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エコマーク商品類型 No.120「紙製の印刷物 Version2.0」（案） 
 

（財）日本環境協会 
エコマーク事務局 

 
1．認定基準制定の目的 

エコマーク事業の目的は、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付け、

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

者による商品の選択を促すことにある。「紙製の印刷物」は、特に前者の目的である環境的

側面に関する情報の提供に特化した商品類型であり、他の商品類型とは異なった特性を持

っている。 
Version2 として基準を設置するにあたっては、本商品類型が持つこの特性を十分に活か

すことを念頭に見直しを行い、本商品類型の認定商品を通して、環境負荷を低減する材料

の使用や古紙リサイクルに適した環境情報のアピールなど、環境的側面に関する普及・啓

発を大きな目的とした。 
 

 

2．適用範囲 

紙製の印刷物（総務省発行の「日本標準商品分類」に基づく「印刷物、フィルム、レコ

ード及びその他の記録物」のうち、磁気カードやフィルムなど紙以外の記録物を除く【別

表 1】）。ただし、エコマーク商品類型 No.112「文具・事務用品」において対象としている

商品を除く。 
 
 
3．用語の定義 

印刷物 印刷手段を用いて作られたものであって、(1)視覚的情報伝達を目的と

するもの、(2)装飾・美術感を主目的とするもの、(3)特殊な機能を与え

るもの、からなる。 
印刷インキ 経済産業省・化学工業統計年報に分類される印刷インキ。色料（顔料、

染料）と媒質（油、樹脂、溶剤）を主要材料として、必要に応じて他の

補助剤を混和または練り合わせたもので、原稿またはこれをもとにして

作られた印刷版の画像を、印刷手段によって被印刷物表面に形成、固定

する画像形成材料。 
古紙パルプ 使用済みの紙・板紙又は紙・板紙の裁断くずなどを離解処理又は離解・

脱インキ処理して得たパルプ 
古紙パルプ

配合率 
製品に含まれるパルプ中の古紙パルプの重量割合で、古紙パルプ／（バ

ージンパルプ＋古紙パルプ）×100（％）で表される。ただし、パルプ

は含水率 10％の重量とする。 
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離解 古紙、パルプなどの繊維を解きほぐし、水に分散させること。 
塗工 印刷などの用途に応じた特性を紙に持たせるために、コーターによって

原紙に塗剤を塗ること。 
表紙 出版物及び印刷物の中身を保護し、内容表示・装飾などをするために取

り付けられた外装の部分。 
口絵 出版物及び印刷物の巻頭、または本文の前に掲載される絵や写真。 
本文 表紙・口絵・付録などに対して、出版物及び印刷物の主たる内容をなす

部分。 
付録 出版物及び印刷物の本体に添えられた紙製のもの。 

 
 
4．認定の基準と証明方法 

4‐1．環境に関する基準と証明方法 

 (1) 印刷物に使用される用紙は、次の a.または b.のいずれかを満たすこと。また、別表 2
に示す加工紙に該当しないこと。 

a．使用される全ての用紙（表紙、口絵、本文、付録など）が、エコマーク認定基準 No.107
「印刷用紙 Version2」の基準項目(1)(2)(3)(5)(8)(9)を満たしていること。ただし、エ

コマーク認定基準 No.107「印刷用紙 Version2」が改定となった場合、エコマーク認

定紙については、当該用紙が認定を受けている基準の有効期限まで本項目に適合する

ものとして扱う。 

b．本文に使用される用紙が、エコマーク認定基準 No.107「印刷用紙 Version2」の基準

項目(1)(2)(3)(5)(8)(9)を満たし、本文以外に使用される用紙（表紙、口絵、付録など）

が、エコマーク認定基準 No.107「印刷用紙 Version2」の基準項目(5)(8)(9)を満たすこ

と。なおかつ、印刷物に使用される全ての用紙重量を合計した結果、製品中における

古紙パルプ配合率が総重量の 70％以上、塗工量の平均が 17g/㎡以下（片面）である

こと。 

【証明方法】 
用紙についての証明は、エコマーク商品類型 No.107「印刷用紙 Version2」の「認

定基準への適合の証明方法」にしたがうこと。ただし、エコマーク認定の印刷用紙を

使用する場合は、当該用紙の「商品ブランド名」および「認定番号」を付属証明書に

明記することで、基準への適合の証明に代えることができるものとする。なお、別表

2 に該当する加工紙の使用のないことを付属証明書に記載すること。 
b.の古紙パルプ配合率については、表紙、口絵、本文、付録などの総重量における

使用した古紙パルプの総重量を算出すること。また、平均塗工量については、表紙・

口絵、本文、付録の総面積と使用した塗工量から、㎡当たりの塗工量を算出すること。

算出にあたっては付属証明書を用い、その結果を提出すること。発行号により、頁数

が変動する場合は、古紙パルプ配合率が一番低い発行号と、平均塗工量が一番高い発
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行号におけるそれぞれの計算値を示すこと。 
 
(2) 印刷物に使用される印刷インキについては、次の a.または b.のいずれかを満たすこと。

また、別表 2 に示すインキ類に該当しないこと。 

a．エコマーク認定基準 No.102「印刷インキ Version2」対象の印刷インキは、当該認定

基準（4．認定の基準(3)(4)(5)(7)(21)を除く）を満たしていること（エコマーク認定印

刷インキでなくてもよい）。ただし、エコマーク認定基準 No.102「印刷インキ」が改

定となった場合、エコマーク認定印刷インキについては、当該印刷インキが認定を受

けている基準の有効期限まで本項目に適合するものとして扱う。 

b．上記 a.以外の印刷インキは、エコマーク認定基準 No.102「印刷インキ Version2」の

「4‐1．環境に関する共通認定基準」の(1)(2)(6)、および「4‐2．環境に関する個別

認定基準」の(10)で定められた基準をすべて満たしていること。 

【証明方法】 
印刷インキについての証明は､エコマーク商品類型 No.102「印刷インキ Version2」

の「5．認定基準への適合の証明方法」に従うこと。なお、「4-2.環境に関する個別認

定基準」(10)の証明については、リサイクルにおける脱墨上の問題がないことを示す

試験結果を提出すること。ただし、エコマーク認定の印刷インキを使用する場合は、

当該印刷インキの「商品ブランド名」および「認定番号」を申込書に明記することで、

基準への適合の証明に代えることができるものとする。また、別表 2 に該当する印刷

物資材の使用のないことを付属証明書に記載すること。 
エコマーク申込時点で使用する印刷インキの銘柄を特定できない場合、①申込者の

発行する使用予定の印刷インキリスト、②上記要件を満たす旨の各種証明書を提出す

ること。 
 
(3) 製造にあたって、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順守していること。また、別表 3‐
A、B の製造工程における環境に配慮した取組み（項目）を行っていること。 

【証明方法】 
印刷工場および製本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

年間順守し、違反などのないことについて、印刷・製本工場の発行する自己証明書を

提出すること。製造工程における環境に配慮した取組み（項目）については、付属証

明書のチェックリストを提出すること。 
 
(4) 印刷物は、別表 4「古紙リサイクル適性印刷物資材」に該当しない加工資材を使用し

てはならない。 

【証明方法】 
別表 4「古紙リサイクル適性加工資材」に該当しない印刷物資材の使用のないこと

を付属証明書に記載すること。なお、別表 4 のうち、難細裂化 EVA 系ホットメルト、
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リサイクル対応型シール粘着剤・剥離紙を使用する場合は、別表 5 の試験法により評

価基準を満たすことを示した、第三者機関、もしくは印刷物資材メーカーによる試験

結果もしくは認定証を提出すること。 
 
 
4‐2．品質に関する基準と証明方法 

(1) 印刷物の品質については、用途毎に定められている規格などがある場合は、その規格

などにしたがうこと。また製造段階における品質管理が十分なされていること。 

【証明方法】 
該当する品質規格に適合していることの証明書を提出すること。または、製造段階

における品質管理が十分なされていること、違反などのないことについて、製品を製

造する工場長の発行する自己証明書を提出すること。 
 
 
5．商品区分、表示など 
 
(1) 印刷された内容については、「著作権法」、「刑法」および出版業界自主規制などへの違

反のないこと。 
 
(2) 商品認定の申込は、印刷物の発行者が行うこととする。 
 
(3) 商品区分（申込単位）は申込法人名毎とし、且つ、日本標準商品分類「中分類 92：印

刷物、フィルム、レコード及びその他の記録物」に基づく４桁分類毎とする（別表 1 参

照）。使用している用紙（古紙パルプ配合率など）、インキ、印刷物資材が異なる場合も

同一申込として扱うことができるものとする。 
 
(4) エコマーク商品認定・使用申込書の商品ブランド名は、「○○株式会社の印刷物（別表

1 の 4 桁の分類内容）」とし、型式として実際の印刷物の名称を登録すること。（例、商

品ブランド名：「○○株式会社の宣伝用印刷物」、型式：「○○（株）△△ニュース」など） 
 
(5) マーク下段の表示は、下記に示す環境情報表示とする。また、マークの傍らには、「こ

の印刷物は、環境に配慮された原材料を使用し、リサイクルに配慮して製作されていま

す。不要となった際は、回収リサイクルに出しましょう。」と記載すること。（文字の大

きさ、文字間、行数、行間は問わない。） 
エコマーク商品類型 No.120「紙製の印刷物」の認定商品に限っては、本商品類型の

マーク下段表示においても、これまでどおり前商品類型で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。 
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(6) 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。 
 
