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1．認定基準制定の目的 

プリンタは、事業所および家庭で広く使用されている機器である。以下の項目に配慮

された機器の普及により、環境負荷が低減することを目的とした。 
○機器および消耗品の 3R設計 （資源循環） 
○トナーカートリッジ、インクカートリッジなどの使用済み消耗品の回収と再資源化

（資源循環） 
○機器使用時の省エネルギー（地球温暖化影響物質排出の低減） 
○低騒音、VOC類の放散の抑制 （機器使用時の快適な環境、健康影響への配慮） 
○有害物質の使用の制限と削減（有害物質の抑制） 
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近年のプリンタの市場動向として、複写機能やファクシミリ機能を兼ね備える複合機

の急成長、白黒機が主体だった電子写真方式におけるカラー機の増加、コンピュータを

介さないタイプのプリンタや写真専用機など新規の製品領域の形成があげられる。これ

らの新領域の製品については、段階的に基準を強化していく手法を取った。 
さらに、プリンタの国際流通商品としての特徴に鑑み、海外エコラベルとの国際調和に

も配慮した。 
 
 
２．適用範囲 

主に事務所および家庭で一般に使用されるプリンタを対象とする。(社)電子情報技術
産業協会の「プリンタカタログ用語集(平成 16 年 3 月版)」の分類に従い、分類 A とし
てドットインパクト方式、感熱方式およびインクジェット方式、分類 Bとして電子写真
方式のプリンタを対象とする(図１の対象範囲を参照のこと)。また、主機能をプリンタ
とする複合機、メモリカードやデジタルカメラから直接情報を受信できるプリンタも対

象に含む。交通機関の券売機、待ち人数などの整理券発行機、レジスタ機、医療や図書

館の検索機器などは対象から除く。 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
図 1 適用範囲(「プリンタカタログ用語集(平成 16年 3月版)」による) 
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３．用語の定義 
インクカートリ

ッジ 
インクを充填した印字のためのカートリッジ。 

インクリボンカ

ートリッジ 
インクが塗られたリボンを収納した印字のためのカートリッジ。 

インクモジュー

ル 
インクカートリッジ、インクリボンカートリッジ 

印刷速度 モノクロプリンタの能力については ISO/IEC 10561:1999により決定
される１分あたりの印刷枚数(PPM)。ただし、カラープリンタの能力
については規定がないため、各メーカ独自の方法によるものとする。 

 (参考：G購入法) 
1分当たりの印刷枚数(PPM)をいう。 
大判プリンタを除くプリンタについては、A4サイズの用紙におけ
る印刷速度とする。また、大判プリンタについては、当該機器の最

大サイズの 1分当たりの印刷枚数を次のようにA4サイズの用紙の印
刷枚数に換算して印刷速度を算定する。 

a. A2サイズの用紙は、印刷枚数を 4倍すること。 
b. A1サイズの用紙は、印刷枚数を 8倍すること。 
c. A0サイズの用紙は、印刷枚数を 16倍すること。 

裏面印刷     一度表面を印刷した用紙を同じ機器で給紙トレーなどに挿入し、その
裏面を再度印刷すること。 

大判プリンタ  A2版以上の印刷機能を有するプリンタ。 
画像再生速度             複写機能を有する複合機について、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。 

機械部品 電気・電子サブアッセンブリに含まれておらず、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)。 
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。 
コポリマ 共重合体。二種類以上の単量体の重合体。 
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

へ投入された機器あるいは消耗品の質量、または回収した機器あるい

は消耗品の質量のうち、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。 
再使用部品       過去に使用され、再度使用されている部品。  
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

へ投入された機器あるいは消耗品の質量、または回収した機器あるい

は消耗品の質量のうち、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。 
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。   

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。 

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 
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。 
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。 
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。 
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。 

電池 一次電池および二次電池。一次電池とは放電が一回のみの電池であ

り、二次電池とは充電して繰り返し使用可能である電池。 
複合機 プリンタの機能を標準で有し、さらにコピー、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。  
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。 
プリンタ パラレルポートまたは USB インターフェースまたはネットワークイ

ンターフェースなどから受信した情報を紙面等に出力する画像出力

機器。また、メモリカードやデジタルカメラなどの媒体を介し直接プ

リントする機器も含む。   
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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。 
保守部品 製品の機能・性能を維持するために不可欠な補修用部品。 
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。 

ホモポリマ  単独重合体。単独種の単量体の重合体。 
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。 
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。 
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。 
両面印刷 自動的に両面に印刷すること。 
連続用紙 コンピュータ出力用として使われる、連続的につながった用紙。箱に

折りたたむために一定長で折りミシンを有している 
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．認定の基準と証明方法 

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
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る。  
 
4-1.環境に関する基準と証明方法 
4-1-1 機器本体の 3R設計 
(1)機器は、別表 1の「機器本体および消耗品の 3R設計」に適合すること。  

【証明方法】 
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「機器本体および消耗品
の 3R設計」へ必要事項を記入し、提出すること。  

 
(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。  
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および使用しているプラスチック材料

のリスト(記入例 A)を提出すること。 
 
(3)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

リサイクルを妨げない素材であること。 
【証明方法】 
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、ラベル、マーキング、ステッカー等の貼付がある場合は容
易な分離の可否、材質を明記したものを提出すること。 

 
4-1-2 プラスチック材料に関する要求 
(4) プラスチック製筐体部品およびプリント基板は、多臭化ビフェニール(PBB)、多臭化ジ
フェニルエーテル(PBDE)および塩化パラフィン(鎖状炭素数が 10～13 で含有塩素濃度
が 50％以上)を処方構成成分として添加していないこと。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(5)鉛、カドミウムまたは水銀を含むプラスチック添加剤、顔料を処方構成成分として添加
していないこと。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(6)少なくとも部品の一つは、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
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していること。再生プラスチック部品を使用の場合、以下の a.～ c.の事項についての仕
様を報告すること。 
 a.再生プラスチック使用部品名 
 b.再生プラスチック使用部品重量 
 c.再生プラスチックの割合(設計上の値とし、○％、○～○％、○％以上などいずれも可
とする。) 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および再生プラスチック部品を使用の

場合、再生プラスチックの a～cを報告すること。事務局からの求めに応じて、再生
プラスチックの種類(自社製品回収ポストコンシューマ材料、オープンポストコンシ
ューマ材料、プレコンシューマ材料)などに関するヒアリングに応じること。 

 
(7) 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。 
・(10)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および 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 使用済み製品(本商品類型で対象とするプリンタおよびプリンタを主機能とする複合

機)の回収の仕組みがあること。それらの回収率*1について報告すること。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％以上が再資源化され、かつ 50％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再資源化さ

れる各質量の合計、あるいは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、再資源化および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 50g以上の筐体プラスチック部品 1点以上に再生プラスチック部品を使用すること。
この部品中の回収材*3の割合は 10％以上であること。 
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*1回収率 ｢分母：同一製品群の直近 1年間のプリンタ出荷台数｣、｢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)のプリンタ回収台数｣
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製品(No.117｢複写機｣および No.122 ｢プリン

タ｣における対象範囲)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。 

     

【証明方法】 
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(9)該当物質の添加の有無、処方構成成分として使用される難燃剤の名称と CAS 
No.を明記し提出すること。名称と CAS No.の報告が不可の場合は、「ISO1043-4:1998 
(JIS K 6899 -4:2000)」コード番号の標記方法に準じた記載を明記すること。4-1(7)およ
び(9)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・再資源化・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、再資源化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. 再資源化率およびマテリアルリサイクル率の算出結果(分母と分子の数値を記載のこ



122V2 基準 A  

9/22 

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、再資源化率および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 該当する部品のリスト、それぞれの名称、重量、回収材の割合を記載すること。 

 
(8) 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。 
・(10)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

JIS K 6899 -4:2000)」コード番号の標記方法に準じた記載の提出でも可とする。この代
用を認めることについては本認定基準の有効期間内に再度検討を行う。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および 4-1-(7)の【証明方法】に記載
する証明書類を提出すること。 

 
(9) 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。 
・(10)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。 
さらに、認定基準 4-1(7)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。 
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【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および 4-1-(7)の【証明方法】に記載
する証明書類を提出すること。 

 
(10) プラスチック部品は ISO1043第 1～4部(一致規格 JISK 6899 -1～4)の考慮のもとで

ISO11469(一致規格 JIS K 6999 2004)によるマーキングを施すこと。ただし、25g未満
または平ら面積が200mm2未満の部品または再使用するプラスチックはこの限りではな

い。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。事務局からの要請があればプラスチッ

クのマーキング部品リスト(記入例 1)を提出すること。 
 
4-1-3 電池 
(11) 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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(12) 機器に取り付けられている電池は、その電池が寿命となったときや修理のときなどに

実装されているプリント基板などの全体を交換することなく、電池の交換または取り

外し可能であること。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
4-1-4インク 
(13)インクの重金属に関しては、鉛、水銀、六価クロム、ニッケル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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、インクのサプライヤが発行す

る該当物質の添加の有無記載のリスト(記入例 2)を提出すること。 
 
(14)インクのアゾ着色剤に関しては、1 つ以上のアゾ基の分解(ドイツ食品日用品法第 35

条に基づく公的試験法集成による)によって、表 1 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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、4-1-(13)の【証明方法】に記
載する証明書類(記入例 2)を提出すること。 
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表 1 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．

1 4-アミノジフェニル 92-67-1 
2 ベンジジン 92-87-5 
3 4-クロロ- o-トルイジン 95-69-2 
4 2-ナフチルアミン 91-59-8 
5 o-アミノアゾトルエン 97-56-3 
6 2-アミノ-4-ニトロトルエン 99-55-8 
7 p-クロロアニリン 106-47-8 
8 2,4-ジアミノアニソール 615-05-4 
9 4,4’-ジアミノジフェニルメタン 101-77-9 

10 3,3’-ジクロロベンジジン 91-94-1 
11 3,3’-ジメトキシベンジジン 119-90-4 
12 3,3’-ジメチルベンジジン 119-93-7 
13 3,3’-ジメチル-4,4’-ジアミノジフェニルメタン 838-88-0 
14 p-クレシジン 120-71-8 
15 4,4’-メチレン－ビス－(2-クロロアニリン) 101-14-4 
16 4,4’-オキシジアニリン 101-80-4 
17 4,4’-チオジアニリン 139-65-1 
18 o-トルイジン 95-53-4 
19 2,4-トルイレンジアミン 95-80-7 
20 2,4,5-トリメチルアニリン             137-17-7 
21 o-アニシジン 90-04-0 
22 4-アミノアゾベンゼン 60-90-3 

 
(15)インク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。 
・ R40(発がん性の限定的な証拠がある) 
・ R45(発がん性がある) 
・ R46(遺伝可能な損害を引き起こす可能性がある) 
・ R49(吸入すると発がん性がある) 
・ R60(生殖能力に危害を与える可能性がある) 
・ R61(胎児に危害を与える可能性がある) 
・ R62(場合によっては生殖能力に危害を与える可能性がある) 
・ R63(場合によっては胎児に危害を与える可能性がある) 
・ R68(不可逆的な危害の可能性がある) 

b. 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。 

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
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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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、4-1-(13)の【証明方法】に記
載する証明書類(記入例 2)を提出すること。 

 
(16)インクに関し、Ames試験において陰性であること。 

【証明方法】 
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。 
試験報告書は、以下の項目が含まれていればよい。 
・試験実施機関名、・被験物質名称、・試験実施期間、・使用菌株、・試験結果 

