはまたはまたはまたは

製品組立工場製品組立工場製品組立工場製品組立工場のののの

責任者責任者責任者責任者（（（（工場長工場長工場長工場長））））

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

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

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

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

図図図図））））

申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））

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

　　　　にににに適合適合適合適合するするするする

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　　　　　大判複写機大判複写機大判複写機大判複写機

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　②②②②複合機複合機複合機複合機

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　　　　　大判複合機大判複合機大判複合機大判複合機

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

証明書証明書証明書証明書

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

複写速度複写速度複写速度複写速度 70707070枚枚枚枚////分以下分以下分以下分以下のののの製品製品製品製品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

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

　　　　基基基基づきづきづきづき、ＩＳＯ、ＩＳＯ、ＩＳＯ、ＩＳＯ9296(9296(9296(9296(一致規格一致規格一致規格一致規格ＪＩＳ　ＸＪＩＳ　ＸＪＩＳ　ＸＪＩＳ　Ｘ7778:2001)7778:2001)7778:2001)7778:2001)
　　　　のののの規定規定規定規定するするするする「「「「表示表示表示表示ＡＡＡＡ特性音響特性音響特性音響特性音響パワーレベルパワーレベルパワーレベルパワーレベル LLLLＷＡＷＡＷＡＷＡ
　　Ｄ　　Ｄ　　Ｄ　　Ｄ」」」」のののの値値値値がががが認定基準認定基準認定基準認定基準にににに示示示示すすすす式式式式をををを満足満足満足満足しししし、、、、7.5B7.5B7.5B7.5B をををを
　　　　超超超超えないえないえないえない

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

音響音響音響音響パワーレベルパワーレベルパワーレベルパワーレベル値値値値

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

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

複写速度複写速度複写速度複写速度 71717171枚枚枚枚////分以上分以上分以上分以上のののの製品製品製品製品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
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　　　　騒音騒音騒音騒音はははは、、、、ISO7779ISO7779ISO7779ISO7779（（（（一致規格一致規格一致規格一致規格 JISX7779:2001JISX7779:2001JISX7779:2001JISX7779:2001））））
　　　　にににに規定規定規定規定するするするする測定方法測定方法測定方法測定方法にににに従従従従いいいい得得得得られたられたられたられた実測値実測値実測値実測値にににに

　　　　基基基基づきづきづきづき、ＩＳＯ、ＩＳＯ、ＩＳＯ、ＩＳＯ9296(9296(9296(9296(一致規格一致規格一致規格一致規格ＪＩＳ　ＸＪＩＳ　ＸＪＩＳ　ＸＪＩＳ　Ｘ7778:2001)7778:2001)7778:2001)7778:2001)
　　　　のののの規定規定規定規定するするするする「「「「表示表示表示表示ＡＡＡＡ特性音響特性音響特性音響特性音響パワーレベルパワーレベルパワーレベルパワーレベル LLLLＷＡＷＡＷＡＷＡ
　　Ｄ　　Ｄ　　Ｄ　　Ｄ」」」」のののの値値値値をををを提出提出提出提出するするするする。。。。

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

音響音響音響音響パワーレベルパワーレベルパワーレベルパワーレベル値値値値

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

ＢＡＢＡＢＡＢＡのののの認定商品認定商品認定商品認定商品とととと同一同一同一同一のののの製品製品製品製品であであであでありりりり、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡのののの測定測定測定測定

方法方法方法方法によるによるによるによる試験結果試験結果試験結果試験結果のののの提出提出提出提出をををを希望希望希望希望するするするする。。。。

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

　　　　騒音騒音騒音騒音はははは、、、、RAL-UZ-62:2003RAL-UZ-62:2003RAL-UZ-62:2003RAL-UZ-62:2003のののの 3.2.23.2.23.2.23.2.2にににに規定規定規定規定するするするする
　　　　測定方法測定方法測定方法測定方法にににに従従従従いいいい得得得得られたられたられたられた実測値実測値実測値実測値にににに基基基基づきづきづきづき、ＩＳＯ、ＩＳＯ、ＩＳＯ、ＩＳＯ

　　　　9296(9296(9296(9296(一致規格一致規格一致規格一致規格ＪＩＳ　ＸＪＩＳ　ＸＪＩＳ　ＸＪＩＳ　Ｘ7778:2001)7778:2001)7778:2001)7778:2001)のののの規定規定規定規定するするするする
　　　　「「「「表示表示表示表示ＡＡＡＡ特性音響特性音響特性音響特性音響パワーレベルパワーレベルパワーレベルパワーレベル LLLLＷＡＤＷＡＤＷＡＤＷＡＤ」」」」のののの値値値値がががが認認認認

　　　　定基準定基準定基準定基準にににに示示示示すすすす式式式式をををを満足満足満足満足しししし、、、、7.5B7.5B7.5B7.5B をををを超超超超えないえないえないえない

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

音響音響音響音響パワーレベルパワーレベルパワーレベルパワーレベル値値値値

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

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

証明証明証明証明書書書書（（（（記入例記入例記入例記入例 11111111）））） 申込者申込者申込者申込者（（（（担当担当担当担当））））
4-1-134-1-134-1-134-1-13
（（（（４０４０４０４０））））

　　　　大判機大判機大判機大判機のためのためのためのため本項目本項目本項目本項目はははは適用外適用外適用外適用外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

　　　　□□□□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・・・・製本製本製本製本

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 70707070％％％％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

4-1-144-1-144-1-144-1-14
（（（（４４４４1111））））

　　　　□□□□取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書（（（（ユーザマニュアルユーザマニュアルユーザマニュアルユーザマニュアル））））をををを海外海外海外海外でででで

印刷印刷印刷印刷・・・・製本製本製本製本

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

使用使用使用使用できることできることできることできること

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

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

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

たはたはたはたは後付後付後付後付できることできることできることできること

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

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

　　　　機器機器機器機器はははは「「「「電気用品電気用品電気用品電気用品安全安全安全安全法法法法　　　　技術基準省令技術基準省令技術基準省令技術基準省令 1111 項項項項」」」」
またはまたはまたはまたは「「「「省令省令省令省令 2222 項項項項」（」（」（」（あるいはあるいはあるいはあるいは同等同等同等同等のののの技術基準技術基準技術基準技術基準））））

にににに適合適合適合適合するするするする

　　　　またはまたはまたはまたは

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ

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

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

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

　　　　□□□□　　　　いいえいいえいいえいいえ
適合確認届出書適合確認届出書適合確認届出書適合確認届出書などなどなどなど

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

責任者責任者責任者責任者（（（（工場長工場長工場長工場長））））

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

最終最終最終最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

（（（（担当担当担当担当））））

4-1-164-1-164-1-164-1-16
（（（（４５４５４５４５））））

　　　　最終製造段階最終製造段階最終製造段階最終製造段階・・・・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最最最最