2007 年 3 月 1 日  制定予定 
本商品類型の認定基準書は、必要に応じて改定を行うものとする。 

この印刷物は、環境に配慮された原材料

を使用し、リサイクルに配慮して製作さ

れています。不要となった際は、回収リ

サイクルに回しましょう。 

エコマーク認定番号 
第○○○○○○○○号（数字のみでも可） 
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別表 1  日本標準商品分類 
分類番号 名称 

92 1 出版物 
92 11 新聞（ニュース、その解説、評論を主な内容とし広告を含む。但し商業宣伝用の印刷物は除く。

印刷方式は活版、特殊印刷たるを問わない。製本していないもの、但しニュース資料源として

新聞社等に配付されるいわゆる通信類は、仮どめしてあっても製本とは見なさずに新聞として

取扱う。） 
92 111 日刊一般紙 
92 112 非日刊一般紙 
92 113 日刊特殊紙 
92 114 非日刊特殊紙 
92 12 雑誌及び新聞雑誌以外の定期刊行物（一定の誌名を有し原則として継続的に刊行されるもの。

但し年一回以下のものは除く。印刷方式は活版、特殊印刷たるを問わない。） 
92 121 一般教養・総合誌 
92 122 学術誌 
92 123 文学及び美術誌 
92 124 芸能・娯楽・スポーツ誌 
92 125 経営・業界・産業誌 
92 126 児童向雑誌 
92 127 婦人・家庭向雑誌 
92 128 学生向雑誌（受験準備誌を含む。） 
92 129 その他の雑誌及び新聞雑誌以外の定期刊行物 
92 13 書籍及びパンフレット 
92 131 書籍（49 ページ以上のもの） 
92 132 パンフレット（48 ページ以下のもの） 
92 14 地図及び図表（書籍及びパンフレットに含まれないもの） 
92 141 地図（統計図を除く。） 
92 144 写真地図（測量用写真を含む。） 
92 145 図表 
92 146 表 
92 15 書画、楽譜等（書籍及びパンフレットに含まれないもの） 
92 151 書画の複製（絵葉書を除く。） 
92 152 版画（複製品に限る。） 
92 153 楽譜 
92 154 催物のプログラム 
92 155 カレンダー及び暦（広告用でないもの）ただし、「卓上カレンダー」はエコマーク商品類型 No.112

「文具・事務用品」で扱う 
92  156 電話帳 
92  159 その他の書画、楽譜等 
92 19 その他の出版物 
92 2 出版印刷物 
92 21 定期出版印刷物 
92 211 新聞用印刷物 
92 212 雑誌用印刷物 
92 219 その他の定期出版印刷物 
92 22 不定期出版印刷物 
92 221 書籍用印刷物 
92 222 パンフレット（48 ページ以下のもの） 
92 223 地図用印刷物 
92 224 楽譜用印刷物 
92 225 学習参考書用印刷物 
92 226 ドリル用印刷物 
92 229 その他の不定期出版印刷 
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別表 1 日本標準商品分類（つづき） 
分類番号 名称 

92 3 商業印刷物 
92 31 宣伝用印刷物 
92 311 ポスター 
92 312 パンフレット 
92 313 カタログ 
92 315 カレンダー 
92  319 その他の宣伝用印刷物（絵はがきおよびグリーティングカードは商品類型 No.112「文具・事

務用品」で扱う） 
92 32 業務用印刷物 
92 321 記念誌紙 
92 322 報告書 
92 323 名簿 
92 324 仕様書 
92 325 社内報 
92 329 その他の業務用印刷物（取扱説明書を含む） 
92 39 その他の商業印刷物 
92 4 証券印刷物 
92 41 一般証券印刷物 
92 411 金融証券 
92 412 商品券 
92 413 印紙、切手及び官製はがき（私製葉書は商品類型 No.112「文具・事務用品」で扱う） 
92 414 抽選券 
92 415 通行券 
92 419 その他の一般証券印刷物 
92 521 紙製写真製品 

 
 

別表 2．紙へのリサイクルにおいて不向きな加工紙とインキ類 

分類 印刷物資材 

加工紙 色紙、ファンシーペーパー、 
ポリエチレン等樹脂コーティング紙・ラミネート紙、 
樹脂含浸紙（水溶性のものを除く）、グラシンペーパー、インディアペーパー、 
硫酸紙、ターポリン紙、ロウ紙、セロハン、合成紙、カーボン紙、ノーカーボン紙、 
感熱紙、圧着紙、捺染紙、昇華転写紙、感熱性発泡紙、芳香紙 
 

インキ類 蛍光インキ、感熱インキ、減感インキ、磁性インキ、昇華性インキ、発泡インキ、 
芳香インキ 
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別表 3‐A．製造工程における環境に配慮した取組み（項目） 

チェック項目 A「印刷工程」 
1）製版（プリプレス）‐製版‐ 

 ※「①‐A」と「①‐B」は、どちらか片方を選ぶこと。 

①‐A 工程のデジタル化（DTP 化）率が 50％以上であって、省資源及び廃棄物の発生を抑制している。 

* 評価式 ＝［DTP 作業を行った製版業務件数］／［全製版業務件数］ 
* DTP 作業を行った製版業務の定義： 1 受注業務における製版作業のうち、総版数または版面

積の 50％以上が DTP により作業していれば DTP 作業を行った製版業務とする。 

①‐B 製版フィルムを使用する工程において、省エネ・省資源の取組みとして、廃液及び製版フィル

ムから銀の回収等を 100％行っている。 

* 評価式 ＝［銀回収等を行った製版廃液＋製版フィルムの量］ 
／［全製版廃液＋製版フィルムの発生量］ 

 ※ 原則は 100％実施であるが、数％は誤差とみなして良い。  

2）製版（プリプレス）‐刷版‐ ［アルミ基材の印刷版を使用している場合のみ適用］ 
② 省エネ・省資源の取組みとして、印刷版（アルミ基材のもの）のリサイクルを 100％行っている。 

※ アルミ基材の印刷版を使用していない場合は、本基準は該当しない。 

* 評価式 ＝［リサイクルを行っている印刷版（アルミ基材）枚数］ 
／［全印刷版（アルミ基材）使用枚数］ 

 ※ 原則は 100％実施であるが、数％は誤差とみなして良い。  
3）印刷（プレス）‐枚葉印刷‐ ［枚葉印刷を使用している場合のみ適用］ 

③ VOC 発生抑制の取組みとして、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等の VOC 発生抑制策を講じ

ている。 

④ 廃棄物の排出抑制やリサイクルの取組みとして、損紙等の製紙原料へのリサイクル率が 80％以上で

ある。 

* 評価式 ＝［製紙原料へのリサイクル量］／［印刷工程からの損紙等排発生量］ 
* 損紙等の定義： 印刷工程から発生する損紙、残紙をいう。他の工程から発生する損紙等は含

まない。 
* 製紙原料へのリサイクル量： 製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル（RPF や熱回収等）

を含めてはならない。  
4）印刷（プレス）‐輪転印刷‐ ［輪転印刷を使用している場合のみ適用］ 

⑤ VOC 発生抑制の取組みとして、熱風乾燥印刷の場合、VOC 排出処理装置（脱臭装置）を 100％設

置し適切に運転・管理している。または、UV 印刷などの VOC 発生が低い印刷方式を採用している。 

⑥ 廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等の VOC 発生抑制策を講じている。 

⑦ 廃棄物の排出抑制やリサイクルの取組みとして、損紙等の製紙原料へのリサイクル率が 80％以上で

ある。 

* 評価式 ＝［製紙原料へのリサイクル量］／［印刷工程からの損紙等排発生量］ 
* 損紙等の定義： 印刷工程から発生する損紙、残紙をいう。他の工程から発生する損紙等は含

まない。 
* 製紙原料へのリサイクル量： 製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル（RPF や熱回収等）

を含めてはならない。  
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別表 3‐B．製造工程における環境に配慮した取組み（項目） 

チェック項目 B「製本工程」 
5）加工‐表面加工‐ 

⑧ VOC 発生抑制の取組みとして、アルコール類を濃度 30％未満で使用している。 

⑨ リサイクル推進の取組みとして、損紙等の製紙原料等へのリサイクル率が 80％以上である。 

* 評価式 ＝［製紙原料等へのリサイクル量］／［工程からの損紙等発生量］ 
* 損紙等の定義： 光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルムをいう。他の工程から発