 
(17)インクのMSDS(化学物質等安全データシート)を備えていること。 

【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。およびインクのサプライヤが発行する

MSDSを提出すること。 
 
4-1-5インクカートリッジおよびインクリボンカートリッジ 
(18)インクカートリッジおよびインクリボンカートリッジは別表 1 の「機器本体および消

耗品の 3R設計」に適合すること。 
【証明方法】 
本項目への適合をはじめ、消耗品の種類、型番を付属証明書に記載すること。および

別表 1「機器本体および消耗品の 3R 設計」へ必要事項を記入し、提出すること。 
 
(19) インクカートリッジおよびインクリボンカートリッジのプラスチック製部品には、多

臭化ビフェニール(PBB)、多臭化ジフェニルエーテル(PBDE)および塩化パラフィン
(鎖状炭素数が 10～13 で含有塩素濃度が 50%以上)を処方構成成分として添加してい
ないこと。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(20) インクカートリッジおよびインクリボンカートリッジのプラスチック製部品には、鉛、
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カドミウムまたは水銀を含むプラスチック添加剤、顔料を処方構成成分として添加し

ていないこと。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(21)インクカートリッジについては、回収のシステムがあること。 

【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。およびインク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。 
 
(22) インク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。回収した部品の、

製品(インクカートリッジ)全体の質量(インクを除く)に対する再使用・マテリアルリサ
イクル率について毎年算出し、把握していること。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。およびインクカートリッジのマテリア

ルリサイクルシステムの証明を明記した証明書を提出すること。また、事務局からの

要請に応じて、年次の再使用・マテリアルリサイクル率を報告すること 
 
(23) 回収したインクカートリッジの再資源化率が製品全体の質量(インクを除く)に対して、

95％以上であること。回収したインクカートリッジ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。 
【証明方法】 
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。 

 
(24) 製品添付書類に、インクカートリッジ、インクリボンカートリッジの取り扱いに関す

る情報として、次の a.～d. に該当する内容を明記していること。 
a. 正しい取扱い方法。 
b. インクが手についた場合および万一、目や口などに入った場合の処置。 
c. 子供の手が届かない場所に保管するべきこと。 
d. 使用後の廃棄方法および/または回収方法。 
【証明方法】 
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。 
 
(25)インクカートリッジおよびインクリボンカートリッジのプラスチック製部品は、一つ
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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、もしくはリサイクル

を妨げない素材であること。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、使用しているプラスチックの

材料リスト(記入例 3)に、ラベル、マーキング、ステッカー等の貼付がある場合は容
易な分離の可否、材質を明記したものを提出すること。 

 
4-1-6揮発性有機化合物(VOC) 
(26) プリンタ動作中の総揮発性有機化合物(TVOC)の測定値を参考値として提出すること。

なお測定方法はブルーエンジェル(RAL-UZ-122:2005)の付録 2 に記載するものとし、
その他の条件は表 2に従うこと。 
カラー機器については、カラー印刷による測定値を 2008年 6 月 1日以降は参考値

として提出すること。 
なお、ここで TVOCとは、RAL-UZ-122:2005の付録 2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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。およびブルーエンジェルの測定方法

(RAL-UZ-122:2005)で測定された実測値を証明書(記入例 4)に記載し、申込み機種ご
とに提出すること。 
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、提出できない場合、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。 

  
表 2 放散試験の測定条件 
種類 用紙 試験原稿 
インクジェット式大

判機または小型機 
A4 またはその製品で印
刷できるフルサイズ 

A4 試験原稿または、A4 試験原稿をそ
の製品で印刷できるフルサイズに拡大

または縮小する。                     

ドットインパクト式 A4 または連続用紙フル
サイズ 

A4試験原稿または、A4試験原稿をそ
の製品で印刷できる連続用紙フルサイ

ズにあわせて拡大または縮小する。 
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4-1-7 用紙 
(27)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。ただし、感熱式プリンタ、連続用紙に対応するプリンタ、大判プリンタお

よび写真用紙のみに対応するプリンタを除く。 
【証明方法】 
本項目への適合ならびに用紙の製紙事業者名・商品ブランド名を付属証明書に記載す

ること。および製紙事業者の発行する古紙パルプ配合率が 100%であることの原料証
明書を提出すること。 

 
4-1-8 修理のための体制、保守部品の供給 
(28) 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。 
a. 修理を受託することの情報提供がなされていること。 
b. 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。 
【証明方法】 
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。  
 
(29) 保守部品の供給期間は当該製品の製造停止後、5年以上とすること。 

【証明方法】 
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。 
 
4-1-9 包装材  
(30)製品の包装に使用されるプラスチック材料は表 3に掲げる特定フロン（CFC5種）、そ

の他 CFC、四塩化炭素、トリクロロエタンおよび代替フロン（ここでは HCFC をさ
す）を使用しないこと。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
表 3 (30)に規定する物質 

トリクロロフルオロメタン ジクロロテトラフルオロエタン 
ジクロロジフルオロメタン クロロペンタフルオロエタン 

特定 
フロン 
(CFC5種) トリクロロトリフルオロエタン  



122V2 基準 A  

16/22 

クロロトリフルオロメタン 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エタン 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エタン トリクロロペンタフルオロプロパン 
ヘプタクロロフルオロプロパン ジクロロヘキサフルオロプロパン 

そ の 他 の

CFC 

ヘキサクロロジフルオロプロパン クロロヘプタフルオロプロパン 
 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 ジクロロペンタフルオロプロパン 

クロロジフルオロメタン クロロヘキサフルオロプロパン 

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

代替 
フロン 
(HCFC) 

トリクロロテトラフルオロプロパン クロロフルオロプロパン 

 
(31) 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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(32) 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。 

【証明方法】 
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
て補足してもよい。 

 
4-1-10 エネルギー消費 
(33) 電力消費は各機器ごとに a. ～e.の基準に適合していること。 

a. インクジェット方式、ドットインパクト方式のプリンタおよびインクジェット方式の
複合機は表 4に示された区分毎の基準を満たすこと。 

b. 大判プリンタおよび大判複合機については表 5 に示された区分毎の基準を満たすこ
と。 
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c. 感熱方式のプリンタについては表 7に示された区分毎の基準を満たすこと。 
d. 感熱方式の白黒複合機については表 8に示された区分毎の基準を満たすこと。 
e. 感熱方式のカラー複合機については表 9に示された区分毎の基準を満たすこと 
測定方法については、 ｢ ENERGY STAR Program requiremet for Imaging 

Equipment(Version1.0)｣による。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、表 4～9に適合していること
の証明書(記入例 5-1、5-2)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、「表 4～9 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。 

 
表 4 インクジェット方式、ドットインパクト方式のプリンタ、インクジェット方式

の複合機に係るスリープモード移行時間、消費電力の基準 
 スリープモード移

行時間 
スリープモード消費電力 

 プリンタ 複合機 インクジェット方式
プリンタ、複合機 

インパクト方

式プリンタ 

スタンバイ時消

費電力 

0<IPM≦10 5分 5分 
10<IPM≦20 15分 15分 
20<IPM≦30 30分 30分 
30<IPM 60分 60分 

3W 6W FAX機能付:2W 
FAX機能無:1W 

 
表 5 大判プリンタ、複合機に係るスリープモード移行時間、消費電力の基準 
 移行 スリープモード消費電力 
 時間 昇華方式プリンタ インクジェット方式プリンタ,複合機 
0<IPM≦30 30分 
30<IPM 60分 

54W 13W 

表 4,5に関する備考 
1) 低電力モードの消費電力が常にスリープモードの消費電力を満たす場合はスリープモー

ドを備える必要はない。また、低電力モードあるいはスリープモードの消費電力が常にス

タンバイモードの消費電力を満たす場合は、それ以上の消費電力低減は必要ない。 
2) 製造事業者のみが設定を調整できる製品最大移行時間を備え、これを 4時間以下にセット

して出荷すること。製品最大移行時間の変更には通常、製品内部の取り扱いを要し、ユー

ザには影響されない。 
3) ネットワーク接続等の機能が出荷時に付加されている製品には、表 4,5に示したスリープ

モード消費電力基準値に、表 6にあげた機能種類による加算値を加えた合計値を基準値と
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して適用する。ただし、主要機能としての加算は最大3個までとする。補助機能としては

付加されている機能すべてについて加算してよい。1個で複数機能を有するインタフェイ

スについては、設計上の主たる機能による加算1回のみとする。ここで主要機能とは、製

品のスリープモード時に接続が継続しているもの、補助機能とはスリープモード時に接続

を無効にできるものを言う。 

 

表 6 機能付加によるスリープモード消費電力基準値への加算値 
  加算値 

付加機能種類 例 主要機能の

場合 
補助機能の場

合 
転送速度 有線データ/ 

ネットワーク

接続ポート <20MHz 

USB1.x 
IEEE488 
IEEE1284/parallel/Centronic
s, RS232 

0.3 0.2 

 20MHz≦ 
<500MHz 

USB2.x 
IEEE1394/Firewire/i.Link, 
100Mbイーサネット 

0.5 0.3 

 500MHz≦ 1Gイーサネット 1.5 0.5 
無線電波によるデータ転送

用データ /ネットワーク接続
インタフェイス 

Bluetooth, 802.11 3.0 0.7 

外付け機器との接続用デー

タ/ネットワーク接続ポート 
フラッシュメモリカード/スマ
ートカードリーダ/カメライン
タフェイス(PictBridgeを含む)
との接続ポート 

0.5 0.1 

赤外線によるデータ転送用

データ /ネットワーク接続イ
ンタフェイス 

IrDA 0.2 0.2 

内部ストレージドライブ ディスクドライブ,DVDドライ
ブ, Zipドライブ 

- 0.2 

CCFL(冷陰極蛍光ランプ)使
用スキャナー装備 

 - 2.0 

非 CCFLのスキャナー装備 LED, ハロゲン, HCFT(熱陰極
管),キセノン, 蛍光管(TL)使用 

- 0.5 

PC ベースのシステム(PC の
重要リソースを使用するこ

とで印刷等が可能になる) 

 - -0.5 

コードレス端末による通信  - 0.8 
メモリ  - 1.0× x [GB] 
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電源の規格 DC出力 
 

複数の電圧供給可能な電源に

ついては、仕様上、上限がなけ

れば全て加算 

- 0.05× (x [W]– 
10) 

 
表 7 感熱方式プリンタのエネルギー消費効率に係る基準 
 KWh/week 
 白黒機器 カラー機器 
0<IPM≦12 1.5 KWh/week 
12<IPM≦50 (0.2 KWh/ipm)x-1kWh 

 
(0.2 KWh/ipm)x+2kWh 

50<IPM (0.8 KWh/ipm)x-31kWh (0.8 KWh/ipm)x-28kWh 
 

表 8 感熱方式の白黒複合機のエネルギー消費効率に係る基準 
 KWh/week 
0<IPM≦20  (0.2 KWh/ipm)x+2kWh 
20<IPM≦69 (0.44 KWh/ipm)x-2.8kWh 
69<IPM (0.8 KWh/ipm)x-28kWh 

 
表 9 感熱方式のカラー複合機のエネルギー消費効率に係る基準 
 KWh/week 
0<IPM≦32  (0.2 KWh/ipm)x+5kWh 
32<IPM≦61 (0.44 KWh/ipm)x-2.8kWh 
61<IPM (0.8 KWh/ipm)x-25kWh 

 
(34) 電源スイッチ「オフ」状態での消費電力は 2Wを超えてはならない。 

【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
4-1-11 騒音 

(35) 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、白黒動作中、およびカラー機器のカラー動作中の各々について表

10を満足すること。ただし、カラー動作時については 2008年 5月 31日までは表示Ａ
特性音響パワーレベル LWAdを参考値として提出することでよい。 

   印刷速度>70の製品およびインクジェット方式の大判機にあっては、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。 
  インクジェット方式および感熱方式の大判機(A2 判以上)の印刷枚数(白黒およびカラ