　　　　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

　　　　再使用部品再使用部品再使用部品再使用部品をををを

　　　　　　　　□□□□使用使用使用使用するするするする

　　　　　　　　□□□□使用使用使用使用しないしないしないしない証明書証明書証明書証明書（（（（記入例記入例記入例記入例　　　　１３１３１３１３））））

再使用部品再使用部品再使用部品再使用部品のののの洗洗洗洗

浄事業所浄事業所浄事業所浄事業所のののの責任責任責任責任

者者者者（（（（工場長工場長工場長工場長））））

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

　　　　製造製造製造製造にあたりにあたりにあたりにあたり関連関連関連関連するするするする環境法規環境法規環境法規環境法規・・・・公害公害公害公害防止防止防止防止協定協定協定協定

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

　　　　□□□□　　　　はいはいはいはい

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

製品組立工場製品組立工場製品組立工場製品組立工場のののの

工場長工場長工場長工場長
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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：
                                               企業名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　　　印

　　　
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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記 入 例 2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

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

トナーに含まれる有害物質について、下表のとおり証明します。
分類 物質 含有有無

重金属

カドミウム、カドミウム化合物
鉛、鉛化合物
水銀、水銀化合物
六価クロム、六価クロム化合物

有／無

分解によって生成してはならないアミンリスト

アゾ
着色剤

4-アミノジフェニル
ベンジジン
4-クロロ-o-トルイジン
2-ナフチルアミン
o-アミノアゾトルエン
2-アミノ-4-ニトロトルエン
p-クロロアニリン
2,4-ジアミノアニソール
4,4’-ジアミノジフェニルメタン
3,3’-ジクロロベンジジン
3,3’-ジメトキシベンジジン

3,3’-ジメチルベンジジン
3,3’-ジメチル-4,4’-ジアミノジフェニルメタン
p-クレシジン
4,4’-メチレン-ビス-（2-クロロアニリン）
4,4’-オキシジアニリン
4,4’-チオジアニリン
o-トルイジン
2,4-トルイレンジアミン
2,4,5-トリメチルアニリン
o-アニシジン
4-アミノアゾベンゼン

有／無

EC理事会指令 67/548/EEC の付属書Ⅰにより以下の表示が義務付けられている物質
R26（吸入すると強毒性）　　　　　　　R27（皮膚接触すると強毒性）R40（発がん性の限定的
な証拠がある）　R42 吸入すると感作性の可能性がある
R45（発がん性がある）　　　R46（遺伝的な障害を引き起こす可能性がある）
R48(長期ばく露により重度の健康障害の危険性)　　　R49（吸入すると発がん性がある）
R60（生殖能力に危害を与える可能性がある）　　　R61（胎児に危害を与える可能性がある）
R62（場合によっては生殖能力に危害を与える可能性がある）
R63（場合によっては胎児に危害を与える可能性がある）
R64（母乳を介して乳児に危害を与える可能性がある）
R68（不可逆的な危害の可能性がある）

有／無

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

EC 理事会指令 67/548/EEC の付属書Ⅱにより定められた、危険シンボルを製品全体として表示
する必要性を生じさせる物質 有／無

その他

EC理事会指令 67/548/EEC の付属書Ⅲにより定められた、R43（皮膚接触すると炎症を引き起こ
す可能性がある）を製品全体として表示する必要性を生じさせる物質 有／無
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　　　印

　　　

プラスチック材料リスト（トナーカートリッジ／トナー容器）

申込商品名：
　　　　　　　　　　　
申込商品に使用されているトナーカートリッジ／トナー容器のプラスチック製部品は、以下に示すように一つホ

モポリマまたはコポリマから作られている。

また、分離が容易でないラベル、マーキング、ステッカーなどは、それらが取り付けられる
部分と同一の材質であるか、あるいは VDI2243:1993　Part1,30/42（別表 2）１、２または３
の適合性を満たしている。

部品名 プラスチック製造者 プラスチック製品名 材質名
（例）筐体 （例）株式会社エコマーク （例）　ECO-ABS　　E1000

ラベル・マーキング・ステッカーなどについて
（該当する方に○を付してください。）
分離が容易でないラベル、マーキング、ステッカーなどは
貼付部分と同一材質である、もしくは VDI2243を満たす

同一である／同一ではない
（満たす／満たさない）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記入例 4
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日付：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　　　印

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

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

基準値 実測値 適合可否

  粉塵の放散 ＜０．０７５ｍｇ／m3   　　　　ｍｇ／m3

  オゾンの放散 ＜０．０２  ｍｇ／m3   　　　　ｍｇ／m3

  スチレンの放散 ＜０．０７  ｍｇ／m3   　　　　ｍｇ／m3

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

基準値 実測値 適合可否

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

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

＊１：卓上型機器、  ＊２：自立型機器

２．騒音

CPM CPMごとの上限 LWAD
算出結果（B）

適合可否

複写機 ≦0.03CPM+5.9かつ<7.5B   　　　　
複合機・拡張性のある
デジタル複写機

≦0.035CPM+5.9かつ<7.5B   　　　　

71CPM以上の高速機
(参考値として提出)

以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                  

記入例 5
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    日付：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者役職名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（製品組立工場発行の場合は工場長であること）

適合証明書
申請商品ブランド名：

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

トリクロロフルオロメタン クロロトリフルオロエタン

ジクロロジフルオロメタン ジクロロフルオロエタン

トリクロロトリフルオロエタン クロロジフルオロエタン

ジクロロテトラフルオロエタン クロロフルオロエタン

特定フロン
（CFC5種）

クロロペンタフルオロエタン ヘキサクロロフルオロプロパン

クロロトリフルオロメタン ペンタクロロジフルオロプロパン

ペンタクロロフルオロエタン テトラクロロトリフルオロプロパン

テトラクロロジフルオロエタン トリクロロテトラフルオロプロパン

ヘプタクロロフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン

ヘキサクロロジフルオロプロパン クロロヘキサフルオロプロパン

ペンタクロロトリフルオロプロパン ペンタクロロフルオロプロパン

テトラクロロテトラフルオロプロパン テトラクロロジフルオロプロパン

トリクロロペンタフルオロプロパン トリクロロトリフルオロプロパン

ジクロロヘキサフルオロプロパン ジクロロテトラフルオロプロパン

その他の
CFC

クロロヘプタフルオロプロパン クロロペンタフルオロプロパン

四塩化炭素 テトラクロロフルオロプロパン

1,1,1-トリクロロエタン トリクロロジフルオロプロパン

ジクロロフルオロメタン ジクロロトリフルオロプロパン

クロロジフルオロメタン クロロテトラフルオロプロパン

クロロフルオロメタン トリクロロフルオロプロパン

テトラクロロフルオロエタン ジクロロジフルオロプロパン

トリクロロジフルオロエタン クロロトリフルオロプロパン

ジクロロトリフルオロエタン ジクロロフルオロプロパン

クロロテトラフルオロエタン クロロジフルオロプロパン

トリクロロフルオロエタン

代替フロン
（HCFC）

クロロフルオロプロパン

代替フロン
（HCFC）

ジクロロジフルオロエタン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記入例　6



65

日付：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　　印

　　　