生する損紙等は含まない。 
* 製紙原料等へのリサイクル量： 製紙原料等へのリサイクルとは、古紙、RPF、樹脂へのリサ

イクル、熱回収など全てのリサイクルをいう。  

6）加工‐製本加工‐ 
⑩ 製本工程において、窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制に取組んでいる。 

⑪ リサイクル推進の取組みとして、損紙等の製紙原料へのリサイクル率が 70％以上である。 

* 評価式 ＝［製紙原料へのリサイクル量］／［工程からの損紙等発生量］ 
* 損紙等の定義： 製本工程から発生する損紙をいう。 
* 製紙原料へのリサイクル量： 製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル（RPF や熱回収等）

を含めてはならない。  

 
 

別表 4 「古紙リサイクル適性加工資材」 

大分類 小分類 印刷物資材 

製本加工 製本用針金、ホッチキス等、難細裂化 EVA 系ホットメルト、 
PUR 系ホットメルト、水溶性のり 

表面加工 光沢コート（ニス引き、プレスコート） 

加工資材 

その他加工 リサイクル対応型シール粘着剤・剥離紙 
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別表 5‐A 「難細裂化 EVA 系ホットメルト 評価試験法と評価基準」 

① 評価試験法 
1．供試サンプル 

(1) 新聞古紙（ちらし無し）： AD（風乾）50g（大きさ 角型 3cm×3cm） 
(2) ホットメルト接着剤   ： フィルムとする。 

枚数    3 枚 
厚さ    0.8mm±0.02mm 
大きさ  角型 3cm×3cm 

* ホットメルト接着剤の厚さは 23℃で 2 時間 
* フィルム切断時に生じたバリは取り除く。 

2．使用機器・器材・薬品等 
(1) 使用機器 

1) TAPPI 標準離解機（JIS P-8209／TAPPI T205） 
2) フラットスクリーン（振動式スクリーン）、パルプ受けワイヤー 

* スクリーンプレートは 6 カット（0.15mm）及び 10 カット（0.25mm）、有効面積は 30×25cm の

ものを使用する。 
液面調節可能なものについては、例えば水深 11cm 程度とする。 

3) ロータリードライヤー（120℃にて使用） 
(2) 使用機器、薬品等 

1) 水酸化ナトリウム（50g／L に調整した水酸化ナトリウム水溶液を使用する。） 
2) バケツ（5L 用） 
3) カミソリ 
4) ガラスビーカー 
5) ブフナー漏斗（φ150mm）／吸引ビン 
6）ろ紙（No.2，φ150mm） 
7) 染料（例えば CI Direct Blue 264 の 3％水溶液に相当するもの） 
8) PPC 用紙（染料塗布時に液溜り生じないもの：例えばサイズ度 20±5 秒程度、秤量 64g／㎡、A4
サイズ） 

9) 刷毛（染料を均一に塗布できるもの） 
10) 夾雑物測定図表（財務省印刷局） 

3．評価手順 
(1) 離解 

1) 温度 30℃±3℃の水 2L、苛性ソーダ溶液 10ml（濃度 50g／L）を入れた離解機をセットした後、新

聞古紙 AD50g、評価対象のホットメルト接着剤フィルムを投入する。 
2) 上記サンプルを 30 分間、回転数 3000rpm で離解処理を行なう。 
3) その後、離解されたスラリーを洗浄水とともにバケツに受け、全量を約 5L とする。 

(2) フラットスクリーン処理Ⅰ（10 カットスクリーン） 
1) 10 カットフラットスクリーンをセットし、水流を 10L／分に調整する。 
2) 離解処理されたスラリーを 10 カットフラットスクリーンに投入し、5 分間スクリーン処理を行なう

（適宜、器壁の付着物を洗い落とす）。 
3) アクセプト分を目開き 100μm 以下（150mesh 以上）のワイヤーで回収する（リジェクト分は廃棄

する）。 
4) アクセプト分をバケツに受け、希釈水で全量を約 5L とする。 

(3) フラットスクリーン処理Ⅱ（6 カットスクリーン） 
1) 6 カットフラットスクリーンをセットし、水流を 10L／分に調整する。 
2) 10 カットフラットスクリーン処理されたアクセプトスラリーを 6 カットフラットスクリーンに投入

し、6 分間スクリーン処理を行なう。 

4．評価方法 
(1) 残渣回収 
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1) リジェクト分をカミソリ等でかき取り、ガラスビーカーに回収する（アクセプト分は廃棄する）。 
2) ビーカーに回収した残渣を水で適宜希釈しながら、残渣がろ紙上に均一に分散するようにブフナー

漏斗を用いて吸引ろ過する。 
(2) ホットメルト接着剤溶融・転写 

1) 湿り気がなくならない程度に予備乾燥させる（例：105℃乾燥器で 30 秒間程度）。 
2）残渣を挟むように PPC 用紙を 1 枚重ね、120℃に設定したロータリードラやーで 2 分間処理を行い、

ろ紙の乾燥及びホットメルト接着剤を溶融させ PPC 用紙に転写させる。転写後直ちにろ紙を剥がす。

(3) 染色 
PPC 用紙の貼合面側に水性染料を刷毛で塗布する。 

(4) ホットメルト接着剤のカウント 
染料がはじいた白い点（夾雑物測定図表で 0.1mm2 以上）の数を目視でカウントする。 

 
② 評価基準 
1．個数について 

6 カットフラットスクリーン上の残渣個数については、① N（供試サンプル数）＝3 と規定し、②平均

値が 20 個以下であり、③かつ最大値が 30 個以下であること。 

2．切断方法について 
標準離解機にかける供試サンプルの切断方法については、ペーパーカッターによるものとする。 

 
※ 本評価試験法と評価方法は、平成 12 年度国庫補助事業 リサイクル対応型紙製商品開発促進対策事業「リ

サイクルに適した雑誌製本のあり方に関する調査報告書」平成 13 年 3 月（財団法人 古紙再生促進セン

ター／委託先 社団法人 日本印刷産業連合会）より、転載したものである。 
 

別表 5‐B 「リサイクル対応型シール 標準試験法と評価基準」 

① 標準試験法 
1．適応範囲 

この試験法はリサイクル対応型シールの評価について規定する。 
備考  1．シールは、粘着剤を含む紙製シール基材及び剥離紙を一体としたもので、それぞれを別々

に試験するものではない。 
2．離解は主として粘着剤によるものと推定されるが、基材、剥離紙についても同様に扱うも

のとする。 

2．試料 
シールは剥離紙を剥がすことなく 30mm×30mm±3mm に切断する。切断したシールは 5.00g±0.05g

を秤量し、上質紙（秤量 64g）を 30mm×30mm±3mm に切断したものの 45.00g±0.05g と合わせて 1
回の試験試料とする。 

備考  1．試料の調整は JIS P 8111 の標準状態（温度 23℃±1℃、湿度 50％±2％）においておこな

い、シール、上質紙共に標準状態に 12 時間以上保ったものを使用する。 
2．上質紙はその 50.00g±0.05g を試料として同様な操作を行ったときスクリーンプレート上

にほとんど残渣を認めないものを使用する。 

3．試験器具等 
3.1 標準離解機： JIS P 8220 付属書 A に規定のものを使用する。 
3.2 フラットスクリーン： 市販の試験用フラットスクリーン及びスクリーンプレートを使用する。スク

リーンボックスの大きさ 254mm×304mm、高さ 220mm でゲートの調節によってスクリーンボックス

内の水位を 100mm に調整・維持する構造を有し、毎分 690～700 回、3.2mm 上下に振動するダイヤ

フラムをスクリーンプレートの下に備えた振動スクリーンが国内では試験用に数種類市販されている。 
備考  1．市販のフラットスクリーンの規格を別表に示す。 

3.3 スクリーンプレート： 試験機に付属する 6 カットスクリーンプレートを使用する。 
備考  1．スクリーンプレートには所定の目開きのスリットが刻まれているが、3.18mm ピッチで長
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さ 70mm のスリットを 3 列に配したものと、長さ 47mm のスリットを 4 列配したものが市

販されている。 
3.4 用水： 井戸水、水道水など清澄なものを使用する。 
3.5 NaOH： 水酸化ナトリウム 50.0g を溶解して 1,000ml としたもの。 

4．試験操作 
(1) 30℃±2℃の用水 2,000ml±10ml に NaOH 10ml±1ml を加え、標準解離機の離解槽に入れる。 
(2) ただちに試料を加え、離解槽に蓋をして離解機の回転を起動させる。 
(3) 離解機の回転を 20 分間±5 秒間継続した後、回転を止める。 
(4) フラットスクリーンに規定のスクリーンプレートをセットし、規定の水位となし、通水量が 10 リッ