ー)は A4判に換算してよいものとする(エナジースターによる)。また、インクジェット
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方式および感熱方式の小型機の印刷枚数(白黒およびカラー)も同様に A4 換算してもよ
い。なお、インクジェット方式の印刷速度は各社設定条件による。 
【証明方法】 
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 4)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-UZ122:2005の 3.5あるいはRAL-UZ62/85/114:2003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 4)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。 
 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。 

 
表 10 騒音に係る基準 

表示Ａ特性音響パワーレベル LWad （B）  
白黒   カラー   

インクジェット方式 
・感熱方式 

≦0.035×Sbw +5.9 
かつ 
≦7.5 

パラレル機： 
 ≦0.03×Sco＋6.1 

 

ドットインパクト方式 ≦7.2 ― 

Sbw：白黒印刷時の印刷速度, Sco：カラー印刷時の印刷速度 
 

4-1-12印刷用紙使用量の削減 
(36) 印刷用紙の使用量を削減できる機能(縮小印刷、または裏面印刷など)を有すること。 

【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
4-1-13 製品添付書類 
(37)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。 
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c. 使用用紙の古紙パルプ配合率が 70％以上であること。 
ただし、海外で印刷されるものについては、a に適合すること、かつｂまたは c の

項目に適合することとする。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(38) 以下の a.～g .のユーザ情報を製品添付書類に明記すること。 

a. 機器の設置条件 
b. インクカートリッジの回収、再資源化または廃棄物処理情報、インクリボンカー
トリッジ等の廃棄物処理情報 

c. 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 

d. 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(連続用紙に対応する
プリンタ、大判プリンタおよび写真用紙のみに対応するプリンタは除く) 

e. 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 
f. 印刷用紙の使用量を削減できる機能を有すること 
g. 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) 
【証明方法】 
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。 

 
4-1-14 製造に関する基準 
(39) 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

ための洗浄では表 3 に掲げる特定フロン（CFC5 種）、その他 CFC、四塩化炭素、ト
リクロロエタンおよび代替フロン（ここでは HCFCをさす）を使用しないこと。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(40)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。 
【証明方法】 
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
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いて、製品を製造する工場長の発行する証明書 (記入例 6)を提出すること。  
 
 
4-2.品質に関する基準と証明方法 
なし。  
 
５．商品区分、表示など 
 (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。以下に一例を示す。 
エコマーク商品類型 No.122「プリンタ」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。 

 
 

 
   (株)××××(エコマーク使用契約者名) 
 
 
 

エコマーク認定番号 
       第○○○○○○○○号(数字のみでも可) 
 (3) エコマークの表示は、エコマーク事業実施要領に基づき別に定める「エコマーク使用

規定第 7条」に従い、使用すること。 
 (4) 申込商品は、原則として「難燃剤」、「抗菌剤」の使用のないこと。また、「生分解性

プラスチック」の表示のないこと。ただし、特別な事由により使用または表示する場

合においては、「エコマーク事業実施要領」に基づく「難燃剤」、「抗菌剤」および「生

分解性プラスチックの表示」に関する規定を満たすこと。具体的には、エコマーク商

品認定・使用申込書に使用の有無を記載の上、使用のある場合には別紙で規定の書類

を添付すること。 
2007年 5 月 1日 制定(Version2.0) 
2012年 4月 30日 有効期限 

 
本商品類型の認定基準書は、必要に応じて改定を行うものとする。  

 



別表1

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

インクモジュール

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：

A. インクジェット方式、ドットインパクト方式および感熱方式

機器本体および消耗品の3R設計に関するチェックリスト案 A

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

対象の定義

各要求項目は、機器本体および消耗材料のうちの指定されたサブアッセンブ
リーに適用される

力あるいは形状によって互いに結合された2つ以上の部品から構
成されるもの。

実現されなくてはならない項目

実現されることが望ましい項目

　チェックリストの3R設計適合性の項目が満足された場合に、機器本体および
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。

インクカートリッジ、インクリボンカートリッジ

1



付表1　分離して処理すべき物質、調剤および部品

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)

2



３Ｒ設計チェックリスト(機器本体および消耗品)　-分類A. インクジェット方式, 感熱方式, ドットインパクト方式の機器-

Ｍｕｓｔ項目(実現されなくてはならない項目）

分類 No. 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。 機器全体、ランプを含む はい　/　いいえ 部品探索の容易化

3 リサイクルのための分解は一般的な工具だけでできるか。
筐体、シャシ、電気･電子サブアッ
センブリ

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。
筐体部品、シャシ、電気・電子サブ
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
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部
品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

8 製造事業者は試し分解を1から7に従って行い、弱点を中心に記録を取ったか。 機器全体 はい　/　いいえ

材料の選択および
マーキング

9
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、機械
部品

はい　/　いいえ
『類似の機能』とは例えば、｢耐衝撃性｣、｢耐磨耗
性｣といった機能を指す。

再利用・リサイクルの促進

(a) 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。なお、本項目が｢いいえ｣の場合以下を満たすこ
と。

筺体部品、インクモジュール はい　/　いいえ

(b)塗装について、塗装作業者の労働安全衛生、環境への負荷低減に配慮した塗装を行っ
ているか。 筐体部品、インクモジュール はい　/　いいえ

本項目への適合は、(a),(b)のいずれかに｢はい｣がついていれば適合と見なす。

11 高い価値水準でマテリアルリサイクル可能な材料および材料結合を使用しているか。 筺体部品、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。なお、本項目は設計時の意図、目標
を問うものであり、リサイクルの実行の有無につい
ては問わない。

再利用・リサイクルの促進

12 付表１の部品と材料は容易に取り外せるか。 機器全体 再利用・リサイクルの促進

13
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200mm2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

14 材料の選択は9から13に従って行い、記録したか。 筐体、シャシ はい　/　いいえ

長期使用化 15
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

16 インクモジュールは再使用できるか。 インクモジュール はい　/　いいえ 設計上、再使用を妨げてはならないことを指す。 再利用リサイクルの促進

10 再利用・リサイクルの促進

塗装作業者の安全衛生への配慮とは、塗装作業
所における換気・排風、作業者の保護具着用が行
われていることなどをいう。環境への負荷低減への
配慮とは、VOCの大気中への排出抑制について、
除去設備の設置、塗装行程における工夫、低
VOC塗料への代替などを言う。
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分類 No. 要求 対象 実現 解説 ねらい

構造と結合技術 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
リサイクルのために分解すべきすべての結合要素に、軸方向から手が
入るか。

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・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 全分解工程を通して受け面を維持できるか。 ハンドリングすべきユニット 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
指す。
この要求は間接的に階層構造を有するかどうかを
チェックするものである。
ハンドリングすべきユニットとは、例えば＜5kgのユニット
についてはひっくり返すことが可能であり、それ以上の
大きさのユニットのものを指す。

分離・解体の容易化

材料の選択および
マーキング

5
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、インクモジュール 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・リサイクルの推進

6 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。
筐体部品、シャシ、インクモジュー
ル

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・リサイクルの推進

7 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。
筐体部品、インクモジュールの筐
体

はい/いいえ 再利用・リサイクルの推進

長期使用化 8
再生(reprocessed)モジュールまたは部品の再使用が可能であり、許され
ているか。

機器全体 はい/いいえ
製造者の責任のもとで、スペア部品またはETN
（Equivalent to new)部品として、部品を再使用する用
意が無くてはならないことを指す。

再利用・リサイクルの推進

9 インクリボンを除くインクモジュールは色毎の交換が可能か。 インクモジュール はい/いいえ 環境負荷低減の実現

Ｓｈｏｕｌｄ項目（実現が望ましい項目）　-分類A. インクジェット方式、感熱方式、ドットインパクト方式

4
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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 
  「プリンタ Version2.0」 

A.インクジェット方式、感熱方式 
ドットインパクト方式 申込ブランド名  
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申込商品について 

プリンタ 
の種類 

2007年 
エナジー

スターの

区分 

インクジェット方式プリンタ 
ドットインパクト方式プリンタ 
インクジェット方式複合機 
大判プリンタ 
大判複合機 
感熱方式のプリンタ 
感熱方式の白黒複合機 
感熱方式のカラー複合機 

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 （   色） 

2.インク 
モジュール 

□インクカートリッジ型番（          ） 
□インクリボンカートリッジ型番（           ） 

 

3.二次電池 使用が   ある ／ ない  

1. 種類                  □白黒 
                 □カラー （   色） 

2.インク 
 モジュール 

□インクカートリッジ型番（          ） 
□インクリボンカートリッジ型番（           ） 

 

3.二次電池 使用が   ある ／ ない 

1. 種類                  □白黒 
                 □カラー （   色） 

2.インク 
 モジュール 

□インクカートリッジ型番（          ） 
□インクリボンカートリッジ型番（           ） 

 

3. 二次電池 使用が   ある ／ ない 

1. 種類                  □白黒 
                 □カラー （   色） 

2.インク 
 モジュール 

□インクカートリッジ型番（          ） 
□インクリボンカートリッジ型番（           ） 

 

3.二次電池 使用が   ある ／ ない 

1. 種類                  □白黒 
                 □カラー （   色） 

2.インク 
 モジュール 

□インクカートリッジ型番（          ） 
□インクリボンカートリッジ型番（           ） 

 

3.二次電池 使用が   ある ／ ない 

1.種類                  □白黒 
                □カラー （   色） 

2.インク 
 モジュール 

□インクカートリッジ型番（          ） 
□インクリボンカートリッジ型番（           ） 

 

3. 二次電池 使用が   ある ／ ない 

1.種類                  □白黒 
                □カラー （   色） 

2.インク 
 モジュール 

□インクカートリッジ型番（          ） 
□インクリボンカートリッジ型番（           ） 

 

3. 二次電池 使用が   ある ／ ない 
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分析試験場について 

一般原則 

分析試験場はISO/EEC17025（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、ISO9001（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 

ストを執り行うことが認められる。 

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.試験場 ISO/EEC17025に従って運営されている 
□はい 

□いいえ 
揮発性有機化合物（VOC） 

3.製造者 

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 

1.試験場名 
 

 

2.試験場住所 

 

 

 

3.試験場 ISO/EEC17025に従って運営されている 
□はい 

□いいえ 
エネルギー消費 

3.製造者 

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 

1.試験場名 
 

 

2.試験場住所 

 

 

 

3.試験場 ISO/EEC17025に従って運営されている 
□はい 

□いいえ 
騒音 

3.製造者 

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 
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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 

4-1-1 

（1） 

 機器が「機器本体および消耗品の３R 設計」に  

 適合する   

 □ はい 

 □ いいえ 

「機器本体および消耗

品の３Ｒ設計」 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

4-1-1 

（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られている 

 □ はい 

 □ いいえ 

プラスチック材料リスト 

（記入表 A） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

 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 

 レンドにより構成されている 

 

 

 □ はい 

 □ いいえ 

 4-1-1 

（３） 

  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 

 リサイクルを妨げない素材である 

 

 □ はい 

 □ いいえ 

 

 

プラスチック材料リスト 

（記入表 A） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

4-1-2 

（４） 

 プラスチック製筐体部品およびプリント基板は、 

 多臭化ビフェニール(PBB)、多臭化ジフェニル 

 エーテル(PBDE)および塩化パラフィン(鎖状炭 

 素数が 10～13 で含有塩素濃度が 50%以上)を 

 処方構成成分として添加していない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-2 

（５） 

 鉛、カドミウムまたは水銀を含むプラスチック添  

 加剤、顔料を処方構成成分として添加していな 

 い 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

 少なくとも部品の一つは、再使用プラスチック部 

 品を使用している  

 □ はい 

 □ いいえ 

  