包装材リスト（ハロゲン添加）

申請商品ブランド名：
製品の包装に使用しているプラスチック材料について、以下の通り証明します。

包装材名 包装材製造者
ハロゲン系ポ
リマの添加

有機ハロゲン化合
物の添加

包装材製造者の
証明書添付

例：緩衝材 A 例：㈱エコマーク 　無し 　無し 　　無し

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記入例 7
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日付：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      発行者名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者役職名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（製品組立工場発行の場合は工場長であること）

　　　

適合証明書

申請商品ブランド名：
包装材名：

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

記

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

以上

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

・包装材製造事業者様ご発行の場合には、貴社包装材名を列記してください。

記入例 8
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日付：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

適合証明書（基準エネルギー消費効率・低電力消費・両面コピー）

申込型式（機種）名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

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

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

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

の複写枚数ＣＰＭ) Ａ４機 Ｂ４機 Ａ３機 Ａ３Ｙ機
　　～１０ 　１１ ― ― ―
１１～２０   １７ ― 　５５ ―
２１～３０ ― ― 　９９ ―
３１～４０ ― ― １２５ ―
４１～５０ ― ― １７６ ―
５１～６０ ― ― ２０５ ―
６１～７０ ― ― ２５７ ―
７１～８０ ― ―  ２８６ ―

基準値

８１～８５ ― ―  ３６９  ４８３

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

＊ 上記の別表7において、該当する基準値が「―」である場合には実測値欄への記載は不要で
す。上記の別表7への該当／非該当にかかわらず、型式（機種）の実測値を次ページの表中
に記載してください。

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

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

(CPM:1分当たり
の複写枚数)

低電力モード
消費電力

低電力ﾓー ﾄ゙
への

移行時間

低電力ﾓー ﾄ゙
からの
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモード
への
移行時間

実測値    　　　CPM 　　　　　　　Ｗ 　　　　分 　　　　　 秒 　　　Ｗ 　　　分

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

(IPM:1分当たり
の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モードか
らの復帰時間

スリープモード
消費電力

スリープモード
への移行時間

実測値 　　　　　　IPM 　　　　　 W 　　　　　　秒 　　  Ｗ 　　　　分

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

画像再生速度
(IPM:1分当たり
の出力枚数)

低電力モード
消費電力

低電力モード
か ら の
復帰時間

オフモード
消費電力

オフモードへ
の

移行時間

実測値 　　　　　IPM 　　　　　　Ｗ 　　　　　秒   　　Ｗ 　　　　分

別表６、８～１２に関する備考

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

合は、オフモード又はスリープモードを備える必要はない。

別表９～１２に関する備考
　１．低電力モードへの移行時間は 15分以下にセットして出荷すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記入例 11(2/2)
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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　13
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　　　　　　　　　　　　　日付：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業名：　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行者役職名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工場長であること）

　　　

適合証明書

申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 14



　　　　　記入表A 日付：
企業名：

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

申請商品ブランド名：

No. 部品名称
プラスチック
製造者 プラスチック製品名 材質名

ハロゲ
ンポリマ
の含有

有機ハロ
ゲン化合
物の添加

難燃剤
の添加 難燃剤成分の名称

難燃剤の
CAS　No.

難燃剤のISOコー
ド

認定基準
(7)規制物
質の添加

適用除外の理
由（下記①～④
より選択）

例示例：筐体 例：〇〇㈱ 例：〇〇ABS　E100 無し 無し 無し 非該当 非該当 非該当 有り ③
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

適用除外の要件： ■認定基準(5)のaにより除外される
　①プラスチック材料の物性改善のために使用される有機フッ素系添加剤（ただし含有量は0.5重量%を越えていない）
　②PTFEなどのフッ素化プラスチックである
　③加熱および定着ユニットの直接の近傍に組み込まれるプラスチック製部品
　④認定基準（8）に基づきマーキングのなされた再使用大型プラスチック部品である
■認定基準(5)のbにより除外される（※付表1(証明)の1および2に該当する証明書類の提出が別途必要です。）
　⑤付表１(基準)の1かつ2を満たす
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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：

実現されなくてはならない項目

実現されることが望ましい項目

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

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

少なくとも1つの電気・電子部品を含むアッセンブリ。

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

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

対象の定義

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

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

別表1 4-1-1(1)機器本体の3R設計

機器本体機器本体機器本体機器本体のののの3333RRRR設計設計設計設計にににに関関関関するするするするチェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト案案案案
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付表付表付表付表1111　　　　分離分離分離分離してしてしてして処理処理処理処理すべきすべきすべきすべき物質物質物質物質、、、、調剤調剤調剤調剤およびおよびおよびおよび部品部品部品部品

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

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

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

1
相互に適合性を有さない材料でできたサブアッセンブリ同士は分離可能か
または分離補助部付きで結合されているか。

筐体部品、シャシ、電気・電子
サブアッセンブリ

はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

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

機器全体 はい　/　いいえ 部品探索の容易化

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

結合解除の容易化

4 分解工具のために必要な掴み点および作業空間が考慮されているか。 すべてのサブアッセンブリ はい　/　いいえ
『掴み点』とは、結合要素に工具により力を伝えるべき箇
所を指す。

結合解除の容易化

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

筐体部品、シャシ、電気・電子
サブアッセンブリ

はい　/　いいえ 結合解除の容易化

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

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

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

筐体部品 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

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

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

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

再利用・リサイクルの促進

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

筐体部品 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

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

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

再利用・リサイクルの促進

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

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

再利用・リサイクルの促進

14

プラスチック部品への多臭化ビフェニール（ＰＢＢ）、多臭化ジフェニルエー
テル（ＰＢＤＥ）および塩化パラフィン（鎖状炭素数が１０～１３で含有塩素濃
度が５０％以上）の添加を完全に回避しているか。ただし、技術的に不可避
な不純物については問わない。

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

安全性・環境負荷低減の実
現

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

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

安全性・環境負荷低減の実
現

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

な部分の面積が200mm
2
未満の部品を除く。

機器全体 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

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

はい　/　いいえ

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

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

構造と結合技術

材料の選択およびマーキング



18

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

機器全体 はい　/　いいえ 部品共通化

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

機器全体 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

分類 No. 要求 対象 実現 解説 ねらい

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

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

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

筐体部品 はい　/　いいえ 結合解除の容易化

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

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

再利用・リサイクルの促進

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

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

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

材料の選択およびマーキング

長期使用化

構造と結合技術



項目

サブアッセンブリ

筺体部品

電気・電子サブアッ
センブリー

機械部品

カテゴリ分類

Must 項目

Should　項目

3R設計適合性

申請者：
機器の型式名称：
消耗品：

実現されなくてはならない項目

実現されることが望ましい項目

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

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

少なくとも1つの電気・電子部品を含むアッセンブリ。

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

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

対象の定義

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

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

別表4 4-1-4(15)消耗品の3R設計

消耗品消耗品消耗品消耗品のののの3333RRRR設計設計設計設計にににに関関関関するするするするチェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト
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分類 要求 対象 実現 解説 ねらい