トル毎分となるように調整する。 
(5) スクリーンを起動し、(3)で離解した試料スラリーをスクリーン内に投入する。離解槽はよく洗浄し、

洗液はスクリーン内に加える。 
(6) スクリーン振動及び通水を、試料スラリーの最初の投入から 7 分間±10 秒間継続した後、通水及び

振動を停止する。 
(7) スクリーンの廃水栓を開放し、スクリーン槽内に残る残渣をスクリーンプレート上に集める。槽壁に

残る残渣は洗瓶の水流を利用してスクリーン上に集めるのがよく、水道などの多量な水の使用は好まし

くない。 
(8) スクリーンプレート上の残渣を安全カミソリの刃を利用して集め、予め乾燥、秤量したアルミホイー

ル製カップに回収する。 
備考  1．安全カミソリは片のものが使いやすい。 

(9) アルミホイール製カップを 105℃±5℃に調整した乾燥器中で恒量となるまで乾燥し秤量する。 
備考  1．乾燥時間は通常、温風循環型恒温槽を使用すれば 2 時間で十分である。 

(10)  乾燥後、アルミホイール製カップの重量を 1mg まで秤量する。 
(11)  以上の操作を 3 組の試料について繰り返す。 

5．計算 
残渣量は試料の入ったアルミホイール製カップの重量から予め測っておいたアルミホイール製カップ

の乾燥重量を差し引いた値を 1mg 単位で表す。 
 
別表 フラットスクリーンの各社仕様 

仕様 単位 A 社 B 社 C 社 D 社 
縦 mm 254 254 254 254 
横 mm 304 304 304.8 304 

スクリーンボックス 

高さ mm 220 220 222.25 220 
ゲート 高さ mm 100 100 101.6 100 

振動数 cpm 700 690～700 690～700 690～700 ダイヤフラム 
振幅 mm 3.2 3.2   
長さ mm 47 70 69.85 70 スリット 
ピッチ mm 3.18  3.175 3 

 
 

② 評価基準 
標準試験法による 3 回の試験で、残渣量がいずれも 50mg 未満であるものをリサイクル対応型シール

とする。 
 
※ 本標準試験法と評価基準は、平成 17 年度国庫補助事業 リサイクル対応型紙製商品開発促進対策事業「古

紙リサイクル対応型シール・UV インキの標準試験法確立と評価基準設定に関する調査報告書」平成 18
年 3 月（財団法人 古紙再生促進センター／委託先 社団法人 日本印刷産業連合会）より、転載したもの

である。 
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 解説              「紙製の印刷物 Version2」（案） 

制定予定日 2007 年 3 月 1 日 
 
1．商品類型設定の背景 

印刷物である書籍の発行状況は、2005 年において、書籍の新刊点数が約 7 万 6,500
点、販売部数が約 7 億 3,944 万冊となっている。雑誌については 2005 年において、出

版点数が 3,642 点、発行部数が約 41 億 4,681 万冊である。 
2005 年における出荷額で見た場合、書籍が約 9,197 億円、雑誌が約 12,767 億円、合

わせて約 21,964 億円である。（トーハン出版科学研究所調査より） 
また、印刷産業全般で見ると、2005 年における製品別生産金額では、商業印刷がトッ

プの約 1,400 億円、続いて出版印刷の約 1,220 億円、事務用印刷の約 610 億円となって

おり、総生産金額では約 4,266 億円となる。（平成 17 年「紙・印刷・プラスチック・ゴ

ム製品統計」（経済産業省）より） 
書籍については、利用後（読後）は古本市場に回るか、そのまま本棚へストックされ

るというルートがあるために、廃棄・再生処理にどれだけの量が回るのかということに

ついては、把握が困難となっている。なお、日本で使用される紙 3,100 万トンのうち、

出版物に使用される紙は 220～230 万トンと予想されているが明確ではない。これは、

出版物に使用される用紙のうち、印刷会社が購入した用紙は「印刷用紙」としてカウン

トされているため、純粋に出版物へ使用される用紙として、正確な数量が把握できない

ことによる。 
エコマーク商品類型 No.120「紙製の印刷物」は、2001 年に制定され、制定から 5 年

後の 2006 年に Version2 として見直しを行った。この 5 年間において、古紙の利用率や

リサイクル技術が向上しているにも関わらず、国内の古紙が海外に流出しているなど、

環境に関する社会状況は安定していない。Version2 の見直しにあたって、2001 年の制

定時とは社会状況が変わっていることを踏まえ、本商品類型の存続が必要かどうかも含

めて、議論が行われた。賛否それぞれの意見はあったものの、印刷物が環境的側面の情

報の提供に優れていることは確かであり、それを活用することに、エコマークにおいて

「紙製の印刷物」を扱う意義があるとのコンセンサスが得られた。したがって、本商品

類型は、この印刷物における特性を活かすことを目的として見直しを行っている。 
基準内容においては、古紙パルプの使用や印刷インキにおける環境配慮など、基本的

な構成は Version1 より引き継いでいるが、Version2 を制定するにあたっての認定商品

活用の方策として、事業者から消費者へ向けての環境に関する情報提供ツールとしての

役割と、古紙リサイクルにおいて、より上級な紙へのリサイクルを可能とする機能の 2
つを主に考慮した。 
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2．適用範囲について 

Version2 においても、Version1 と同様、日本標準商品分類に基づく「印刷物、フィ

ルム、レコード及びその他の記録物」（磁気カードやフィルムなど紙以外の記録物を除

く）を適用範囲とした。なお、同分類中、名刺、卓上カレンダー、シール・ラベル、ビ

ジネスフォーム印刷物、事務用印刷物、包装紙およびショッピングバッグなどについて

も、No.112「文具・事務用品」で扱う。POP（購買時点の広告。消費者が商品を購入す

る店頭に掲示される広告をさす。）および包装・特殊印刷物については、エコマーク認

定対象が包装であるのか内容物であるのか誤解をまねくために対象外としている。 
近年、業務用大型コピー機などによるオンデマンド印刷が、市場に見られるようにな

った。これらの印刷物についても適用範囲とするか検討を行ったが、オンデマンド印刷

が利用されるケースは、多品種少量印刷や、緊急性を要するものがほとんどであるため、

エコマークにはそぐわないと判断し、適用範囲に含めなかった。 
 
 
3．用語の定義について  

Version2 への見直しにおいては、表紙、口絵、本文、付録に関する基準項目を定めて

いるため、これらについての定義を追加した。また、古紙リサイクルにおける離解工程

など、消費者になじみの少ない言葉についても、定義に加えるようにした。 
 
 
4．認定の基準と証明方法について 
 
4‐1．環境に関する基準と証明方法の策定の経緯 

基準の設定にあたっては、「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」を用い、環境の

観点から商品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を考慮した上で、認定基準を設定

するに際し重要と考えられる負荷項目が選定され、それらの項目について定性的または

定量的な基準が策定される。 
商品類型「紙製の印刷物」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‐8、B‐5、B‐6、B‐7、B‐8、
B‐9、E‐7 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。 
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表 「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」 
商品のライフステージ 

A B C D E F 
環境負荷項目 

資源 
採取 製造 流通 使用 

消費 廃棄 リサイ 
クル 

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

 
A．資源採取段階 

A‐1（資源の消費） 
本項目では以下の点が検討された。 

(1) 古紙の使用に併せた森林認証パルプの導入 
(2) 塗工紙を必要以上に使わないこと 
(3) 表紙・口絵、付録に使用される用紙について 
(1)については、古紙の利用促進に併せて、持続可能な管理をされた森林から生産される

パルプの使用も評価すべきとの意見があった。本基準ではこれまで、用紙に関しては、商

品類型 No.107「印刷用紙」の認定基準に準じることとしているが、Version2 でも同様の

考え方に基づき、森林認証材の扱いについては、No.107「印刷用紙」での基準見直しにお

ける検討内容に準ずることとした。 
(2)についても、(1)で述べたように商品類型 No.107「印刷用紙」の認定基準に準じると

した。したがって、(1)(2)については、基準を策定する項目として選定された。 
(3)については、表紙・口絵、付録に使用される用紙において、No.107「印刷用紙」基準

に定められた塗工量や古紙パルプ配合率を満たすことができない場合が多い。また、本文

に使用される用紙においては、塗工量が低く、古紙パルプの使用量が 90％以上であるなど、

No.107「印刷用紙」の基準値以上の場合が多い。本商品類型では、印刷物全体量として、

古紙パルプ配合率や塗工量への配慮がされていれば十分と考えることから、表紙・口絵、

付録に使用される用紙については、古紙パルプ配合率及び塗工量を印刷物全体量として、

No.107「印刷用紙」基準（古紙パルプ配合率 70％以上、片面 17g／㎡）を満たしていれ

ば良いこととした。具体的には、印刷物の全重量における古紙パルプの使用量と、印刷物

の平均塗工量の算出を要件として、基準を策定する項目として選定された。 

A‐4（生態系への影響） 
本項目では以下の点が検討された。 

(1) 木材伐採、チップ製造における持続可能な森林管理 
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本項目は、「B．製造段階」での検討事項として整理できるが、チップの製造などについ