 少なくとも部品の一つは、再生プラスチック部品 

 を使用している 

  部品名 （                     ） 

  部品重量 （              ）ｇ 

  再生プラスチック割合 （       ）％ 

 

 □ はい 

 □ いいえ 

4-1-2 

（６） 

  

 事務局からの求めに応じて、再生プラスチックの 

 種類などに関するヒアリングに応じる 

 

 □ はい 

 □ いいえ 
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 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ていない。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 

 （適用除外規定あり） 

 □ はい 

 □ いいえ 

プラスチック材料リスト 

（記入表 A） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 
4-1-2 

（７） 

 適用除外規定ｂ（付表 1 を満たす）に該当する 
 □ はい 

 □ いいえ 

付表 1 で要求する 

証明書類全て 
申込者（担当） 

4-1-2 

（８） 

 25ｇ以上のプラスチック製筐体部品に処方構成 

 成分として添加される難燃剤の成分名称とＣＡＳ 

 No.あるいは「ISO1043-4:1998（JISK6899- 

 4:2000）」コード番号を報告する 

 （適用除外規定あり） 

 □ はい 

 □ いいえ 

プラスチック材料リスト 

（記入表 A） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

 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 67/548EEC 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ている物質 

 を処方構成成分として添加していない 

 （適用除外規定あり） 

 □ はい 

  □Sb2O3 も 

    使用なし 

 □ はい 

  □Sb2O3 のみ 

    使用 

 □ いいえ 

 

プラスチック材料リスト 

（記入表 A） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 4-1-2 

（9） 

三酸化アンチモンについて適用除外規定（付表 1

を満たす）に該当する 

 □ はい 

 □ いいえ 
付表 1 で要求する 

証明書類全て 
申込者（担当） 

 プラスチック部品は 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 

 よるマーキングが施されている 

 （25g 未満または平ら面積が 200ｍ㎡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） 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-2 

（１０） 

 事務局からの要請があればプラスチックの 

 マーキング部品リストを提出する 

 □ はい 

 □ いいえ 
マーキング部品リスト 

（記入例 １）   

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

 電池を使用している 
 □ はい 

 □ いいえ 4-1-3 

（１１）   カドミウム・カドミウム化合物の添加 

  水銀・水銀化合物の添加 

  鉛・鉛化合物の添加 

 □有／□無 

 □有／□無 

 □有／□無 

  

4-1-3 

（１２） 

 機器に取り付けられている電池は、その電池 

 が寿命となったときや修理のときなどに実装され 

 ているプリント基板などの全体を鋼管することな 

 く、電池の交換または取り外し可能である 

 □ はい 

 □ いいえ 

  □電池なし 

  

4-1-4 

（１３） 

 インクに、鉛・水銀・六価クロム・ニッケルおよび 

 その化合物を処方構成成分として添加していな 

 い 

 □ はい 

 □ いいえ 

該当物質の添加リスト

（記入例 ２） 

インクサプライヤ 

（担当） 
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4-1-4 

（１４） 

 インクに、一つ以上のアゾ基の分解によって 

 表 1 のアミンを生成するアゾ着色剤（染料または 

 顔料）を処方構成成分として添加していない 

 □ はい 

 □ いいえ 

該当物質の添加リスト

（記入例 ２） 

インクサプライヤ 

（担当） 

 インクに、認定基準の a～d を処方構成成分とし 

 て添加していない 

 □ はい 

 □ いいえ 

該当物質の添加リスト

（記入例 ２） 

インクサプライヤ 

（担当） 

 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        

    R40 （発がん性の限定的な証拠がある） 

    R45 （発がん性がある） 

    R46 （遺伝的な損害を引き起こす可能性

がある） 

    R49 （吸入すると発がん性がある） 

    R60 （生殖能力に危害を与える可能性が 

        ある） 

    R61 （胎児に危害を与える可能性がある） 

    R62 （場合によっては生殖能力に危害を

与える可能性がある） 

    R63 （場合によっては胎児に危害を与える 

        可能性がある） 

    R68 （不可逆的な危害の可能性がある） 

 の表示が義務付けられている物質 

 ｂ： 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 

 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 

4-1-4 

（１５） 

 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 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 

   

4-1-4 

（１６） 
 インクが Ames 試験において陰性である 

 □ はい 

 □ いいえ 
試験報告書 試験機関 

4-1-4 

（１７） 
 インクが MSDS を備えている 

 □ はい 

 □ いいえ 
インクの MSDS 

インクサプライヤ 

（担当） 

4-1-5 

（１８） 

 インクカートリッジおよびインクリボンカートリッジ 

 が、「機器本体および消耗品の３R 設計」に適合 

 する 

 □ はい 

 □ いいえ 

「機器本体および消耗

品の３R 設計」 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 
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4-1-5 

（１９） 

 インクカートリッジおよびインクリボンカートリッジ 

 のプラスチック製部品には、多臭化ビフェニー 

 ル(PBB)、多臭化ジフェニルエーテル(PBDE) 

 および塩化パラフィン(鎖状炭素数が 10～13 で 

 含有塩素濃度が 50%以上)を処方構成成分とし 

 て添加していない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-5 

（２０） 

 インクカートリッジおよびインクリボンカートリッジ 

 のプラスチック製部品には、鉛・カドミウム･水銀 

 を含む添加剤、顔料を処構成成分として添加し 

 ていない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

 インクカートリッジには回収システムがある 
 □ はい 

 □ いいえ 

インクカートリッジの回

収システムの説明を明

記した証明書 

申込者（担当） 4-1-5 

（２１） 

 □インクカートリッジの使用がない     

 インク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。 

 □ はい 

 □ いいえ 

インクカートリッジのマ

テリアルリサイクルシス

テムを明記した証明書 

申込者（担当） 

 事務局からの要請に応じて、年次の再使用・ 

 マテリアルリサイクル率を報告する 

 □ はい 

 □ いいえ 

インクカートリッジの総

質量（インク除く）、部品

の再使用・マテリアルリ

サイクル率および再使

用・マテリアルリサイク

ル用途を明記した証明

書 

申込者（担当） 

4-1-5 

（２２） 

 □インクカートリッジの使用がない    

 回収したインクカートリッジの再資源化率が 95% 

 以上（インク除く製品全体質量に対して）であり、 

 再資源化できない部分は環境に調和した方法 

 で処理・処分している 

 □ はい 

 □ いいえ 

説明書（再資源化率、

処理能力、処理内容、

など） 

申込者（担当） 4-1-5 

（２３） 

 □インクカートリッジの使用がない    

4-1-5 

（２４） 

 製品添付書類にインクカートリッジおよびインクリ 

 ボンカートリッジの取扱に関する情報として、次 

 の a.～d.を記している 

 a.正しい取扱い方法 

 b.インクが手についた場合および万一、目や口 

   などに入った場合の処置 

 c.子供の手が届かない場所に保管するべきこと 

 d.使用後の廃棄方法および/または回収方法 

 □ はい 

 □ いいえ 

製品添付書類の該当

部分 
 

 インクカートリッジおよびインクリボンカートリッジ 

 のプラスチック製部品は、一つのホモポリマまた 

 はコポリマから作られている 

 □ はい 

 □ いいえ 
4-1-５ 

（２５）  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、もしくはリサイクルを妨げない素 

 材である 

 □ はい 

 □ いいえ 

プラスチック材料リスト

（記入例 ３） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 
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4-1-6 

（２６） 

 プリンタ動作中の総揮発性有機化合物(TVOC) 

 の測定値を参考値として提出する 

 □ はい 

 □ いいえ 

測定方法・実測値 

（記入例 ４） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

 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である  

  メーカー（代表 1 種） ：（            ） 

  銘柄（代表 1 種）：（               ） 

  エコマーク認定番号：（             ） 

 □ はい 

 □ いいえ 

原料証明書 

 

＊エコマーク認定用紙

の場合には省略可能 

製紙事業者 

4-1-7 

（２７） 

 □感熱方式プリンタ、連続用紙対応プリンタ、大 

 判プリンタ、写真用紙のみに対応するプリンタで

ある 
   

 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 

 □ はい 

 □ いいえ 
 

4-1-8 

（２８） 

 体制の整備として以下の点に関する情報提供 

 がなされている 

  ・修理を受託することの情報提供 

  ・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、もしくは 

    必要な情報を提供できるような連絡先 

 □ はい 

 □ いいえ 
製品添付書類の該当

部分 

 

4-1-8 

（２９） 

 保守部品の供給期間は、当該製品の製造停止 

 後５年以上である 

 □ はい 

 □ いいえ 

製品添付書類の該当

部分 
 

4-1-9 

（３０） 

 製品の包装に使用されるプラスチック材料は、  

 表 3 に掲げる特定フロン(CFC5 種）・その他ＣＦ 

 Ｃ・四塩化炭素・トリクロロエタン・代替フロン(ＨＣ 

 ＦＣ)を使用していない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-9 

（３１） 

 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 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-９ 

（３２） 

 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 

 □ はい 

 □ いいえ 

説明書（包装状態、包

装材料、包装材の原材

料名を確認できる説明

および、考慮した内容

の具体的な説明） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

 製品の電力消費は、各機器毎に以下の a～e 

 に適合する（200７年度エナジースター） 

 

 
  

 a.インクジェット方式、ドットインパクト方式のプリ

ンタおよびインクジェット方式の複合機 

      ⇒表４を満たす 

 □ はい 

 □ いいえ 

 b.大判プリンタおよび大判複合機 

      ⇒表５を満たす 

 □ はい 

 □ いいえ  

 c.感熱方式のプリンタ 

      ⇒表 6 を満たす 

 □ はい 

 □ いいえ 

4-1-10 
（３３） 

 d.感熱方式の白黒複合機 

      ⇒表 7 を満たす 

 □ はい 

 □ いいえ 

証明書 

（記入例 5-1） 

または 

（記入例 5-2） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 
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 e.感熱方式のカラー複合機 

      ⇒表 8 を満たす 

 □ はい 

 □ いいえ 

4-1-10 

（３４） 
 電源スイッチ「オフ」の状態での消費電力が２W 

 を超えない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

インクジェット方式の大判機でなく、印刷速度が 70

枚/分以下の製品である 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

 騒音は、ISO7779（一致規格 JISX7779:2001） 

 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 Ｘ7778:2001) 

 の規定する「表示Ａ特性音響パワーレベル LＷＡ 

  Ｄ」の値が認定基準に示す式を満足し、7.5B を 

 超えない 

 （インクジェット方式以外の大判(A2 判以上)機の 

 印刷枚数換算特例あり） 

 □ はい 

 □ いいえ 

音響パワーレベル値 

（記入例 ４） 

申込者（担当） 

または  

製造事業者（担

当） 

複写速度 70 枚/分を超える製品、あるいはインク

ジェット方式の大判機である 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

 騒音は、ISO7779（一致規格 JISX7779:2001） 

 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 Ｘ7778:2001) 

 の規定する「表示Ａ特性音響パワーレベル LＷＡ 

  Ｄ」の値を参考値として提出する。 

 （大判(A2 判以上)機の印刷枚数換算特例あり） 

 □ はい 

 □ いいえ 
音響パワーレベル値 

（記入例 ４） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

ＢＡの認定商品と同一の製品であり、ＢＡの測定

方法による試験結果の提出を希望する。 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-11 
（３５） 