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

筺体部品、ただし
全体の重量> 10g

はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

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

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

再利用・リサイクルの促進

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

筐体部品 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

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

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

再利用・リサイクルの促進

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

筐体部品 はい　/　いいえ

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

再利用・リサイクルの促進

6

プラスチック部品への多臭化ビフェニール（ＰＢＢ）、多臭化ジフェニル
エーテル（ＰＢＤＥ）および塩化パラフィン（鎖状炭素数が１０～１３で含
有塩素濃度が５０％以上）の添加を完全に回避しているか。ただし、技
術的に不可避な不純物については問わない。

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

安全性・環境負荷低減の実現

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

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

安全性・環境負荷低減の実現

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

の部品または平らな部分の面積が200mm
2
未満の部品を除く。

機器全体 はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

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

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

全ての機器 はい　/　いいえ 情報提供

分類 要求 対象 実現 解説 ねらい

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

筐体部品,機械部品≧25g はい　/　いいえ 再利用・リサイクルの促進

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

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

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

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

材料の選択およびマーキング

長期使用化

長期使用化

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

ＳｈｏｕｌｄＳｈｏｕｌｄＳｈｏｕｌｄＳｈｏｕｌｄ項目項目項目項目（（（（実現実現実現実現がががが望望望望ましいましいましいましい項目項目項目項目））））
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意見箇所 意見内容 回答

1 2用語の定義
再資源化率

再使用・マテリアルリサイクル率および再資源化率の定義について、No132｢トナーカートリッジ
Version1.0｣と整合をはかるべき

　ご意見のとおり、No132｢トナーカートリッジVersion1.0｣と統一し
ました。

2

4-1-2　プラスチッ
ク材料に関する要
求（再生材料の使
用割合規定につ
いて）

　一定量以上の再生プラスチックの使用を義務付ける基準を設定するべきである。具体的には、
製品のプラスチック部品合計のうち、質量で10％以上の再生プラスチック部品を使用しているこ
と、さらに、それらの再生プラスチック部品中の再生材料(市場で使用されたプラスチック)の割合
は、質量で10％以上であること。
　樹脂グレードを限定して回収した材料からの再生プラスチックに関しては、現在は30％の回収材
を利用した難燃ＰＳ樹脂および難燃ＡＢＳ樹脂が流通している。再生プラスチック部品中の再生材
料(市場で使用されたプラスチック)の割合を10％とした理由は、30％とすると早くから準備してい
た特定の企業しか活用できないが、10％とすることにより複数の回収材による再生プラスチックグ
レードも活用可能になり、自らの製品の回収材利用が困難な企業においても活用が可能になる。
複写機は、他の商品と比較して回収が容易であり、また大型のブラスチック部品を有する製品であ
り、プラスチックのマテリアルリサイクルが促進されるようにするべきである。基準を設けることによ
り、市場でのプラスチックマテリアルリサイクルが進み環境負荷低減が図れる。
　プラスチック製造時のエネルギー使用も考慮すると、資源とエネルギーの削減は大きく、再生プ
ラスチックの使用割合を規定することは有効である。再生プラスチックの使用率規定に反対する企
業への妥協措置として、｢再生プラスチックを使用できない場合は臭素系難燃剤を禁止する｣こと
や、また一定期間の猶予措置もあってもよい。

3

機器群ごとにリサイクル率やリカバリ－率が設定（そう高くはないが）ＷＥＥＥ指令で設定された。こ
うしたことを受けて、実際のリサイクル率を規定することは難しいと思われるが、複写機のリユ－ス、
リサイクル計画（各社）を出すことにより、将来の“ＰＤＣＡ”への道筋等をつけるべきではないか？
この際に必ずしもマテリアルリサイクルにこだわる必要はないと思うが、何らかの各社の方針は明
示すべきではないか。市場の再生樹脂再利用、あるいは自社品回収からの再利用であれ、そのこ
とを評価する仕組みはエコラベルとして組み込むべきではないか。

　ご意見のとおり、複写機においてプラスチック部品の自己循環を
促進することは、環境負荷低減に大きく寄与する取り組みであると
評価できます。そこで、プラスチック製筐体部品について、4-1-
2(5)のハロゲン系の難燃剤禁止要件について除外規定を設定し
ました。
　除外規定の要件の一つとして、臭素系難燃剤を含むプラスチッ
ク製筐体部品には、回収材を15％（2007年7月31日までは3％）
使用していることとしました。最大限、回収材を投入していただくた
めに、該当する筐体プラスチック部品中、再生プラスチックを使用
した部品の割合や、それらの回収材の投入割合については、事業
者が自由度を持つものとしました。ご意見では、10％×10％＝1％
の回収材を投入するという提案でしたが、さらに高い目標を設置し
ました。
　一方、資源循環を一層促していく観点から、筐体プラスチック製
部品に臭素系難燃剤を使用しない製品にあっても、同様に回収
材の投入を促進していくべきであると検討されました。現段階では
市場の状況を勘案の上、それらに回収材の規定を定めることは困
難と判断しましたが、事業者の取組を注視し、将来の目標として今
後も検討していきます。
　WGでは、資源循環の促進と、化学物質のもたらしうるリスクをい
かに管理し低減していくかということについて、指標が異なり比較
が困難である複数の項目を検討し判断しました。検討された内容
については、解説のA-1およびE-8に詳述しましたのでご参照下さ
い。
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4

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

臭素系難燃剤(PBB,PBDE除く）の使用の禁止の項目の削除
(意見1）
　Ｎｏ1で示したプラスチックのリサイクルには臭素系難燃剤は有用であるため、この禁止は環境配
慮への阻害要因となる。現在、難燃樹脂において30％以上の回収材料を用いることが可能なもの
はＰＳ樹脂とＡＢＳ樹脂であり、これらの樹脂の難燃剤としては臭素系難燃剤が不可欠である。プラ
スチックのマテリアルリサイクルに有用な材料を、不明確なリスク回避の考え方で禁止し、企業の有
効な環境配慮設計の選択肢を狭めるべきではない。特定の物質を禁止する場合には、その代替
物質による環境影響の増大の可能性に関して明確にしてから禁止するべきである。臭素系難燃剤
（PBB,PBDEを除く）は管理されない焼却時のみがリスクの可能性があるものであり、使用中の
ユーザや廃棄後の土壌への流出による大きな環境影響はない。唯一管理されない焼却時のリスク
が懸念されているが、複写機は他の商品群と比較して回収率が高く、また製造者に戻らない場合
であっても大型のプラスチック部品が管理されない焼却にまわされる可能性はほとんど考えられな
い。管理されない焼却にまわされる可能性は、むしろ内部に使用される小型部品の方が高い。そ
の焼却時の環境リスクに関しても最近のリスク評価ではリスクは低いとされている。一方、代替物質
のリン系難燃剤に関しては、完全なリスク評価報告はなく、ユーザの使用時の気散が憂慮される報
告も見られる。経済産業省が設置したリサイクルリスク委員会で検討された、管理すべき有害物質
のリストでは、臭素系難燃剤（ＰＢＢ，ＰＢＤＥを除く）は対象とする必要がなく、リン酸エステルは管
理すべきリストに掲載されている。