ては、用紙製造における要求事項と考えられる。本商品類型では、印刷物に使用する用紙

について、商品類型 No.107「印刷用紙」の認定基準に準じることとしているため、チッ

プの製造など用紙製造に関する事項については、印刷や製本を主な工程とする本商品類の

「B．製造段階」では扱わず、用紙の環境負荷に関する事項として「A．資源採取」として

扱うこととした。 
したがって、上述のとおり本項目は、商品類型 No.107「印刷用紙」の認定基準に準じ

た用紙を使用することで満たされると判断し、本商品類型では、基準を策定する項目とし

て選定されなかった。 

A‐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) パルプ製造時に汚濁物質を排出しないこと 

本項目も、A‐4 項と同様の理由により、本商品類型では、基準を策定する項目として

選定されなかった。 

A‐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) 印刷インキに有害物質を含まないこと 
 (1)については、Version1 より継続して、基準を策定する項目として選定された。本項

目の基準項目化については、エコマーク商品類型 No.102「印刷インキ」の認定品もしく

は、同基準における一定項目を満たす製品を使用することとした。なお、No.102「印刷イ

ンキ」の基準見直しにより、基準項目内容に変更があった場合は、本基準も準じた改定を

行う。 
 
B．製造段階 

B‐5（大気汚染物質の排出）、B‐6（水質汚濁物質の排出）、B‐7（廃棄物の排出・廃棄、

B‐8（有害物質等の使用・排出）、B‐9（その他の環境負荷） 
本項目では以下の点が検討された。 

(1) 製造時に有害物質の発生・排出のないこと 
(2) 印刷・製本工場が環境に配慮した取組みを行っていること 
(1)については、製造工程からの有害物質の発生・排出は、極力抑える必要があることか

ら、Version1 に引き続き、印刷・製本工場が立地する地域の協定、条例、法律などに対し

て違反などがなく適正に管理されていることを基準項目とした。 
なお、Version2 では、環境法規の順守というネガティブチェックに加えて、ポジティブ

チェック項目を加えるべきとの議論があったことから、(2)についての検討が行われ、基準

を策定する項目として選定された。具体的には、（社）日本印刷産業連合会が定める「グリ

ーンプリンティング認定制度」のグリーン基準評価方法から、製版・印刷・加工 工程にお

ける必須項目を転用し、それぞれの項目を満たしているかどうか、チェックリストによっ
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て確認することとした。したがって、「グリーンプリンティング認定」を取得している場合

は、本項目を満たしていることになる。 
 
C．流通段階 

C‐1（資源の消費） 
本項目では以下の点が検討された。 

(1) 過剰な包装・装丁を施していないこと 
(1)については、過剰な包装や装丁を抑えることによって、資源消費量の低減が考えられ

るが、印刷物においては包装が少ないこと、過剰な包装・装丁かどうかの判断が困難なこ

とから、包装・装丁が古紙リサイクル適性上問題ないことを前提に、基準を策定する項目

として選定されなかった。なお、古紙リサイクル適性については、「F．リサイクル」段階

を参照のこと。 
 
D．使用消費段階 

D‐1（資源の消費） 
本項目では以下の点が検討された。 

(1) 印刷物の長寿命化に配慮されていること 

 (1)については、長期保存を目的とした印刷物の場合、酸性紙ではなく、中性紙を使用

することにより、紙の長寿命化に配慮されていることが望ましいとの意見より、Version1
において、基準項目化された。本項目は、Version2 見直し時においても議論され、Versin1
制定当初に比べ、現時点では中性紙の使用が一般的になっていることから、あえて基準を

策定する項目として選定されなかった。 
 
E．廃棄段階 

E‐5（大気汚染物質の排出） 
本項目では以下の点が検討された。 

(1) 廃棄時に有害なガスなどの発生のないこと 
(2) カバー、箱などの廃棄時に有害物質を発生させないこと 
(1)および(2)については、焼却処理による有害ガスの発生が想定されるとして、Version1

では、ハロゲン系元素で構成される樹脂の使用のないことを基準項目として策定している。

本項目については、Version2 においても検討が行われたが、樹脂コーティング等は古紙リ

サイクル適性において A ランクに属さない（「F．リサイクル」段階を参照のこと）ことか

ら、印刷物資材として製品に含まれないと考えられるため、基準項目として策定に至らな

かった。 
 
F．リサイクル段階 
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F‐1（資源の消費）、F‐5（大気汚染物質の排出）、F‐6（水質汚濁物質の排出）、F‐8
（有害物質等の使用・排出） 

本項目では以下の点が検討された。 
(1) リサイクル時に資源の消費が少ないこと 
(2) リサイクル時に大気汚染物質・水質汚濁物質の排出、有害物質の使用・排出のない

こと 
(1)(2)については、製造事業者がリサイクル時の処理方法までを担保することは事実上困

難と判断された。従って、基準を策定する項目としては選定されなかった。 

F‐7（廃棄物の排出・廃棄） 
本項目では以下の点が検討された。 

(1) 回収された製品は、再利用される部分の多いこと 
(1)については、再利用を妨げる材料の使用がないこととして置き換えることができるた

め、F‐9 項で扱うこととした。 

F‐9（その他の環境負荷） 
本項目では以下の点が検討された。 

(1) リサイクルの阻害要因となる材料を使用していないこと 
(1)ついては、古紙のリサイクルを促進するための必須項目であることから、基準を策定

する項目として選定された。 
古紙へのリサイクルを阻害する印刷物としては、CD や芳香剤などを装入した複合雑誌、

表紙などにビニールコーティングを施した印刷物、クロス張りを行った印刷物や、（財）古

紙再生促進センターが指定する禁忌品を含んだ印刷物が挙げられる。Version1 ではこれら

の印刷物に含まれる印刷物資材を「古紙リサイクルの阻害要因」としてリストアップし、

使用を禁止した。Version1 の制定から５年が経った現在、古紙リサイクルの阻害要因につ

いては、様々な機関における研究成果が発表されている。中でも（社）日本印刷産業連合

会 環境対応協議会が作成した「印刷物資材『古紙リサイクル適性ランクリスト』規格」は、

多くのデータと最新の試験結果が反映されていることから、本基準において転用すること

とした。 
「古紙リサイクル適性ランクリスト」では、印刷物資材を A～D の４つのランクに分け、

「A ランク：紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならないもの」、「B ランク：紙への

リサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルでは阻害にならないもの」、「C ラン

ク：紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害となるもの」、「D ランク：微量の混入でも除去

することができないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になるもの」と定めている。

古紙リサイクルにおいて、板紙ではほぼ古紙が使用されているにも関わらず、紙への使用

は 36～37％であることから、本基準では、紙へのリサイクル推進を図ることとして、「古

紙リサイクル適性ランクリスト」の A ランクまでを使用範囲とした。したがって、本基準

認定の印刷物であれば、表紙から付録まで全て紙へのリサイクルが可能となる。なお、イ

ンキ類については、Version2 基準中に No.102「印刷インキ」基準を引用していることか

ら、上記リストを適用しなかった。 
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A ランク以外の印刷物資材を使用していないことの証明は、基本的に印刷・製本工場に

よる自己証明とするが、A ランクに含まれる「難細裂化ホットメルト」、「リサイクル対応

型シール粘着剤・剥離紙」については、従来品との識別が目視により困難なため、標準試

験法・評価基準を別表に記載した。これらの印刷物資材であるかどうかについては、試験

結果の提出により確認することとした。（標準試験法・評価基準については、平成 12 年度

国庫補助事業 リサイクル対応型紙製商品開発促進対策事業「リサイクルに適した雑誌製本

のあり方に関する調査報告書」平成 13 年 3 月（財団法人 古紙再生促進センター／委託先 
社団法人 日本印刷産業連合会）及び、平成 17 年度国庫補助事業 リサイクル対応型紙製

商品開発促進対策事業「古紙リサイクル対応型シール・UV インキの標準試験法確立と評

価基準設定に関する調査報告書」平成 18 年 3 月（財団法人 古紙再生促進センター／委託

先 社団法人 日本印刷産業連合会）より、転載した。） 
また次頁に、参考として、（社）日本印刷産業連合会 環境対応協議会「印刷物資材『古

紙リサイクル適性ランクリスト』規格」を転載した。Version2 基準中には、別表として、

A ランクの印刷物資材のみを記載していることから、他にどのような印刷物資材があるの

か、またどのような印刷物資材にリサイクル適性があって、今後どのような分野において、

技術開発が期待されるかなど、消費者との情報共有が必要なことから、転載に至った。詳

細については、「オフセット印刷サービス」グリーン基準ガイドライン（2006 年改定版）

～グリーンプリンティング認定制度申請の手引き～平成 18 年 3 月（（社）日本印刷産業連

合会）を参照願いたい。 
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印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」 
平成 18 年 1 月 10 日 