 騒音は、RAL-UZ-122:2005 の 3.5 あるいは 

 RAL-UZ62/85/114:2003 の 3.2.2 に記載する 

 測定方法に従い得られた実測値に基づき、ＩＳＯ 

 9296(一致規格ＪＩＳ Ｘ7778:2001)の規定する 

 「表示Ａ特性音響パワーレベル LＷＡＤ」の値が認 

 定基準に示す式を満足し、7.5B を超えない 

 （インクジェット方式以外の大判(A2 判以上)機の 

 印刷枚数換算特例あり） 

 □ はい 

 □ いいえ 

音響パワーレベル値 

（記入例 ４） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

4-1-12 
（３６） 

 印刷用紙の使用量を削減できる機能(縮小印 

 刷、または裏面印刷など)を有する 

   □両面印刷 

   □縮小印刷 

   □裏面印刷（手動で両面に印刷する機能） 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

 取扱説明書（ユーザマニュアル）が以下の a～c 

 に適合している 

 □ 国内 

 □ 海外 

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（ホットメルトの使用は 

認められる） 

 □ はい 

 □ いいえ 

4-1-13 

（３７） 

 

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 

 □ はい 

 □ いいえ 
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c. 使用用紙が古紙パルプ配合率 70％以

上である 

 □ はい 

 □ いいえ 

4-1-13 
（３８） 

 製品添付書類にユーザ情報を明記している 

  ・機器の設置条件 

・ インクカートリッジの回収、再資源化、または 

 廃棄物処理情報 

・インクリボンカートリッジ等の廃棄物処理情報 

・ 使用後二次電池の回収/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 

・ 用紙に古紙パルプ配合率 100%の再生紙が

使用できること 

・ 機器の各運転モードにおけるエネルギ消費

および省エネルギーオプション 

・ 印刷用紙の使用量を削減できる機能を有す

ること 

・ 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） 

 □ はい 

 □ いいえ 

製品添付書類のそれぞ

れの該当部分 
 

4-1-14 
（３９） 

 最終製造段階・製品またはサーキットボード最 

 終供給段階・部品再使用のための洗浄におい 

 て、別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・代替フロン 

 (ＨＣＦＣ)を使用していない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-14 
（４０） 

 製造にあたり関連する環境法規・公害防止協定

などに過去 5 年間違反していない 

 □ はい 

 □ いいえ 
証明書（記入例 ６） 

製品組立工場の

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 

 
申込商品ブランド名： 

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 
インク中の有害物質 

申込商品ブランド名： 

インク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 

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 

ニッケル、ニッケル化合物 

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 

R40（発がん性の限定的な証拠がある）      R45（発がん性がある） 

R46（遺伝的な障害を引き起こす可能性がある） 

R49（吸入すると発がん性がある） 

R60（生殖能力に危害を与える可能性がある）   R61（胎児に危害を与える可能性がある） 

R62（場合によっては生殖能力に危害を与える可能性がある） 

R63（場合によっては胎児に危害を与える可能性がある） 

R68（不可逆的な危害の可能性がある） 

有／無 

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 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 

                                       
                       



付属証明書 13/18 

                       日付： 

                       企業名： 

                       担当者名：          印 

    
プラスチック材料リスト 

（インクカートリッジ／インクリボンカートリッジ） 
 
申込商品名：  

            

申込商品に使用されているインクカートリッジ／インクリボンカートリッジのプラスチック

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、あるいはリサイクルを妨げない素材である。 

 
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・ステッカーの貼付がある場合には、上表に材質を記載してください。  
また、ラベル・マーキング・ステッカーについて、以下該当する方に○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 
容易な分離が可能であるか、もしくはリサイクルを妨げない

素材である 

はい／いいえ 

 

記 入 例 
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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） 
型式（機種）名： 
上記機種は、有害物質の放散（ブルーエンジェル（RAL-UZ-122:2005）の付録 2による）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 
  実測値 適合可否 

プリンタ動作中、白黒    ｍｇ／ｈ  
TVOC  

プリンタ動作中、カラー (注 1) ｍｇ／ｈ  
(注 1)：カラー印刷について、2008年 6月 1日以降の申込より参考値の提出が必要です 
 
２．騒音 

測定方法  □ISO7779   □RAL-UZ62/85/114:2003  □RAL-UZ122:2005 
 

 
 

Sbw Sco Sbw/Scoごとの上限 
LWAD  

試験結果（B） 
適合可否 

  白黒 
≦0.035Sbw+5.9 
 かつ 
＜7.5 

        インクジェット方式 
感熱方式 
(0＜Sbw≦70)   カラー（パラレル） 

≦0.03Sco+6.1 

 (注 2) 

ドットインパクト方式 
(0＜Sbw≦70) 

  
≦7.2   

インクジェット方式 
(大判機) 

  
 

 
 

インクジェット方式 
感熱方式 
ドットインパクト方式 
(70＜Sbw 

  

 

 

 

(注 2)：2008年 5月 31日までの申込までは、参考値としての扱いとなります 

 

記入例４   
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                         日付： 

                         企業名： 

                         担当者名：        印 

                                                  

適合証明書（エネルギー消費（2007エナジースター）） 
 
申込型式（機種）名                           
画像再生速度（IPM）  A4      枚／分 
対応紙サイズ（最大）    A4／A3／B4／A3Y              機 
白黒 ／ カラー 
FAX機能  有り ／ 無し 
 

下記表の、該当する箇所に実測値を記載してください。 

「インクジェット方式プリンタ」「ドットインパクト方式プリンタ」「インクジェット方式複合機」「大判プリン

タ」「大判複合機」の場合 

 印刷速度 
(IPM:1分当たりの画像再生枚数) 

スリープモード

への移行時間 
スリープモード

の消費電力 
スタンバイ時 
消費電力 

大判でない機器       IPM     分    Ｗ    Ｗ 
大判機 IPM 分 W  

 

以下の機能が出荷時に付加されている製品は、スリープモードの消費電力基準値に、表記の加算

値を加えた合計値を基準値として適用します。該当する機能を提示してください。 

付加機能種類 
加算機能の

主要/補助 
加算値 

（主要機能） 
加算値 

（補助機能） 
有線データ/ネットワーク接続ポート （＜20MHz） □主 □補 0.3 0.2 

有線データ/ネットワーク接続ポート （20MHz≦かつ＜500MHz）  □主 □補 0.5 0.3 

有線データ/ネットワーク接続ポート （500MHz≦） □主 □補 1.5 0.5 

無線電波によるデータ転送用データ/ネットワーク接続インタフェイス □主 □補 3.0 0.7 

外付け機器との接続用データ/ネットワーク接続ポート □主 □補 0.5 0.1 

赤外線によるデータ転送用データ/ネットワーク接続インタフェイス □主 □補 0.2 0.2 

内部ストレージドライブ □主 □補 ― 0.2 

CCFL使用スキャナー装備 □主 □補 ― 2.0 

非CCFLのスキャナー装備 □主 □補 ― 0.5 

PCベースのシステム □主 □補 ― -0.5 

コードレス端末による通信 □主 □補 ― 0.8 

メモリ □主 □補 ― 1.0×ｘ[GB]  

電源の規格DC出力 □主 □補 ― 0.05×(ｘ[W]-10) 

記入例５－１ 
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                         日付： 

                         企業名： 

                         担当者名：        印 

                                                  

適合証明書（エネルギー消費（2007エナジースター）） 
 
申込型式（機種）名                           
画像再生速度（IPM）  A4      枚／分 
対応紙サイズ（最大）    A4／A3／B4／A3Y              機 
白黒 ／ カラー 
FAX機能  有り ／ 無し 
 

下記表の、該当する箇所に実測値を記載してください。 

「感熱方式プリンタ」「感熱方式複合機」の場合 
プリンタの種類 画像再生速度 エネルギー消費効率 実測 適合可否 

0<IPM≦12 1.5KWh/week   
12<IPM≦50  (0.2KWh/ipm)x-1kWh   

感熱方式プリンタ 
(白黒機) 

50<IPM (0.8KWh/ipm)x-31kWh   
0<IPM≦12 (0.2KWh/ipm)x+2kWh   
12<IPM≦50 (0.2KWh/ipm)x+2kWh   

感熱方式プリンタ 
(カラー機) 

50<IPM (0.8KWh/ipm)x-28kWh   
0<IPM≦20 (0.2KWh/ipm)x+5kWh   
20<IPM≦69 (0.44KWh/ipm)x-.8kWh   

感熱方式複合機 
(白黒) 

69<IPM (0.8KWh/ipm)x-28kWh   
0<IPM≦32 (0.2KWh/ipm)x+5kWh   
32<IPM≦61 (0.44KWh/ipm)x-2.8kWh   

感熱方式複合機 
(カラー) 

61<IPM (0.8KWh/ipm)x-25kWh   
 

記入例５－２ 
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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 ６ 



　　　　　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 ABS 無し 無し 無し 非該当 非該当 非該当 有り ③
例示例：ラベル 例：〇〇㈱ 例：〇〇ABS　ラベル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

適用除外の要件： 認定基準(7)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（10）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(7)のbにより除外される（※付表1の証明方法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の1かつ2を満たす

ラベル・マーキング・ステッカーの貼付がある場合には、以下の表を記載してください。　

No. 種別
プラスチック
製造者 プラスチック製品名 材質名

貼付される
部品の
No.(上記リ
スト中)

例示ラベル 例：〇〇㈱ 例：〇〇ABS　ラベル ABS ■はい □いいえ □はい □いいえ
例示ステッカー 例：〇〇㈱ 例：〇〇PPE PPE □はい ■いいえ ■はい □いいえ

□はい □いいえ □はい □いいえ
□はい □いいえ □はい □いいえ
□はい □いいえ □はい □いいえ
□はい □いいえ □はい □いいえ

分離容易性

左記でいいえの場合、
リサイクルを妨げない素材で
ある
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エコマーク商品類型 No.122 
 
 
 

「プリンタ Version2.0」 
認定基準案 

 
 
 
 
―適用範囲― 
 
B. 電子写真方式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
制 定 日 2007年 5月 1日  
  (財)日本環境協会 
有 効 期 限 2012年 4月 30日 エコマーク事務局 
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エコマーク商品類型 No.122「プリンタ Version2.0」認定基準書 
分類 B. ～電子写真方式～ 

 
 (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 ...................................................................................................... 1 
２．適用範囲 ........................................................................................................................ 2 
３．用語の定義 .................................................................................................................... 3 
４．認定の基準と証明方法 .................................................................................................. 5 

4-1.環境に関する基準と証明方法 ..................................................................................... 6 
4-1-1 機器本体の 3R設計 ............................................................................................ 6 
4-1-2 プラスチック材料に関する要求 ......................................................................... 6 
4-1-3 電池 ................................................................................................................... 10 
4-1-4トナー ................................................................................................................ 10 
4-1-5トナーカートリッジ、トナー容器 ..................................................................... 12 
4-1-6 粉塵、オゾン、揮発性有機化合物(VOC) ......................................................... 14 
4-1-7 用紙 ................................................................................................................... 17 
4-1-8 修理のための体制、保守部品の供給 ................................................................ 17 
4-1-9 感光体 ............................................................................................................... 18 
4-1-10 包装材 ............................................................................................................. 18 
4-1-11 エネルギー消費 ............................................................................................... 19 
4-1-12 騒音 ................................................................................................................. 22 
4-1-13 両面印刷 .......................................................................................................... 22 
4-1-14製品添付書類 ................................................................................................... 23 
4-1-15 製造に関する基準 ........................................................................................... 24 

4-2.品質に関する基準と証明方法 ................................................................................... 24 
５．商品区分、表示など .................................................................................................... 25 
 
 
１．認定基準制定の目的 

プリンタは、事業所および家庭で広く使用されている機器である。以下の項目に配慮

された機器の普及により、環境負荷が低減することを目的とした。 
○機器および消耗品の 3R設計 （資源循環） 
○トナーカートリッジ、インクカートリッジなどの使用済み消耗品の回収と再資源化