5

（意見2）
臭素系難燃剤の使用により、複写機のライフサイクルに亘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出るために、プラスチックの物性低下が少なく、成形
が容易になりロスも少なくなる。樹脂の選択幅が広がり、複写機のような複雑な構造でも成形しや
すくなる。さらに、臭素系難燃剤の使用により、プラスチックをアロイにしなくても単一樹脂で目的の
性能を得ることができリサイクルの観点からも優れる。一部の臭素系難燃剤はリスクアセスメントが
進んでおり、発がん性、変異原性、生殖毒性等の評価が済んでいる。臭素系難燃剤を一律に排
除しては、環境、人への健康、省資源、樹脂の選択性の制約、性能面などからも問題が生じるで
あろうし、科学的にも納得されるものではない。

　No2.3への回答同様、資源循環の促進と、リスクをもたらす可能
性のある化学物質の使用について、リスクについて、またそのリス
クをいかに管理し低減していくかということについて、多様な取組
を認める視点を持って検討し、判断しました。その結果として、除
外規定の設置にいたり、要件の一つとして、該当する機器を80％
以上回収し、回収された該当プラスチック部品を回収した企業の
責任の下で、95％以上マテリアルリサイクルされていること（オープ
ンリサイクルも含む）としました。
　一方、内部の小型部品については、発火、発熱部位など、機器
の安全上、技術的にも代替困難な部品も存在します。それらにつ
いて、代替している事例があるものの、技術的困難性があること
や、また質量の面から大きなインパクトではないことを考慮の上、
現在は規制の設定には至っておりません。代替が技術的に可能
な部品も含め、筐体以外のプラスチック部品についてもリスクのイ
ンパクトやそのリスクの低減効果および今後の事業者の動向を注
視していくものとします。
　さらに、リン系の難燃剤について、解説公開案にも既に記述の通
り、人や環境へのリスクは比較して低いと考えられるものの、使用
中の揮発について、個別の物質ごとのリスク評価や、SVOC・
POMなどの放散の測定方法について観察していく必要があると
考えられます。
　解説E-8の記述をご参照下さい。
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6

（意見3）
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Ｐ
ＢＤＥ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，ＰＢＤ
Ｅ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。

7

(意見4）
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。
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(意見5）
複写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、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。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。

9

(意見6）
焼却（多分ダイオキシン類の発生の可能性を想定しているのであろうが）による影響とは、ダイオキ
シン類の発生＝ハロゲン系原料または添加物の存在という９０年代的認識であり、現在では、燃焼
条件により、いかなる可能性もあり、世界的に、燃焼・熱溶融の場合は効果の実証されている一定
の燃焼条件のみで許されているとの認識がない。　ハロゲン系原料は、可能性はあるがダイオキシ
ン類の発生はコントロ－ルできるとの前提で、将来のマテリアルやケミカルリサイクル等へのリサイク
ル・リカバリ－の材料種別ごとの容易性検討などがなされているにもかかわらず、単にハロゲン系
原料・添加物を排除するための、現状を認識ないしは記述となっている。また、ハザ－ドをいうのみ
で、リスクについては何も語っていない。
さらに、ダイオキシン類対策特別措置法の付属第２条についてふれているのみで、その実際の計
測の結果がどのような調査結果などになっているかなどについて考察されておらず、著しく問題な
のか？　許容の範囲なのか等の踏み込んだ判断がされていないように思える。　また、リスクはゼロ
でなければならないのであろうか？　リスクゼロを目標とするのであれば、現在の科学的なリスクア
セスメントはすべて否定され、日本でもさまざまな物質に対して設定されている「環境基準」は全く
無意味なものとなる。　閾値やマ－ジンを認めないのは、ある側面（観点）からのみ「反対のための
反対をする」ある種のグリ－ン（環境）団体と同じ立場に環境ラベル（当然、安全やバランスを配慮
する）が立脚していることにならないであろうか？

10

（意見7）
環境安全性問題で世界をリードしている欧州でさえも全面禁止提案は欧州委員会で否定されて
いる。その状況下でエコマークとは言え、何故日本が先行基準化しようとするのか？その科学定量
的な根拠を明確にすべきである。今回の公開案では根拠が薄弱で、客観性に欠ける。
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（意見8）
電気・電子機器の軽量化、デザインの自由性・コスト低減にプラスチックは不可欠なものである。
しかしながら樹脂そのものは、耐火性や難燃性能が、（火災等の）安全基準に比較して十分でな
いことは承知のとおりである。このために各種の難燃剤が必要とされる。　安全が確認済、確認され
つつある難燃剤まで排除する理由は何なのか？ドイツダイオキシン政令は、特定の樹脂や難燃剤
を否定したものではないことに留意する必要がある。
ＥＵリスクアセスメントやＲＥＡＣＨまた噂されている日本版ＲＥＡＣＨの結果、経過を踏まえながら、
機器に使用できる「樹脂+難燃剤」の組み合わせ、また経済的かつ資源節約型のリサイクル・リカ
バリ－の可能性等との総合的な判断基準を各方面と合意をしながら構築すべきであり、単に現欧
州エコラベルとの相互認証の容易化のためだけに、今回提案されているような改定をすべきでは
ないと思う。ＥＵには、｢予防原則」に関する定義があるが、重要な用件の一つに、物質の判断基
準に「差別」があってはならない、また「新しい科学的判断に照らして問題はないか？」との規定が
ある。

12
4-1-2(6)筐体プラ
部品難燃剤の

CASNo

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。

13

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、三
酸化アンチモンに
ついて）

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２
Ｂ）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。

「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、複写機
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
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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

15

(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)

16

（意見4）
臭素系難燃剤（ＰＢＢ、ＰＢＤＥを除く）と共に使用される難燃助剤としての三酸化アンチモンの有用
性は臭素系難燃剤（ＰＢＢ、ＰＢＤＥを除く）と同様である。ＥＵの理事会指令の発ガン性のカテゴ
リー３には属すが、カテゴリー３はヒトに対する発ガン性を示すデータはなく、ラットでの試験結果か
らあげられていますが、微粒子上で吸入し、肺への影響を示されたものであり、プラスチックに含有
する状態での有害性はなく、ユーザの使用時はもちろんのこと、焼却や埋め立てによる環境リスク
も報告されていない。カテゴリー３にリストアップされている物質には一般に使用されているものも
含まれている。

減 能 確認 、 化学物質 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、臭素系難燃剤
を使用する場合、助剤として必須であることから、臭素系難燃剤使
用にあたっての条件を満たす場合は、使用を認めることとしまし
た。WG議論の経緯は、解説E-8（6）に詳述しておりますので、ご
参照ください。
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4-1-3(9）電池、4-
1-4(10）トナー、4-
1-9(33）感光体に
おける
化学物質の規制
の項目の表記につ
いて