古紙リサイクル適性ランク 
大分類 小分類 印刷物資材 

A B C D 
普通紙 アート紙、コート紙、上質紙、中質紙、更紙 ○    

色紙（青または色の薄いもの）  ○   
色紙（赤、緑、黄または色の濃いもの）   ○  
ファンシーペーパー、   ○  
ポリエチレン等樹脂コーティング紙、ポリエチレン等
樹脂ラミネート紙 

 ○   

樹脂含浸紙（水溶性のものを除く）   ○  
樹脂含浸紙（水溶性のもの） ○    
グラシンペーパー、インディアペーパー  ○   
硫酸紙、ターポリン紙、ロウ紙、セロハン、合成紙、 
カーボン紙、ノーカーボン紙、感熱紙、圧着紙 

  ○  

紙 
加工紙 

捺染紙、昇華転写紙、感熱性発泡紙、芳香紙    ○ 
凸版インキ 全般 ○    
平版インキ 全般 ○    

溶剤型 ○    グラビアインキ 
水性  ○   
溶剤型 ○    フレキソインキ 
水性  ○   

スクリーンインキ 全般 ○    
UV インキ  ○   
リサイクル UV インキ、オフセット用金・銀インキ ○    
グラビア用金・銀インキ  ○   
パールインキ ○    
OCR インキ（油性） ○    
OCR UV インキ  ○   
EB インキ、蛍光インキ  ○   
感熱インキ、減感インキ、磁性インキ   ○  

特殊インキ 

昇華性インキ、発泡インキ、芳香インキ    ○ 

インキ類 

特殊加工 OP ニス ○    
製本用針金、ホッチキス等 ○    
製本用糸  ○   
EVA 系ホットメルト  ○   
難細裂化 EVA 系ホットメルト ○    
PUR 系ホットメルト ○    

製本加工 

水溶性のり ○    
光沢コート（ニス引き、プレスコート） ○    
光沢ラミネート（PP 貼り）、UV コート、 
UV ラミコート、箔押し 

 ○   
表面加工 

クロス貼り   ○  
シール粘着剤、シール剥離紙  ○   
リサイクル対応型シール粘着剤・剥離紙 ○    

加工資材 

その他加工 

立体印刷物（レンチキュラーレンズ使用）   ○  
石、ガラス、金物（製本用ホッチキス、針金等除く）、 
土砂、木片、プラスチック類、布類、 
建材（石こうボード類）、不織布、 

  ○  

粘着テープ（リサイクル対応型を除く）   ○  
粘着テープ（リサイクル対応型）  ○   

その他 異物 

芳香付録品（芳香剤、香水、口紅等）    ○ 
A ランク： 紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならないもの 
B ランク： 紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルでは阻害にならないもの 
C ランク： 紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害となるもの 
D ランク： 微量の混入でも除去することができないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になるもの 
 
［出典：印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格・平成 18 年 1 月 10 制定（（社）日本印刷産業

連合会／環境対応協議会／古紙リサイクル対応分科会）］ 
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A～F‐9（その他の環境負荷） 
本項目では以下の点が検討された。 

(1) リサイクルへの配慮に関する情報の提供 

本項目については、製品にリサイクルが可能である旨の記載があると、ユーザーに対し

てリサイクルへ回すことへの理解が得られ、協力の促進を期待できるのではないかとの

Version1 での考えを、Version2 においても継承した。 
古紙の利用促進は、申込者だけでは成り立つものではなく、ユーザーの積極的な関与が

必要である。使用後の印刷物を、ユーザーが適正に古紙回収に出すことにより、使用後の

印刷物の資源としての価値は高まる。F‐9 の項で述べたとおり、本基準の認定商品として、

エコマークが付いた印刷物であれば、表紙・口絵、本文、付録まで、全て「紙」へのリサ

イクルが可能となる。この特性は、古紙リサイクルにおいて、ぜひ利用されて欲しい。従

って、消費者にリサイクルを促すことのできるコメントを表示することが望ましいとして、

本項目は基準を策定する項目として選定された。 
なお、分別方法まで踏み込んだ情報表示が望ましいとの意見も挙げられたが、自治体毎

に分別方法が異なっているのに対して印刷物が全国に自由に流通することを考えると、一

律のコメントを記載することは現実的ではないという判断により、特段の記載は行わない

こととした。 
 
4‐2 品質に関する基準と証明方法について 

Version1 と同様に、Version2 においても、最終成果物である印刷物としての品質基準

を設定し、用紙と印刷インキといった構成材料に対する品質基準は設定しないこととした。

これらの品質については、それぞれの商品類型の認定基準において、取り扱うこととする。 
 
5．その他 

印刷物を対象とする商品類型の設定にあたり、印刷内容の扱いが議論となり、公序良俗

に反する、つまり有害性があると考えられる内容（暴力表現、ポルノ、海賊版、差別表現

など）の印刷物をエコマークの対象とすることは好ましくないとの意見が、Version1 の検

討において挙げられた。しかし実際の審査にあたっては、どこからが「好ましくないか」

という判断が一貫性を持たない（人によって厳しくなったり、緩くなる）。また、雑誌など

の場合、連載回によって内容が変わるために判断はさらに難しい。結論として、内容につ

いては事務局・審査委員会側での評価が事実上困難ということもあるため、公平な審査を

確保する意味から、品質に関する基準ではなく「5．商品区分、表示など」に理念的に盛

り込むことに留め、運用上の評価は、刑法などに基づく裁判所の判断にしたがうものとさ

れた。Version2 においても、本運用に基づくこととする。 
著作権への侵害についても Version1 と同様、エコマーク認定商品において当該行為が

明確となった場合、認定取り消し処分などが必要との考えから、申込審査においては対象

外として扱うこととする。 
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エコマーク商品類型 No.120「紙製の印刷物 Version2」付属証明書（案） 

 
 

本付属証明書は、エコマーク商品類型 No.120「紙製の印刷物 Version2」（案）のエコマーク使

用申込を行う場合に、「エコマーク商品認定・使用申込書」とともに提出して下さい。 
 
 

申込日：平成  年  月  日 

申込ブランド名  

申込者 
（会社名） 
 
 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」欄の各証明書をご用意下さい。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。 

3．「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。 
※ 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。 
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「4．認定の基準と証明方法」を満たすために必要な証明書類 

 

4‐1．環境に関する基準と証明方法 
認定基準 

項目番号 

記入欄 

※ 該当する□にチェックを入れて下さい 

必要な 

添付証明書 

添付証明書の

発行者 

[印刷物に使用される紙] 

□ a  ／  □ b 
 

［紙へのリサイクルに不向きな加工紙への該当］ 

□ 別表 2 の加工紙に該当しない。 
□ 別表 2 の加工紙に該当する。 
 

※ □へのチェックにより証明とします。 

－ － 

□ エコマーク認定用紙である。 
[商品ブランド名]： 
[認定番号]： 

－ － 

a の 
場合 

□ エコマーク認定用紙ではない。 
※ 右記記入表を提出して下さい。 

記入表 120‐A 製紙事業者 

□ エコマーク認定用紙である。 
[商品ブランド名]： 
[認定番号]： 

－ － [本文に 
使用する 
用紙] □ エコマーク認定用紙ではない。 

※ 右記記入表を提出して下さい。 
記入表 120‐A 製紙事業者 

[本文以外に使用する用紙] 

 

※ 右記記入表を提出して下さい。 
記入表 120‐A 製紙事業者 

4-1.(1)  
用紙 

b の 
場合 

[印刷物全体の古紙パルプ配合率・塗工量] 

 

※ 右記記入表を提出して下さい。 

記入表 120‐B 申込者 

［紙へのリサイクルに不向きなインキ類への該当］ 

□ 別表 2 のインキ類に該当しない。 
□ 別表 2 のインキ類に該当する。 
 

※ □へのチェックにより証明とします。 

－ － 

［出版物及び印刷物に使用される印刷インキ］ 

□ ①エコマーク認定印刷インキである。 
□ ②エコマーク認定印刷インキではない。 
 
※ ②の場合は、右記記入表を提出して下さい。①の場合

は、当該用紙の「商品ブランド名」及び「認定番号」を下欄

に記入下さい。（書ききれない場合は別紙に記載して下さ

い。） 

記入表 120-C 
印刷インキ 

メーカー 

4-1.(2) 
印刷インキ 

①の場合 

[商品ブランド名]： 

[認定番号]： 

－ － 

［環境法規の順守］ 

印刷事業者名：［                              ］ 
製本事業者名：［                              ］ 

 

※ 書ききれない場合は、別紙に記載して下さい。右記記入

表を提出して下さい。 

記入表 120‐D 

印刷工場 

および 

製本工場 

記入表 120‐E-(A) 印刷工場 

4-1.(3) 
環境法規の順守と

製造工程における

環境配慮 

［製造工程における環境配慮］ 

 