（資源循環） 
○機器使用時の省エネルギー（地球温暖化影響物質排出の低減） 



122V2 基準 B 

2/25 

○低騒音、VOC類の放散の抑制 （機器使用時の快適な環境、健康影響への配慮） 
○有害物質の使用の制限と削減（有害物質の抑制） 
近年のプリンタの市場動向として、複写機能やファクシミリ機能を兼ね備える複合機

の急成長、白黒機が主体だった電子写真方式におけるカラー機の増加、コンピュータを

介さないタイプのプリンタや写真専用機など新規の製品領域の形成があげられる。これ

らの新領域の製品については、段階的に基準を強化していく手法を取った。 
さらに、プリンタの国際流通商品としての特徴に鑑み、海外エコラベルとの国際調和に

も配慮した。 
 
 
２．適用範囲 

主に事務所および家庭で一般に使用されるプリンタを対象とする。(社)電子情報技術
産業協会の「プリンタカタログ用語集(平成 16 年 3 月版)」の分類に従い、分類 A とし
てドットインパクト方式、感熱方式およびインクジェット方式、分類 Bとして電子写真
方式のプリンタを対象とする(図１の対象範囲を参照のこと)。また、主機能をプリンタ
とする複合機、メモリカードやデジタルカメラから直接情報を受信できるプリンタも対

象に含む。交通機関の券売機、待ち人数などの整理券発行機、レジスタ機、医療や図書

館の検索機器などは対象から除く。 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
図 1 適用範囲(「プリンタカタログ用語集(平成 16年 3月版)」による) 

プリンタ インパクトプリンタ 

ノンインパクト 

プリンタ 

母型活字方式 

ドットインパクト方式 

感熱方式 

インクジェット方式 

電子写真方式 

静電方式  

磁気方式 

サイカラー方式 

 
直接(感熱紙)方式 

 
 
転写方式 
(熱溶融型/昇華型) 

本基準対象範囲 

ＴＡ方式  

分類 A 

分類 B 
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３．用語の定義 
印刷速度 モノクロプリンタの能力については ISO/IEC 10561:1999により決定

される１分あたりの印刷枚数(PPM)。ただし、カラープリンタの能力
については規定がないため、各メーカ独自の方法によるものとする。 

 (参考：G購入法) 
1分当たりの印刷枚数(PPM)をいう。 
大判プリンタを除くプリンタについては、A4サイズの用紙におけ
る印刷速度とする。また、大判プリンタについては、当該機器の最

大サイズの 1分当たりの印刷枚数を次のようにA4サイズの用紙の印
刷枚数に換算して印刷速度を算定する。 

a. A2サイズの用紙は、印刷枚数を 4倍すること。 
b. A1サイズの用紙は、印刷枚数を 8倍すること。 
c. A0サイズの用紙は、印刷枚数を 16倍すること。 

裏面印刷     一度表面を印刷した用紙を同じ機器で給紙トレーなどに挿入し、その
裏面を再度印刷すること。 

大判プリンタ  A2版以上の印刷機能を有するプリンタ。 
画像再生速度             複写機能を有する複合機について、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。 

機械部品 電気・電子サブアッセンブリに含まれておらず、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)。 
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。 
コポリマ 共重合体。二種類以上の単量体の重合体。 
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。 
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

へ投入された機器あるいは消耗品の質量、または回収した機器あるい

は消耗品の質量のうち、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。 
再使用部品       過去に使用され、再度使用されている部品。  
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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

へ投入された機器あるいは消耗品の質量、または回収した機器あるい

は消耗品の質量のうち、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。 
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。   

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。 

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 
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。 
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。 
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。 
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。 

電池 一次電池および二次電池。一次電池とは放電が一回のみの電池であ

り、二次電池とは充電して繰り返し使用可能である電池。 
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。 
トナーモジュー

ル 
トナーカートリッジ、トナー容器 

トナー容器 トナーが充填された容器。 
複合機 プリンタの機能を標準で有し、さらにコピー、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。  
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。 
プリンタ パラレルポートまたは USB インターフェースまたはネットワークイ

ンターフェースなどから受信した情報を紙面等に出力する画像出力

機器。また、メモリカードやデジタルカメラなどの媒体を介し直接プ

リントする機器も含む。   
プレコンシュー 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
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マ材料   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。 
保守部品 製品の機能・性能を維持するために不可欠な補修用部品。 
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。 

ホモポリマ  単独重合体。単独種の単量体の重合体。 
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。 
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。 
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。 
両面印刷 自動的に両面に印刷すること。 
連続用紙 コンピュータ出力用として使われる、連続的につながった用紙。箱に

折りたたむために一定長で折りミシンを有している 
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．認定の基準と証明方法 

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。  
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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、認定基準 4-1.(13)～(27)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。 

 
 
4-1.環境に関する基準と証明方法 
4-1-1 機器本体の 3R設計 
(1)機器は、別表 1の「機器本体および消耗品の 3R設計」に適合すること。  

【証明方法】 
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「機器本体および消耗品
の 3R設計」へ必要事項を記入し、提出すること。  

 
(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。  
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および使用しているプラスチック材料

のリスト(記入例 A)を提出すること。 
 
(3)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

リサイクルを妨げない素材であること。 
【証明方法】 
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、ラベル、マーキング、ステッカー等の貼付がある場合は容
易な分離の可否、材質を明記したものを提出すること。 

 
4-1-2 プラスチック材料に関する要求 
(4) プラスチック製筐体部品およびプリント基板は、多臭化ビフェニール(PBB)、多臭化ジ
フェニルエーテル(PBDE)および塩化パラフィン(鎖状炭素数が 10～13 で含有塩素濃度
が 50％以上)を処方構成成分として添加していないこと。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(5)鉛、カドミウムまたは水銀を含むプラスチック添加剤、顔料を処方構成成分として添加
していないこと。 
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【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(6)少なくとも部品の一つは、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。再生プラスチック部品を使用の場合、以下の a.～ c.の事項についての仕
様を報告すること。 
 a.再生プラスチック使用部品名 
 b.再生プラスチック使用部品重量 
 c.再生プラスチックの割合(設計上の値とし、○％、○～○％、○％以上などいずれも可
とする。) 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および再生プラスチック部品を使用の

場合、再生プラスチックの a～cを報告すること。事務局からの求めに応じて、再生
プラスチックの種類(自社製品回収ポストコンシューマ材料、オープンポストコンシ
ューマ材料、プレコンシューマ材料)などに関するヒアリングに応じること。 

 
(7) 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。 
・(10)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および 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 使用済み製品(本商品類型で対象とするプリンタおよびプリンタを主機能とする複合

機)の回収の仕組みがあること。それらの回収率*1について報告すること。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％以上が再資源化され、かつ 50％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再資源化さ

れる各質量の合計、あるいは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、再資源化および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
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てまとめた数値としてよい。 

2 50g以上の筐体プラスチック部品 1点以上に再生プラスチック部品を使用すること。
この部品中の回収材*3の割合は 10％以上であること。 

 
*1回収率 ｢分母：同一製品群の直近 1年間のプリンタ出荷台数｣、｢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)のプリンタ回収台数｣
とする。 

*2同一製品群 印刷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製品(No.117｢複写機｣および No.122 ｢プリン

タ｣における対象範囲)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。 

     

【証明方法】 
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(9)該当物質の添加の有無、処方構成成分として使用される難燃剤の名称と CAS 
No.を明記し提出すること。名称と CAS No.の報告が不可の場合は、「ISO1043-4:1998 
(JIS K 6899-4:2000)」コード番号の標記方法に準じた記載を明記すること。4-1(7)およ
び(9)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・再資源化・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、再資源化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 
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・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. 再資源化率およびマテリアルリサイクル率の算出結果(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、再資源化率および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 該当する部品のリスト、それぞれの名称、重量、回収材の割合を記載すること。 

 
(8) 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。 
・(10)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

JIS K 6899 -4:2000)」コード番号の標記方法に準じた記載の提出でも可とする。この代
用を認めることについては本認定基準の有効期間内に再度検討を行う。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および 4-1-(7)の【証明方法】に記載
する証明書類を提出すること。 

 
(9) 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 
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・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。 
・(10)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。 
さらに、認定基準 4-1(7)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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および 4-1-(7)の【証明方法】に記載
する証明書類を提出すること。 

 
(10) プラスチック部品は ISO1043第 1～4部(一致規格 JISK 6899 -1～4)の考慮のもとで

ISO11469(一致規格 JIS K 6999 2004)によるマーキングを施すこと。ただし、25g未満
または平ら面積が200mm2未満の部品または再使用するプラスチックはこの限りではな

い。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。事務局からの要請があればプラスチッ

クのマーキング部品リスト(記入例 1)を提出すること。 
 
4-1-3 電池 
(11) 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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(12) 機器に取り付けられている電池は、その電池が寿命となったときや修理のときなどに

実装されているプリント基板などの全体を交換することなく、電池の交換または取り

外し可能であること。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
4-1-4トナー 
(13) トナーの重金属に関しては、鉛、水銀、六価クロム、ニッケル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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、トナーのサプライヤが発行す

る該当物質の添加の有無記載のリスト(記入例 2)を提出すること。 
 
(14) トナーのアゾ着色剤に関しては、1 つ以上のアゾ基の分解(ドイツ食品日用品法第 35

条に基づく公的試験法集成による)によって、表 1 のアミンを生成するアゾ着色剤(染
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料または顔料)を使用しないこと。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、4-1-(13)の【証明方法】に記
載する証明書類(記入例 2)を提出すること。 

 
表 1 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 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 

 
(15) 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。 
・ R40(発がん性の限定的な証拠がある) 
・ R45(発がん性がある) 
・ R46(遺伝可能な損害を引き起こす可能性がある) 
・ R49(吸入すると発がん性がある) 
・ R60(生殖能力に危害を与える可能性がある) 
・ R61(胎児に危害を与える可能性がある) 
・ R62(場合によっては生殖能力に危害を与える可能性がある) 
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・ R63(場合によっては胎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。 

b’ 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。 

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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、4-1-(13)の【証明方法】に記
載する証明書類(記入例 2)を提出すること。 

 
(16) トナーに関し、Ames試験において陰性であること。 

【証明方法】 
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。 
試験報告書は、以下の項目が含まれていればよい。 
・試験実施機関名、・被験物質名称、・試験実施期間、・使用菌株、・試験結果 

 
(17) 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。 

【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。およびトナーのサプライヤが発行する

MSDSを提出すること。 
 
4-1-5トナーカートリッジ、トナー容器 
(18) トナーカートリッジおよびトナー容器は別表 1の「機器本体および消耗品の 3R設計」

に適合すること。 
【証明方法】 
本項目への適合をはじめ、機器の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 1「機
器本体および消耗品の 3R 設計」へ必要事項を記入し、提出すること。  
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(19) トナーカートリッジおよびトナー容器のプラスチック製部品には、多臭化ビフェニー
ル(PBB)、多臭化ジフェニルエーテル(PBDE)および塩化パラフィン(鎖状炭素数が 10
～13で含有塩素濃度が 50%以上)を処方構成成分として添加していないこと。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(20) トナーカートリッジおよびトナー容器のプラスチック製部品には、鉛、カドミウムま

たは水銀を含むプラスチック添加剤、顔料を処方構成成分として添加していないこと。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(21) トナーカートリッジおよびトナー容器については、回収のシステムがあること。 

【証明方法】 
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、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。 
 
(22) 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。 
【証明方法】 
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マテリ

アルリサイクルシステムの説明を明記した証明所に加え、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。 

 
(23) 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、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。 
【証明方法】 
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。 

 
(24) 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。 
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【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(25) 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。 
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。 

【証明方法】 
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。 
 
(26) トナーカートリッジおよび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、もしくはリサイクルを妨げない素材