4-1‐3(9）電池、4-1‐4(10）トナー、4-1‐9（33）等のところで、いわゆる規制対象重金属についての
取り扱いが規定されているが、その表現において、「・・・を含まないこと。ただし、技術的に不可避
の不純物を除く。」「処方構成成分として････を添加していないこと。」「・・・を処方構成成分として
含まないこと。」等、まちまちであり、また、p31（３）では、「RoHS指令は、幅広くこれらの使用、含
有を制限するものである」が、「RoHS指令自体、適用除外規定や閾値等未確定事項が少なくな
いことから、現時点で基準項目とすることは困難である。」「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。」としているが、更に続けて、（４）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ない。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、・・」等とされていることを踏まえ、規制対象重金属についての取り扱い趣旨を明確にし、表現を
統一することで、誤解や混乱を招かないようにすべきである。従って、規制対象物質に関する全て
の事項の表現を「規制対象物質・・・が処方構成成分として意図的に添加されていないこと。」と明
記すべきである。

　ご意見を基に表現について修正しました。処方構成成分につい
ては、3.用語の定義において定義していることから、基準の表記と
しては、「規制対象物質を処方構成成分として添加していないこ
と」に統一をはかりました。

18 4-1-4(12)トナーの
有害物質規制

R48も入れるべき。（ブルーエンジェルとの整合） 　ご意見を基に修正しました。

19 4-1-4(13)トナー
Ames試験

＜No132｢トナーカートリッジVersion1.0｣への意見＞
Ames試験はOECDのガイドラインに則って行わなければならないのか？

　No132｢トナーカートリッジVersion1.0｣と表記を統一しました。

20
4-1-4(17)回収した
TCの再使用・マテ
リアルリサイクル率
の緩和

＜No132｢トナーカートリッジVersion1.0｣への意見＞
　リサイクル率を75％から50％に修正するべきです。一社を除き、60%程度が実績値であるという
報告が各社から出された。この算出においては、処理内容の細かい精査を行った結果のぎりぎり
の値である。製品回収量などから実績値は年毎にばらつくため、今後数年間に渡り現状をベース
として60%を保証することは困難である。　また、商品ごとに算出するのは困難であることから、会
社のシステム全体として共通の数字を提示することになるため、仮に年間ベースで算出して60%を
割り込むと、その年のカートリッジ商品が全てエコマークを取得できないことになってしまう。

　No132｢トナーカートリッジVersion1.0｣と統一しました。

21
4-１-5（23）～（25）
粉塵、オゾン、ＶＯ
Ｃなどの放散

旧試験方法の併用はいつまで必要か。終了期限について明確化できないか。 　基準案公開以降、日本においても試験可能な施設が設置される
などの新しい動きはありましたが、以下を考慮の上、現段階で併用
の終了期限を明確化することは困難と判断しました。
・ドイツで販売する製品と日本国内で販売する製品は全て同一で
はない。
・RALからの認定不要としても、日本国内では第三者試験機関で
試験施設の設置は計画されておらず、メーカによる自社試験設備
のみ。設置状況としてはまだ途上段階。
　建材、塗料、接着剤などの商品分野でもJIS A 1901などの測定
方法への対応が進んでおり、実環境に近い方法である新試験方
法への早い対処が望ましいと考えます。引き続き、今後の試験設
備設置の状況を見て、できるだけ早い時期に併用期間を終了する
ことを検討していきます。
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4-１-5（26）、（27)
物質エミッションの
情報提供

　物質エミッションについて、(26)：「エミッションに関する基準を満足すること」を、(27)：「適切な喚
起を励行するような情報を提供すること」を要求している。(27)については、「(26)の情報と同一の
箇所に記載すること」としているが、この部分を削除してほしい。
　理由は、(27)の内容は、「設置環境についての注意事項」として取扱説明書の中に記載している
が、エミッション測定がＯＫとなるのが発売間近というケースもあり(26)(27)を同一箇所に記載となる
と、取扱説明書に(26)を追加する変更が完了するまで少なくとも数ヶ月程度はエコマーク申請がで
きなくなる。また、このような印刷物はロットの関係で一度に発注されることが多く場合によっては、
エコマーク取得のために大量の在庫を廃棄しなくてはならないことになってしまう。 ⇒注）実測値
の記載を求めるものではなく、基準を満足することを記載するものです。

 現状では、(26)に要求される「物質エミッションに関する基準を満足する」のような注意文は「仕
様」欄に記載しているのが一般的と考える。従って、物質エミッションの基準の記載と必ずしも同じ
場所でなくても良いと判断し、「同一の箇所に記載する。」を削除してほしい。

　情報提供を離して掲載しても特段問題は無いと判断し、ご意見
のとおり修正しました。

23
4-1-12（39）騒音
測定方法および基
準値

　騒音の測定方法としてＢＡ準拠とする。しかし実測値は、BA(ISO7779からの逸脱あり)と
ISO7779では大差ないので、試験方法の効率化の点から現実的な対応策として ISO7779の測
定方法も認めるものとしてほしい。
　騒音クライテリアとしてBAMを採用した以上，その値が適用できるのは，BAMの測定方法である
と考える。　騒音クライテリアをBAMに合わせるのであれば，すべて合わせるべきである。ISO
7779の測定方法を採用するならば，本来，BAMとは異なるクライテリアにすべきであろう。しかし、
「BAMの複合機等の騒音測定方法と，ISO 7779による対応する測定方法との数値的な差異とし
て，どちらが大きく，どちらが小さいかは一概に言えないが，数値的には無視できる程度のもので
ある」（国際規格ISO 7779を担当するISOのＷＧ主査見解）。
（証明方法）以下のいずれかとする。
①ＢＡＭ方式の測定データの提出（ＲＡＬへの申請データで可）
②ＩＳＯ７７７９での測定データの提出（併用）
　数値的な差異が小さいにもかかわらず，BAMの騒音測定方法は，原稿をスキャン動作しなけれ
ばならず，このタイミングをとるために，多くの時間と労力を費やしている。なぜ，このような，一見無
駄なことをしているかといえば，BAM取得の申請条件である以上，これを確実に履行しなければ
ならないと，会員各社考えているからである。もしも，日本環境協会がISOとBAMの整合をUBAに
働きかける機会があるのであれば，是非，「数値的な差異は大してないので，測定の効率化の観
点から，ISO 7779による方法にBAMも合わせるようにしてほしい」旨，要望し、ＢＡＭ測定方法のＩ
ＳＯへの統一を働きかけ願いたい。