記入表 120-E‐(B) 
製本工場 

（表面加工工場・

製本加工工場） 
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認定基準 

項目番号 
記入欄 

※ 該当する□にチェックを入れて下さい 

必要な 

添付証明書 

添付証明書の

発行者 

［印刷物資材の古紙リサイクル適性］ 

□ 別表 4 の印刷物資材以外のみ使用。 
□ 別表 4 の印刷物資材以外の使用がある。 
 
※ □へのチェックにより証明とします。 

－ － 

4-1.(5) 
印刷物資材 

［難細裂化 EVA 系ホットメルト、リサイクル対応型シール粘

着剤・剥離紙の使用］ 

□ 難細裂化 EVA 系ホットメルトを使用している。 
□ リサイクル対応型シール粘着剤・剥離紙を使用して

いる。 
 

※ □へのチェックがある場合は、右記試験結果を提出して

下さい。 

第三者または 

印刷物資材メーカ

ーによる試験結果 

もしくは認定証 

第三者または 
印刷物資材メ

ーカー 

 

4‐2．品質に関する基準と証明方法 
認定基準 
項目番号 

記入欄 
※ 該当する□にチェックを入れて下さい 

必要な添付証明書 
添付証明書の

発行者 

①②に該当： 

該当する品質規格に 適合

していることを示す 試験結

果など 

記入表 120‐F 

③に該当： 

自社規格に適合しているこ

とを示す試験結果など(自

社規格の内容、試験結果

など) 

4-2.(1) 
品質 

［該当する品質規格］ 
 
□ ①日本工業規格など 
□ ②業界が定めた自主的な品質規格 
□ ③自社で定めた品質規格 
 
①②の場合 
該当する規格の名称 
（                             ） 

記入表 120‐F 

印刷工場 
および 
製本工場 
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「5．商品区分、表示など」を満たすために必要な証明書類                  
 

認定基準 

項目番号 

記入欄 

※ 該当する□にチェックを入れて下さい 

必要な 

添付証明書 

添付証明書の

発行者 

5.(1) 
違法性 

［印刷された内容について］ 

□ 著作権法、刑法および出版業界自主規制などへの違反

がない。 
□ 著作権法、刑法および出版業界自主規制などに反して

いる。 
 
※ □へのチェックにより証明とします。 

－ － 

5.(5) 
エコマーク表

示予定 

［エコマーク表示の予定］ 

□ ある ／ □ ない 
※ 表示予定がある場合には、以下の点について記載の上、

右記の必要な添付証明書を提出して下さい。 

 

［エコマーク表示予定箇所］ 

□ 製品（印刷物）本体 
□ その他（               ） 
 
[エコマークとのセット表示] 

□ エコマーク認定事業者名（申込企業名） 
□ エコマーク認定番号 
※ 必ずどちらか一方が必要です。 

 

エコマーク表示予

定設計図（原稿可） 申込者 

5.(5) 
リサイクル 
表示 

[不要となったら回収リサイクルに出すことを促す表示]  

□ している 
□ していない 
 

表示予定設計図 
（原稿可） 申込者 
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記入表 120‐A 

（財）日本環境協会 エコマーク事務局 御中 

紙質証明書 

 
発行日：平成  年  月  日 

（発行者：会社名） 
 

印（社印を捺印） 
* 発行者は製紙事業者 

 
以下の内容の紙材料を（エコマーク商品製造者名）に供給することを証明致します。 
 

紙材料の銘柄  

古紙パルプ配合率                   ％ 

塗工量（両面合計値）                  g/㎡ 

（塗工がない場合、0g/㎡と記入） 
 

片面の塗工量（最大値）             g/㎡ 

白色度 
(非塗工紙の場合のみ） 

               ％ 
□ ハンター方式／□ ISO 白色度 

（該当する事項をチェックして下さい） 

蛍光増白剤使用量 □ 使用なし／□ 使用あり 
（該当する事項をチェックして下さい） 

※ 使用ありの場合、使用量を報告 
（製造時の用水、または紙に対して）            （   ・単位） 

塩素ガス漂白 □ 使用なし／□ 使用なし 

エコマーク商品類型 No.107「印刷用紙

Version2」別表 2 のアミンの１つ以上を生

成する可能性があるアゾ着色剤 
（本紙 1kg 当たりの使用量） 

          □ 使用なし／□ 使用あり 
 
① 使用ありの場合、使用量を報告（  mg／kg） 
 
② 30mg／kg を超える使用量の場合、計算上、すべての

可能性において、別表 2 のアミンの 1 つ以上が本紙 1kg
当たり 30mg を超えて検出されないことを示す説明資

料を提出 
 
③ ドイツ食品日用品法第 35 条に基づく公的試験法集成

で定められた分析方法により、別表 2 のアミンの 1 つ以

上が本紙 1kg 当たり 30mg を超えて検出されないこと

を示す証明書を提出 
※ 上記の数値は、具体的数値をご記載ください。 
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記入表 120‐B 

（財）日本環境協会 エコマーク事務局 御中 

印刷物における古紙パルプ配合率・塗工量 

 
記入日：平成  年  月  日 

（発行者：会社名） 
 

印（社印を捺印） 
* 発行者は申込者 

型式：                          について、以下の内容を証明致します。 

(1) 古紙パルプ配合率 （上記型式で古紙パルプ配合率が一番低い発行号） 

分類 用紙の銘柄 

当銘柄の 1 枚当り

の紙の重量［g］ 

（A） 

当銘柄の

使用枚数

(B) 

当銘柄の紙の 

重量［g］ 

(C)＝(A)×(B) 

当銘柄の 

古紙パルプ 

配合率％(D) 

当銘柄の 

古紙パルプ重量［g］ 

(E)＝(C)×(D) 

①      

②      

表紙 

③      

①      

②      

口絵 

③      

①      

②      

本文 

③      

①      

②      

付録 

③      

①      その他 

②      

合計  (F)  (G) 

 
古紙パルプ全重量（G）／使用した紙の全重量（F）×100％＝  ≧70％ 

 

(2) 塗工量 （上記型式で塗工量が一番高い発行号） 

分類 用紙の銘柄 

当銘柄の 1 頁（枚）

当りの紙の面積 

（片面）［㎡］（A） 

銘柄当りの

頁（枚）数

(B) 

当銘柄の片面の

合計面積［㎡］ 

(C)＝（A）×（B） 

当銘柄の両面 

塗工量［g/㎡］ 

(D) 

当銘柄の 

塗工剤重量［g］ 

(E)＝(C)×(D) 

①      

②      

表紙 

③      

①      

②      

口絵 

③      

①      

②      

本文 

③      

①      

②      

付録 

③      

①      その他 

②      

合計  (F)  (G) 

 
全塗工剤重量[g]（G）／使用した紙の全片面積[㎡]（F）×（1/2）＝  ≦17g／㎡
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記入表 120‐C 

（財）日本環境協会 エコマーク事務局 御中 

印刷インキについての証明書 

 
発行日：平成  年  月  日 

（発行者：会社名） 
 

印（社印を捺印） 
* 発行者は印刷インキメーカー 

 

（全項目をご記入の上、申込時に必ずご提出下さい。なお、選択項目は該当するものを○印などで囲んで下さい） 

□ エコマークNo.102「印刷インキ」対象範囲のインキ 

[該当するものを囲んで下さい] 

平版インキ（オフセット輪転インキ・枚葉インキ） 

新聞インキ 

グラビアインキ（溶剤型・水性型） 

樹脂凸版インキ（溶剤型・水性型） 

その他のインキ 

紫外線硬化型の印刷インキ 

金インキ（オフセット輪転インキ・枚葉インキ） 

銀インキ（オフセット輪転インキ・枚葉インキ） 

⇒ No.102「印刷インキ」 
「4‐1.環境に関する共通

認定基準」(3)(4)(5)以外を満

たすこと。 申込印刷インキの区分 
 

（該当する□にチェッ

クを入れて下さい。） 

□ エコマークNo.102「印刷インキ」対象範囲外のインキ ⇒ No.102「印刷インキ」 
「4‐1.環境に関する共通

認定基準」(1)(2)(6)および「4
‐2.環境に関する個別認定

基準」(10)を満たすこと。 
 
4‐1.(1) 化学物質 

MSDSの添付 あり／なし 申込印刷インキのMSDSを添付して下さい。 

  
4‐1.(2) 化学物質 

食品包装材料用印刷インキに関する自

主規制 
適合する／しない 

 
4‐1.(6) 組成成分 

ハロゲン系元素を含む樹脂の使用   ハロゲン系元素を含む樹脂の使用      あり／なし 

 
4‐1.(7) 乾燥性 比較データ（単位は任意） 

従来の印刷インキの乾燥特性 （単位：     ）

申込印刷インキの乾燥特性 （単位：   ）
自社または第三者機関が発行する試験成績証明書を

添付して下さい。 

※ 平版インキおよび新聞インキのうち、印刷時の加熱乾燥工程の無いものは記入不要 
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記入表 120‐C（つづき） 
 