であること。 
【証明方法】 
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 3)に、ラベル、マーキング、ステッカー等の貼付がある場合は
容易な分離の可否、材質を明記したものを提出すること。 

 
(27) トナーカートリッジおよびトナー容器は、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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
4-1-6 粉塵、オゾン、揮発性有機化合物(VOC) 
(28) 機器の白黒印刷動作中およびカラー機器のカラー印刷動作中の粉塵（ほこり）の放散

について表 2 を満足すること。ただし、カラー印刷動作中については、2008 年 5 月
31日までは測定値を参考値として提出することでよい。 
また 2008年 5月 31日までは、表 3も併用することとする。 
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【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。およびブルーエンジェルの測定方法

(RAL-UZ-122:2005)に適合していることの証明書(記入例 4-1)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。 
規定の併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 4-2)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。 

 
(29) 機器の白黒印刷動作中のオゾンの放散について表 2を満足すること。ただし、カラー

印刷動作中については、2008年 5月 31日までは測定値を参考値として提出すること
でよい。  
また 2008年 5月 31日までは表 3も併用することとする。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および 4-1-6(28)の【証明方法】に記
載する証明書類を提出すること。 

 
(30) 機器の印刷動作中および印刷開始前の待機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について表 2を満足すること。ただし、カラー印刷動作中の
放散速度については、2008年 5月 31日までは測定値を参考値として提出することで
よい。 
また 2008年 5月 31日までは表 3も併用することとする。 
なお、ここで TVOCとは、RAL-UZ-122:2005)の付録 2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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および 4-1-6(28)の【証明方法】に記
載する証明書類を提出すること。 
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表 2 粉塵、オゾン、VOCの放散に関する基準 
 放散速度(mg/h) 測定方法 

対象物質 白黒 カラー 
(28) 粉塵 ≤ 4.0 ≤ 4.0 
(29) オゾン ≤ 1.5 ≤ 3.0 

動作中 ≤10 ≤18 
自立 ≤ 2.0 ― 

TVOC  
待

機

中 卓上 ≤ 1.0 ― 
スチレン ≤ 1.0 ≤ 1.8 

(30) 

ベンゼン ≤ 0.05 ≤ 0.05 

ブルーエンジェル（RAL-UZ122:2005）
の付録 2に記載するもの 
 

 
表 3 粉塵、オゾン、VOCの放散に関する基準値 
 対象物質 濃度(mg/m3) 測定方法 (以下のいずれか) 
(28) 粉塵 ≤0.075 ブルーエンジェル

（RAL-UZ-62:2002）の付録 3 
(29) オゾン ≤0.02 ブルーエンジェル

（RAL-UZ-62:2002）の付録 4 
(30) スチレン ≤0.07 ブルーエンジェル

（RAL-UZ-62:2002）の付録 5 

ビジネス機械・情

報システム産業協

会規格

（JBMS-66） 

 
(31)物質エミッションに関する基準 4-1-6(28)～(30)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。白黒印刷の基準のみ満たす場合は、その旨も記載すること。記載例と同等の内

容であれば表現は異なっていてもよい。 
（記載例 1）RAL-UZ122:2005の付録 2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
No122 ｢プリンタ 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、白黒印刷を
行った場合について、試験方法：RAL-UZ122:2005 の付録 2 に基づき試験を実施し
ました。)』 

（記載例 2）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 No122 ｢プリンタ
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、白黒印刷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。)』 
【証明方法】 
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
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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。 
 
(32)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) 

『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、印刷動作中には、

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。』 
【証明方法】 
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。 
 
4-1-7 用紙 
(33) 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。ただし、連続用紙に対応するプリンタ、大判プリンタおよび写真用紙のみ

に対応するプリンタを除く。 
【証明方法】 
本項目への適合ならびに用紙の製紙事業者名・商品ブランド名を付属証明書に記載す

ること。および製紙事業者の発行する古紙パルプ配合率が 100%であることの原料証
明書を提出すること。 

 
4-1-8 修理のための体制、保守部品の供給 
(34) 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。 
a. 修理を受託することの情報提供がなされていること。 
b. 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。 
【証明方法】 
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。  
 
(35)保守部品の供給期間は当該製品の製造停止後、5年以上とすること。 
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【証明方法】 
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。 
 
4-1-9 感光体 
(36)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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(37)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。 
【証明方法】 
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。 

 
4-1-10 包装材 
(38)製品の包装に使用されるプラスチック材料は表 4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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
表 4 (38)に規定する物質 

トリクロロフルオロメタン ジクロロテトラフルオロエタン 
ジクロロジフルオロメタン クロロペンタフルオロエタン 

特定 
フロン 
(CFC5種) トリクロロトリフルオロエタン  

クロロトリフルオロメタン 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エタン 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エタン トリクロロペンタフルオロプロパン 
ヘプタクロロフルオロプロパン ジクロロヘキサフルオロプロパン 

そ の 他 の

CFC 

ヘキサクロロジフルオロプロパン クロロヘプタフルオロプロパン 
 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 ジクロロペンタフルオロプロパン 

クロロジフルオロメタン クロロヘキサフルオロプロパン 

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

 
(39) 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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(40) 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。 

【証明方法】 
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
て補足してもよい。 

 
4-1-11 エネルギー消費 
(41) 電力消費は各機器ごとに a. ～d.の基準に適合していること。 

a. 電子写真方式のプリンタについては表 5に示された区分毎の基準を満たすこと。 
b. 電子写真方式の白黒複合機については表 6に示された区分毎の基準を満たすこと。 
c. 電子写真方式のカラー複合機については表 7に示された区分毎の基準を満たすこと 
d. 大判プリンタおよび大判複合機については表 8 に示された区分毎の基準を満たすこ
と 

  測定方法については、 ｢ ENERGY STAR Program requiremet for Imaging 
Equipment(Version1.0)｣による。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および、表 5～8に適合していること
の証明書(記入例 5-1、5-2)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、「表 5～8 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。 



122V2 基準 B 

20/25 

 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。 

 
表 5 電子写真方式プリンタのエネルギー消費効率に係る基準 
 KWh/week 
 白黒機器 カラー機器 
0<IPM≦12 1.5 KWh/week 
12<IPM≦50 (0.2 KWh/ipm)x-1kWh 

 
(0.2 KWh/ipm)x+2kWh 

50<IPM (0.8 KWh/ipm)x-31kWh (0.8 KWh/ipm)x-28kWh 
 

表 6 電子写真方式の白黒複合機のエネルギー消費効率に係る基準 
 KWh/week 
0<IPM≦20  (0.2 KWh/ipm)x+2kWh 
20<IPM≦69 (0.44 KWh/ipm)x-2.8kWh 
69<IPM (0.8 KWh/ipm)x-28kWh 

 
表 7 電子写真方式のカラー複合機のエネルギー消費効率に係る基準 
 KWh/week 
0<IPM≦32  (0.2 KWh/ipm)x+5kWh 
32<IPM≦61 (0.44 KWh/ipm)x-2.8kWh 
61<IPM (0.8 KWh/ipm)x-25kWh 

 
表 8 大判プリンタ、複合機に係るスリープモード移行時間、消費電力の基準 
 移行 スリープモード消費電力 
 時間 プリンタ 複合機 
0<IPM≦30 30分 
30<IPM 60分 

54W 58W 

表 8に関する備考 
1) 低電力モードの消費電力が常にスリープモードの消費電力を満たす場合はスリープモー

ドを備える必要はない。 
2) 製造事業者のみが設定を調整できる製品最大移行時間を備え、これを 4時間以下にセット

して出荷すること。製品最大移行時間の変更には通常、製品内部の取り扱いを要し、ユー

ザには影響されない。 
3) ネットワーク接続等の機能が出荷時に付加されている製品には、表 8に示したスリープモ

ード消費電力基準値に、表9にあげた機能種類による加算値を加えた合計値を基準値とし

て適用する。ただし、主要機能としての加算は最大 3個までとする。補助機能としては付

加されている機能すべてについて加算してよい。1個で複数機能を有するインタフェイス

については、設計上の主たる機能による加算 1回のみとする。ここで主要機能とは、製品

のスリープモード時に接続が継続しているもの、補助機能とはスリープモード時に接続を

無効にできるものを言う。 
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表 9 機能付加によるスリープモード消費電力基準値への加算値 
  加算値 

付加機能種類 例 主要機能の

場合 
補助機能の場合 

転送速度 有線データ/ 
ネットワーク

接続ポート <20MHz 

USB1.x 
IEEE488 
IEEE1284/parallel/Centronic
s, RS232 

0.3 0.2 

 20MHz≦ 
<500MHz 

USB2.x 
IEEE1394/Firewire/i.Link, 
100Mbイーサネット 

0.5 0.3 

 500MHz≦ 1Gイーサネット 1.5 0.5 
無線電波によるデータ転送

用データ /ネットワーク接続
インタフェイス 

Bluetooth, 802.11 3.0 0.7 

外付け機器との接続用デー

タ/ネットワーク接続ポート 
フラッシュメモリカード/スマ
ートカードリーダ/カメライン
タフェイス(PictBridgeを含む)
との接続ポート 

0.5 0.1 

赤外線によるデータ転送用

データ /ネットワーク接続イ
ンタフェイス 

IrDA 0.2 0.2 

内部ストレージドライブ ディスクドライブ,DVDドライ
ブ, Zipドライブ 

- 0.2 

CCFL(冷陰極蛍光ランプ)使
用スキャナー装備 

 - 2.0 

非 CCFLのスキャナー装備 LED, ハロゲン, HCFT(熱陰極
管),キセノン, 蛍光管(TL)使用 

- 0.5 

PC ベースのシステム(PC の
重要リソースを使用するこ

とで印刷等が可能になる) 

 - -0.5 

コードレス端末による通信  - 0.8 
メモリ  - 1.0× x [GB] 
電源の規格 DC出力 
 

複数の電圧供給可能な電源に

ついては、仕様上、上限がなけ

れば全て加算 

- 0.05 × (x [W]– 
10) 

 
(42) 電源スイッチ「オフ」状態での消費電力は 2Wを超えてはならない。 

【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 
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4-1-12 騒音 
(43) 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、白黒動作中、およびカラー機器のカラー動作中の各々につ

いて表 10を満足すること。ただし、カラー動作時については 2008年 5月 31日まで
は表示Ａ特性音響パワーレベル LWAdを参考値として提出することでよい。 
印刷速度＞70の製品にあっては、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。 
大判機(A2判以上)の印刷枚数は A4判に換算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-UZ122:2005の 3.5あるいは RAL-UZ62/85/114:2003の 3.2.2に記載する方法も
認めるものとする。 
【証明方法】 
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 4-1/4-2)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-UZ122:2005の 3.5あるいはRAL-UZ62/85/114:2003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。 
 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。 

 
表 10 騒音に係る基準 

表示Ａ特性音響パワーレベル LWad （B） 
白黒   カラー   
≦0.035×Sbw +5.9 
かつ 
≦7.5 

パラレル機： 
 ≦0.03×Sco＋6.1 
シリアル機： 
 Sco＜0.5 Sbwの機器は参考値提出 

Sbw：白黒複写時の複写速度, Sco：カラー複写時の複写速度 
 
4-1-13 両面印刷 
(44) 白黒機器は表 11、カラー機器は表 12の通り、印刷速度に応じ、両面印刷機能を標準

機能、あるいはオプションとして対応可能としていること。ただし、大判機、および
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連続用紙を用いるプリンタについては、本項目を適用しない。両面印刷機能に対応し

ない機器については、印刷用紙の使用量を削減できる機能(縮小印刷、または裏面印刷
など)を有すること。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。および両面印刷機能またはその他の印