　ご意見を参考に修正しました。基本として、原案どおり、測定方
法はISO準拠、測定値については、BAの公式を準用することとし
ます。ただし、BAの認定商品にあっては、エコマーク取得のため
に改めてISO準拠の測定も実施するのはコスト負担が大きいことを
配慮し、BAに準拠した測定方法による試験結果も認めるものしま
した。
　BAに準拠した測定方法は、スキャン動作1回分を入れる点で
ISOから逸脱するものの、一般的に騒音は通紙の音で決まり、ス
キャン動作が極端にうるさい製品は現状ではほとんどなく、測定値
の相違は無視可能な程度と判断しました。これらのことから、測定
方法がISO準拠であって、測定値についてはBAの公式に準拠す
ることは妥当であると判断します。
　エコラベル全体の問題として、測定方法について国際的な規格
からの逸脱は、ユーザまたは環境に関する便益がないとすれば、
国際的整合性の観点から望ましくないと考えています。
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4-1-12（39）騒音
高速機の上限値
7.5Ｂ

　7.5Bを超えない、という上限値を廃止するか、あるいは現行基準通りに○○CPM以上の商品に
ついては基準値＜参考＞とするか、いずれかをご検討いただきたい。

　BAMと違い、エコマーク現行基準では71CPM以上の商品の騒音レベルは参考として扱われて
おり、そのために従来はエコマークが取得できる高速機は多かった。今回の改定で、従来エコマ
―クが取得できた領域の商品の多くが取得できなくなるのであれば、日本での高速機のビジネス
において新たなインパクトがある。エコマーク事務局で把握されている高速機の測定データを確認
され、その多くが今回の改定で不適合になるようであれば、是非左記の点をご検討いただきたい。
（注）旧ＢＡＭ基準では、対象範囲が７０ＣＰＭ以下が対象であり、高速機はＢＡＭの取得要件では
なかった。今後も７．５Ｂの上限のため高速機は実質的にＢＡＭの対象とならず、取得機種がなくと
も、特にドイツ市場でのインパクトは少ない。この点が日本を含め、各国のエコラベルと異なる点で
ある。

　ご意見を参考に、71CPM以上の高速機については、上限を撤
廃し、参考値としてLwadを提出することとしました。
　現状として、高速機のシェアがまだ極めて低いことから、今後の
データを蓄積していくこととします。現在、高速機でエコマークの認
定を受けている商品の中には上限7.5Bを超える製品もあるもの
の、中低速機の基準値を定める公式によって求められる値よりは
低く、騒音の低減努力が行われている様子が伺えます。しかし、サ
ンプル数が極めて少なく判断が困難です。一方、｢騒音障害防止
のためのガイドライン｣では、標識による明示、騒音低減への努力
が要求される騒音レベルを等価騒音レベル8.5B(A)としています。
ただし、等価騒音レベルは耳の特性を考慮した騒音レベルの時間
変動を平均したものであり、音響パワーレベルと単純に比較するこ
とはできず、この等価騒音レベルから、高速機におけるLwadの上
限値を導くことも困難と判断しました。

25
4-1-13（40）大判
機の両面コピー免
除

解説案に記載されているが、より明確化のために「大判機は除く」を基準本文に追加してほしい。 　ご意見を基に修正しました。

26
4-1-14(41)取扱説
明書（ユーザマ
ニュアル）印刷物
にかかわる基準

No.120「紙製の印刷物」の基準に適合することとあるが、インキ以外の取扱説明書(トナーで印刷
するもの)について対応を検討してほしい。注）現状では、トナー印刷は、｢紙製の印刷物｣の対象
外であり、基準に適合することはできない。

　ご意見に参考に修正しました。印刷物として主要な項目である、
①古紙パルプ配合率100％の用紙を使用すること、②リサイクルの
阻害とならない製本形態であること、③非塩素漂白パルプを使用
することの3点を要求することとします。ただし、海外で製造される
取説については、古紙パルプ配合率100％の用紙が入手困難な
状況を勘案し、①は免除とします。

27

4-1-14(42)④使用
後のＯＰＣキット/感
光体ドラムおよびト
ナー容器の回収な
どの情報

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については、不要である。回収に
かかわる情報のみとする。ユーザが必要とする情報は回収のみである。

　ご意見を基に修正しました。No.132｢トナーカートリッジ
Version1.0｣と統一しました。

28
4-1-14(42)⑥機器
の保守と清掃　必
要な対策と頻度

⑥では「ｵｿﾞﾝﾌｨﾙﾀ、ﾀﾞｽﾄﾌｨﾙﾀの交換など、機器の保守と清掃に関し必要な対策とその頻度」に
ついて、削除あるいは前半部分削除を要望する。ｵｿﾞﾝﾌｨﾙﾀ、ﾀﾞｽﾄﾌｨﾙﾀに関してはユーザが交換
や清掃を行わないものについて製品添付書類に記載しても意味がない。ＢＡでも「場合によっては
必要に応じて・・・」という表現になっており、メーカ判断に任されている。ＮＳではｵｿﾞﾝﾌｨﾙﾀ等の交
換頻度はサービスマニュアルに記載することとなっており、ユーザマニュアルの記載事項には含ま
れていない。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。

　ご意見を基に修正しました。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ました。
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29 4-1-14(42)⑧保障
履行の期限

製品添付書類への記載項目から、「保障履行の期限」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（スポット契約、コピーキット契約およびカウンターキット契約等）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。

　ご意見を基に修正しました。契約条件によって保障期間が様々
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ました。

31

（意見2）
第一に、エコマークの基準は、国際的な整合に基づくものであることを、第二に臭素系難燃剤につ
いての基準は、科学的知見に基づくべきものであることを要望する。デカBDEについては、EUに
おいて10年に及ぶリスクアセスメントの結果、 環境およびヒトへの安全リスクアセスメントについて、
主要なエンドポイントにおける、さらなる情報収集やリスク低減の方策は不要であると専門家によっ
て判断されている。電気・電子機器のユーザを火災から守る方策と環境への配慮は十分な均衡を
保つことが必須である。現状としてデカBDEが使用される機器において、デカBDEの難燃性能に
優る代替物質はないといえる。さらには、リサイクル性能においても優位性を持つものであり、TV
の材料として、デカBDEを使用したHIPSにおいては高リサイクル性を示す実証データも出てい
る

32 消耗品３Ｒチェック
リストＮｏ４

｢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すること｣については、実質上マテリアル
リサイクルが困難な用途にまでＭｕｓｔ項目とするのではなく、Ｓｈｏｕｌｄ項目とするべきである。トナー
の付着したトナー容器については実質上高い価値のマテリアルリサイクルを行うことは困難であ
る。さらに少量のため回収リサイクルが成り立たないことや、トナー容器のような場合は輸送負荷を
かけて回収リサイクルを行わないほうが良いことがある。そのような場合には必ずしも｢高い価値水
準でマテリアルリサイクル可能な材料｣を使用するのではなく、将来的に資源消費の点から有効に
なる可能性のある植物由来樹脂等の利用の余地を残したほうがよい。そのためにはＭｕｓｔではなく
Should項目にしておけばよいと考える。