4‐2.(8)(9)(11)～(13)(14)～(16)(18)(19)組成成分 

溶剤中の芳香族成分 
       ％ 

JIS K2536 による試験結果または溶剤供給元の試

験成績証明書を添付して下さい。 
植物油の使用   あり／なし 
再生材料の使用  あり（再生材料名       ）／なし 
石油系溶剤  ％  

平版インキ、新聞インキ、 
その他のインキ 
 
（紫外線硬化型の印刷インキにつ

いては、該当の項目のみ記入して下

さい） 
VOC 成分 
       ％ ガスクロマトグラフによる試験成績証明書 

芳香族系有機溶剤の量 
        ％  

VOC 成分 
          ％ ガスクロマトグラフによる試験成績証明書 

印刷時 VOC 成分 
       ％ 

取扱説明書、製品ラベルなどへの表示箇所、内容を

添付して下さい。 

グラビアインキ、 
樹脂凸版インキ 
 

トルエン、キシレンの使用     あり／なし 

 
4‐2.(10)(17)(20) 脱墨 

 適合する／しない 
再生紙を製造する工場または工業試験場が発行す

る試験結果などの証明書を添付して下さい。 
（※4-2.(20)は複数の証明書を添付） 脱墨時の環境負荷が従来印刷イン

キと同等 
（該当するものを囲んで下さい） 4-2.(20)のみ記入 

4-2.(20)のみ記入 
脱墨性に配慮した設計、および古紙リサイクルの阻

害要因とならない旨を説明する証明書を添付して

下さい。 
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記入表 120‐D 

（財）日本環境協会 エコマーク事務局 御中 

環境法規順守証明書 

 
発行日：平成  年  月  日 

（発行者：会社名） 
 

印（社印を捺印） 
* 発行者は最終製本工場 

 

下記の事項に適合していることを証明します。 

 

記 

 

大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害物質の排出などについて、関連する環境法規およ

び公害防止協定などを申込時より過去 5 年間（※）順守していること。 
 

遵守している環境法規名 備考 

□ 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  

□ その他 ① ※ 工場が該当する法律名を記載すること 
□ その他 ② ※ 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 

□ その他 ③ 例）○○県○○環境保全条例 

□ その他 ④ 例）○○市公害防止協定 

 

（※）創業以来違反がないという内容でも結構です 

 

※ 本証明書の発行日の有効期限は、製品のエコマークへの申込より 3 ヶ月程度とします。  
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記入表 120‐E‐(A) 

（財）日本環境協会 エコマーク事務局 御中 

製造工程における環境に配慮した取組み（印刷工程） 

 
発行日：平成  年  月  日 

（発行者：会社名） 
 

印（社印を捺印） 
* 発行者は印刷工場 

以下の項目について、環境に配慮した取組みを行なっていることを証明します。 

◆ チェック項目 A「印刷工程」                              ※ 該当する□欄にチェックして下さい。 
1）製版（プリプレス）‐製版‐ チェック欄 

※「①‐A」と「①‐B」は、どちらか片方を選ぶこと。 □A／□B 

①‐A 工程のデジタル化（DTP 化）率が 50％以上であって、省資源及び廃棄物の発生を抑制している。 

* 評価式 ＝［DTP 作業を行った製版業務件数］／［全製版業務件数］ 
* DTP 作業を行った製版業務の定義： 1 受注業務における製版作業のうち、総版数または版面積の 50％
以上が DTP により作業していれば DTP 作業を行った製版業務とする。  

□ はい 

□ いいえ 

①‐B 製版フィルムを使用する工程において、省エネ・省資源の取組みとして、廃液及び製版フィルムから銀の

回収等を 100％行っている。 

* 評価式 ＝［銀回収等を行った製版廃液＋製版フィルムの量］／［全製版廃液＋製版フィルムの発生量］ 
 ※ 原則は 100％実施であるが、数％は誤差とみなして良い。  

□ はい 

□ いいえ 

2）製版（プリプレス）‐刷版‐  ※本項目は、アルミ基材の印刷版を使用している場合のみ適用 チェック欄 

※ アルミ基材の印刷版の使用の有無 □ 使用あり 

□ 使用なし 

② 省エネ・省資源の取組みとして、印刷版（アルミ基材のもの）のリサイクルを 100％行っている。 

* 評価式 ＝［リサイクルを行っている印刷版（アルミ基材）枚数］／［全印刷版（アルミ基材）使用枚数］ 
※ 原則は 100％実施であるが、数％は誤差とみなして良い。  

□ はい 

□ いいえ 

3）印刷（プレス）‐枚葉印刷‐  ※本項目は、枚葉印刷を使用している場合のみ適用 チェック欄 

※ 枚葉印刷の使用の有無 □ 使用あり 

□ 使用なし 

③ VOC 発生抑制の取組みとして、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等の VOC 発生抑制策を講じている。 □ はい 

□ いいえ 

④ 廃棄物の排出抑制やリサイクルの取組みとして、損紙等の製紙原料へのリサイクル率が 80％以上である。 

* 評価式 ＝［製紙原料へのリサイクル量］／［印刷工程からの損紙等排発生量］ 
* 損紙等の定義： 印刷工程から発生する損紙、残紙をいう。他の工程から発生する損紙等は含まない。 
* 製紙原料へのリサイクル量： 製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル（RPF や熱回収等）を含めて

はならない。  

□ はい 

□ いいえ 

4）印刷（プレス）‐輪転印刷‐ ［輪転印刷を使用している場合のみ適用］ チェック欄 

⑤ VOC 発生抑制の取組みとして、熱風乾燥印刷の場合、VOC 排出処理装置（脱臭装置）を 100％設置し適切に

運転・管理している。または、UV 印刷などの VOC 発生が低い印刷方式を採用している。 
□ はい 

□ いいえ 

⑥ 廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等の VOC 発生抑制策を講じている。 □ はい 

□ いいえ 

⑦ 廃棄物の排出抑制やリサイクルの取組みとして、損紙等の製紙原料へのリサイクル率が 80％以上である。 

* 評価式 ＝［製紙原料へのリサイクル量］／［印刷工程からの損紙等排発生量］ 
* 損紙等の定義： 印刷工程から発生する損紙、残紙をいう。他の工程から発生する損紙等は含まない。 
* 製紙原料へのリサイクル量： 製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル（RPF や熱回収等）を含めて

はならない。  

□ はい 

□ いいえ 
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記入表 120‐E‐(B) 

（財）日本環境協会 エコマーク事務局 御中 

製造工程における環境に配慮した取組み（製本工程） 

 
発行日：平成  年  月  日 

（発行者：会社名） 
 

印（社印を捺印） 
* 証明の発行者（以下の□にチェックして下さい。） 

□ 表面加工と製本加工を同一工場で行っている 

□ 表面加工のみを行っている。 

□ 製本加工のみを行っている。 

 

 

以下の項目について、環境に配慮した取組みを行なっていることを証明します。 

◆ チェック項目 B「製本工程」 

※ 該当の場合は、□欄にチェックして下さい。 
5）加工‐表面加工‐ チェック欄 

⑧ VOC 発生抑制の取組みとして、アルコール類を濃度 30％未満で使用している。 □ はい 

□ いいえ 

⑨ リサイクル推進の取組みとして、損紙等の製紙原料へのリサイクル率が 80％以上である。 

* 評価式 ＝［製紙原料等へのリサイクル量］／［工程からの損紙等発生量］ 
* 損紙等の定義： 光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルムをいう。他の工程から発生する

損紙等は含まない。 
* 製紙原料等へのリサイクル量： 製紙原料等へのリサイクルとは、古紙、RPF、樹脂へのリサイクル、

熱回収など全てのリサイクルをいう。  

□ はい 

□ いいえ 

 
6）加工‐製本加工‐ チェック欄 

⑩ 製本工程において、窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制に取組んでいる。 □ はい 

□ いいえ 

⑪ リサイクル推進の取組みとして、損紙等の製紙原料へのリサイクル率が 70％以上である。 

* 評価式 ＝［製紙原料へのリサイクル量］／［工程からの損紙等発生量］ 
* 損紙等の定義： 製本工程から発生する損紙をいう。 
* 製紙原料へのリサイクル量： 製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル（RPF や熱回収等）を含め

てはならない。  

□ はい 

□ いいえ 
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記入表 120‐G 

（財）日本環境協会 エコマーク事務局 御中 

 

品質管理証明書 

 
発行日：平成  年  月  日 

（発行者：会社名） 
 

印（社印を捺印） 
* 発行者は、印刷工場および製本工場 

 

 

 

当社エコマーク認定申込ブランド名（                                      ）
については、別紙*1（実際の品質管理項目を説明する資料）の品質管理項目に基づい

て、商品を管理し、品質管理基準に適合する商品のみを出荷することを証明します。 
 
 
別紙*1） 

① JIS などの品質規格、または自社で定めた品質規格 

② 品質規格に基づく試験結果 

 