　現時点では、Must項目のままとするのが妥当と判断し、原案ど
おりとします。植物由来のプラスチック、生分解性プラスチックの扱
いについては、今後エコマーク全体としても検討の予定があり、こ
うした議論の動向を見ていくものとします。トナー容器については、
ライフサイクルの短い消耗品の容器であることや、回収されなかっ
た場合、市場での再資源化があまり期待できないことなども考慮の
上、企業の回収努力(回収の経済価値を高めうるシステムの構築
なども含め）、ユーザの理解と協力、経済的・環境的価値の高い再
資源化などについても検討していく必要があると考えます。

30
機器本体3Rチェッ
クリストNo14　対
象：筐体部品、プリ
ント基板

デカBDE（デカブロモジフェニルエーテル）について、禁止項目から外すべきである。またはEU
RoHS指令において禁止から除外された場合にはエコマークでも除外を確約するべきである。
(意見1）
EUでは、リスクアセスメントを経てデカBDEのRoHS指令の禁止物質からの除外の提案が出てい
る。デカBDEを排除し続けて、難燃材料を減少させたり、またデカBDEに比較して、科学的データ
が少ない他の難燃剤の使用を支持するような環境理論は慎重に考慮するべきである。EUフラワー
のパソコンにおいては、RoHS指令にてデカBDEの禁止除外が決定されれば、デカBDEの禁止を
除外すると決めている。(注：原文では、shall take account of subsequiest adabptations and
amendments made to the Directive.) こうした対処がなければ、今後、難燃剤さらには化学物質が
リスクアセスメントに従って環境基準に適合するかの判断が難しくなる。

　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。エコマークでは、認定商
品に難燃剤としてPBB、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。
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33 その他　適合の証
明書類

証明方法の記入例(12-1)取説の環境法規遵守証明書、(12-2)自社規格品質管理証明書、(13)
CFC類の適合証明書、(14)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。

　ご意見を参考に修正しました。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、これらの証明書の発
効日の有効期限は、エコマーク申込の３ヶ月程度以前までのもの
とします。

34 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、(23)～(25）放散、(38)エネルギー消費、(39)騒音、(42）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、騒音、エミッションや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。

　ご意見を参考に修正しました。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。
既に、機器の電磁適合性について、｢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を締結しない｣旨を明記した念書を持って
可としています。今回、その措置を広げることとしました。

35 その他　マーク表
示

(意見1）
「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。

36

(意見2)
新基準においても現行基準のマークが使用できるようにしてほしい。理由は、（1）現行の方がBAと
同様のデザインであり国際的に優れている、（2）「リサイクル・省エネ設計」の表示にするならば、
現行の「省資源、省エネ、低廃棄物」の文言が円形のマークに付随した表示で十分である。

　ご意見を基に、｢3R・省エネ設計｣を採用することとしました。実際
に、機器および消耗品では、３R設計のチェックリストを認定基準と
して導入しています。公開案では、3Rはまだ一般に定着した言葉
ではないことなどから不採用としましたが、認知度や関心を深める
よう普及啓発する必要性も考慮の上、3Rを選定しました。
Version1.0 の表示については、認定基準もバーションアップして
いることから適切でなく、認められません。
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37
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基準案の説明会を
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
の過程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。

38
その他/解説案B-
8(難燃剤CASNo
の報告についての
検討について）

難燃剤には環境や人体に対して何らかの影響を有する可能性のある物質を使用されていることが
多い・・・・難燃剤には「何らかの影響を有する可能性」との記述で、有害性に関する定義がされて
おらず、ばくぜんとした記述となっている。
有害性の定義を最近の動向を踏まえて、判断して欲しいと思います。
その一助として、日本の改正化学物質審査規制法のスキ－ムは明確な指針を示していると思いま
す。 http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/mat04.pdf　他多数

　ご意見を参考に解説の記述を修正しました。難燃剤について
は、IPCSの環境保健クライテリア、ＥＵのリスクアセスメント、ドイツ
環境庁のリスクアセスメントなどを参照してＷＧにおいて検討を行
いました。これらのリスクアセスメントを検討の結果、複写機のライ
フステージを通じて、人や環境に何らかの影響を与える可能性が
あることを記述しました。



No.117｢複写機Version2.0｣公開案への意見と回答

39

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）

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。

40
（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。

41

(意見3）
確かに非ハロゲン化を要求するスウェ－デン政府の認識やＯＳＰＡＲ条約での目標は存在する
が、ＲｏＨＳ指令に見られるように欧州共同体条約－アムステルダム条約　第９５条(統一市場)及び
科学的リスクアセスメントをベ－スにするとの規定により、当初（１９９８年）のすべての臭素系難燃
剤の使用禁止から、ＰＢＢ及びPenta-BDE、Octa-BDEに関しては使用禁止が決定したが、
Deca-BDEのリスクアセスメントは問題なし、但し遅くとも２００５年２月のＴＡＣでの最終決議（特定
過半数）によりＲｏＨＳ指令からの適用除外の可否が決定される等の情報がインプットされていな
い。　またＯＳＰＡＲ条約も２００８年まで、臭素系難燃剤に関する判断は、リスクアセスメント終了ま
で判断を延期するとの声明を出している。　但し、一部のグリ－ン団体は、こうした科学的な、また
国際的な判断にゆだねることに反対し、政治的なタイミングを狙ったアッピ－ル活動をしている。
エコマークは、判断の基準を、こうしたさまざまな流れの中で、声高にアッピ－ルされる「世界的な
非ハロゲン化の方向性」にゆだねるのであろうか？　また、米国や中国での臭素系難燃剤規制も
発表されているが、ＲｏＨＳ指令にならったものであり、すべての臭素系難燃剤を一律に規制すると
の方向ではない。
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（意見4）
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.37への回答もご参照下さい。

　「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、複写機製造事業者からの意見・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、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。この点については、より具体的な背景を解説E-8に追記し
ました。No.37への回答もご参照下さい。
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（意見5）
ハロゲン・臭素系難燃剤の扱いについてエコマーク全体としての方針を検討すべきという意見に
対し、「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」とあるが、一律に規制するのが困難ということは、規制すべき根拠が薄弱であるというこ
とである。すなわち、一貫した態度がとれないのものについては、そもそも認定の項目とすべきで
は無いと考える。

　化学物質については、「物質単体」の有害性に加え、それを使用
する製品のライフサイクルにわたるリスクについて検討することが
適当であると考えます。例えば、包装材と複写機の筐体では、同じ
プラスチックという材料で同じ化合物が使用されているとしても、製
品としての寿命やライフサイクルにおいて考慮すべきエンドポイン
トおよびリスクが異なる可能性があります。また、同種の機器であっ
ても、回収・リサイクルのシステムの有無、商慣習が異なる場合もあ
り、それらは個別に検証する方が適切と思われます。要求される機
能上、必須であり、また環境的便益も大きいと考えられる場合、各
エンドポイントにおけるリスクについて検討を行い、管理方法による
リスクの低減が可能であるかも考慮の上、個別に判断していくもの
とします。

意見総数 43件
意見者数16