刷用紙の使用量を削減できる機能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。 

 
表 11 白黒機器の両面印刷機能に関する要求 

印刷速度/画像再生速度 
PPM/IPM 両面印刷 

0＜PPM/IPM≦24 適用せず 

25≦PPM/IPM≦44 購入時に標準機能あるいはオプションとして対応可能としている

こと 
45≦PPM/IPM 購入時に標準機能として備えていること 

 
表 12 カラー機器の両面印刷機能に関する要求 

印刷速度/画像再生速度 
PPM/IPM 両面印刷 

PPM/IPM≦19 適用せず 

20≦PPM/IPM≦39 購入時に標準機能あるいはオプションとして対応可能としている

こと 
40≦PPM/IPM 購入時に標準機能として備えていること 

 
4-1-14製品添付書類 
(45) 申込者の提供する取扱説明書(ユーザマニュアル)は以下 a. ～c. に適合していること。 

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

b. 使用用紙のパルプ漂白工程で塩素ガスを使用していないこと。 
c. 使用用紙の古紙パルプ配合率が 70％以上であること。 

ただし、海外で印刷されるものについては、a に適合すること、かつｂまたは c の
項目に適合することとする。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(46) 以下の a.～i.のユーザ情報を製品添付書類に明記すること。 

a. 機器の設置条件 
b. 使用後の製品のリサイクル情報 
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c. 使用後の製品の受け入れ場所 
d. 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 

e. 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 

f. 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(連続用紙に対応する
プリンタ、大判プリンタは除く) 

g. 機器の各種運転モードにおけるエネルギ消費および省エネルギオプション 
h. 機器が両面に印刷する装置を備えている、または後付けできること、両面印刷機
能を有さない機器については印刷用紙の使用量を削減できる機能を有すること 

i. 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) 
【証明方法】 
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。 

 
4-1-15 製造に関する基準 
(47)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

ための洗浄では表 4 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。 
【証明方法】 
本項目への適合を付属証明書に記載すること。 

 
(48)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。 
【証明方法】 
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 6)を提出すること。  

 
4-2.品質に関する基準と証明方法 
なし。  
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５．商品区分、表示など 
 (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。以下に一例を示す。 
エコマーク商品類型 No.122「プリンタ」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。 
 

 
 

 
   (株)××××(エコマーク使用契約者名) 

エコマーク認定番号 
       第○○○○○○○○号(数字のみでも可) 
 
 (3) エコマークの表示は、エコマーク事業実施要領に基づき別に定める「エコマーク使用

規定第 7条」に従い、使用すること。 
 (4) 申込商品は、原則として「難燃剤」、「抗菌剤」の使用のないこと。また、「生分解性

プラスチック」の表示のないこと。ただし、特別な事由により使用または表示する場

合においては、「エコマーク事業実施要領」に基づく「難燃剤」、「抗菌剤」および「生

分解性プラスチックの表示」に関する規定を満たすこと。具体的には、エコマーク商

品認定・使用申込書に使用の有無を記載の上、使用のある場合には別紙で規定の書類

を添付すること。 
 

2007年 5 月 1日 制定(Version2.0) 
2012年 4月 30日 有効期限 

 
 
本商品類型の認定基準書は、必要に応じて改定を行うものとする。  
 
 
  

 



別表1

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

トナーモジュール

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：

B. 電子写真方式

機器本体および消耗品の3R設計に関するチェックリスト案 B

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

対象の定義

各要求項目は、機器本体および消耗材料のうちの指定されたサブアッセンブ
リーに適用される

力あるいは形状によって互いに結合された2つ以上の部品から構
成されるもの。

実現されなくてはならない項目

実現されることが望ましい項目

　チェックリストの3R設計適合性の項目が満足された場合に、機器本体および
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。

トナーカートリッジ、トナー容器

1



付表1　分離して処理すべき物質、調剤および部品

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)

2



３Ｒ設計チェックリスト(機器本体および消耗品)　 -　分類B　電子写真方式の機器-

Ｍｕｓｔ項目(実現されなくてはならない項目）

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、
トナーモジュール

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。 機器全体、ランプを含む はい/いいえ 部品探索の容易化

3 リサイクルのための分解は一般的な工具だけでできるか。 筐体、シャシ、電気･電子サブアッセンブリ 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。 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

5 サブアッセンブリーの固定のためのネジ結合は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
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部品および
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

8 製造事業者は試し分解を1から7に従って行い、弱点を中心に記録を取ったか。 機器全体 はい/いいえ

9
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、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

10
(a)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、トナーモジュール はい/いいえ
再利用・リサイクルの促
進

(b)リサイクルを妨げない塗料を使用しているか。また塗装作業者の労働安全衛生、および環境への
負荷低減に配慮した塗装を行っているか。

筐体部品、トナーモジュール はい/いいえ

｢リサイクルを妨げない塗料｣とは、塗装する部品の材料と塗料が相溶性を
有し、高度なマテリアルリサイクル(自社製品への水平リサイクル)の阻害とな
らないことを言う。
塗装作業者の安全衛生への配慮とは、塗装作業所における換気・排風、
作業者の保護具着用が行われていることなどをいう。環境への負荷低減へ
の配慮とは、VOCの大気中への排出抑制について、除去設備の設置、塗
装行程における工夫、低VOC塗料への代替などを言う。

11 高い価値水準でマテリアルリサイクル可能な材料および材料結合を使用しているか。 筺体部品、シャシ、トナーモジュールの筐体部品 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。なお、本項目は設計時の意
図、目標を問うものであり、リサイクルの実行の有無については問わない。

再利用・リサイクルの促
進

12 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。 筐体部品、シャシ、トナーモジュール 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

13 付表１の部品と材料は容易に取り外せるか。 機器全体 はい/いいえ
再利用・リサイクルの促
進

14
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200mm2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

15 材料の選択は10から14に従って行い、記録したか。 筐体、シャシ、トナーモジュール はい/いいえ

長期使用化 16
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

17 再生(reprocessed)モジュールまたは部品の再使用が可能であり、許されているか。 機器全体 はい/いいえ
製造者の責任のもとで、スペア部品またはETN（Equivalent to new)部品とし
て、部品を再使用する用意が無くてはならないことを指す。

再利用・リサイクルの促
進

18 トナーモジュールは再使用できるか。
トナーモジュール、ただし容器は除く はい/いいえ

設計上、再使用を妨げてはならないことを指す。
再利用・リサイクルの促
進

本項目への適合は、(a),(b)のいずれかに｢はい｣がついていれば適合と見なす。

構造と結合技
術

材料の選択お
よび

マーキング

3



分類 No. 要求 対象 実現 解説 ねらい

構造と結合技術 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、トナーモジュー
ル

はい/いいえ 部品探索の容易化

2
リサイクルのために分解すべきすべての結合要素に、軸方向から手が
入るか。

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・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 全分解工程を通して受け面を維持できるか。 ハンドリングすべきユニット 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
指す。
この要求は間接的に階層構造を有するかどうかを
チェックするものである。
ハンドリングすべきユニットとは、例えば＜5kgのユ
ニットについてはひっくり返すことが可能であり、それ
以上の大きさのユニットのものを指す。

分離･解体の容易化

材料の選択およ
び

マーキング
5

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。トナーモジュールについては、トナーモジュールの中で着色
の統一性、適合性を有することでよい。

筐体部品、トナーモジュール 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。トナーモジュールは遮光の目的から着色
可能な色が限定されるので、機器本体の筐体部品と
の統一性は要求しない。

再利用・リサイクルの推進

6 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。
筐体部品、トナーモジュールの筐
体

はい/いいえ 環境負荷低減効果

長期使用化 7 トナーモジュールは色毎の交換が可能か。 トナーモジュール はい/いいえ 再利用・リサイクルの推進

Ｓｈｏｕｌｄ項目（実現が望ましい項目）　　-分類B.　電子写真方式 

4
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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 
  「プリンタ 

Version2.0」 
B.電子写真方式 申込ブランド名  
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申込商品について 

プリンタ 
の種類 

2007年 
エナジース

ターの区分 

プリンタ 
白黒複合機 
カラー複合機 
大判プリンタ 
大判複合機 

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.(13)～(27)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 

分析試験場はISO/EEC17025（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、ISO9001（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 

ストを執り行うことが認められる。 

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.試験場 ISO/EEC17025に従って運営されている 
□はい 

□いいえ 

粉塵、オゾン、 

揮発性有機化合物（VOC） 

3.製造者 

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 

1.試験場名 
 

 

2.試験場住所 

 

 

 

3.試験場 ISO/EEC17025に従って運営されている 
□はい 

□いいえ 
エネルギー消費 

3.製造者 

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 

1.試験場名 
 

 

2.試験場住所 

 

 

 

3.試験場 ISO/EEC17025に従って運営されている 
□はい 

□いいえ 
騒音 

3.製造者 

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 
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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 

4-1-1 

（1） 

 機器が「機器本体および消耗品の３R 設計」に  

 適合する 
 □ はい 

 □ いいえ 

「機器本体および消耗

品の３Ｒ設計」 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

4-1-1 

（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られている 

 □ はい 

 □ いいえ 

プラスチック材料リスト 

（記入表 A） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

 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 

 レンドにより構成されている 

 

 □ はい 

 □ いいえ 4-1-1 

（３） 

  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、もしくはリサイクルを  

 妨げない素材である 

 □ はい 

 □ いいえ 

プラスチック材料リスト 

（記入表 A） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

4-1-2 

（４） 

 プラスチック製筐体部品およびプリント基板は、 

 多臭化ビフェニール(PBB)、多臭化ジフェニル 

 エーテル(PBDE)および塩化パラフィン(鎖状炭 

 素数が 10～13 で含有塩素濃度が 50%以上)を 

 処方構成成分として添加していない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-2 

（５） 

 鉛、カドミウムまたは水銀を含むプラスチック添  

 加剤、顔料を処方構成成分として添加していな 

 い 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

 少なくとも部品の一つは、再使用プラスチック部 

 品を使用している  

 □ はい 

 □ いいえ 

 少なくとも部品の一つは、再生プラスチック部品 

 を使用している 

   □部品名 （                 ） 

   □部品重量 （         ）ｇ 

   □再生プラスチック割合 （     ）％    

 □ はい 

 □ いいえ 

4-1-2 

（６） 

 事務局の要請に応じて、再生プラスチックの種 

 類などに関するヒアリングに応じる 

 □ はい 

 □ いいえ 

  

 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ていない。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 

 （適用除外規定） 

 □ はい 

 □ いいえ 

 

プラスチック材料リスト 

（記入表 A） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 
4-1-2 

（７） 

適用除外規定ｂ（付表 1 を満たす）に該当する 
 □ はい 

 □ いいえ 

付表 1 に要求される証

明書類全て 
申込者（担当） 
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4-1-2 

（８） 

 25ｇ以上のプラスチック製筐体部品に処方構成 

 成分として添加される難燃剤の成分名称とＣＡＳ 

 No.あるいは「ISO1043-4:1998（JISK6899- 

 4:2000）」コード番号を報告する 

 （適用除外規定あり） 

 □ はい 

 □ いいえ 

プラスチック材料リスト 

（記入表 A） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

 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 67/548EEC 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ている物質 

 を処方構成成分として添加していない 

 （適用除外規定あり） 

 □ はい 

  □Sb2O3 も 

    使用なし 

 □ はい 

  □Sb2O3 のみ 

    使用 

 □ いいえ 

 

プラスチック材料リスト 

（記入表 A） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 4-1-2 

（9） 

三酸化アンチモンについて適用除外規定（付表 1

を満たす）に該当する 

 □ はい 

 □ いいえ 

付表 1 に要求される証

明書類全て 
申込者（担当） 

 プラスチック部品は 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 

 よるマーキングが施されている 

 （25g 未満または平ら面積が 200ｍ㎡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） 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-2 

（１０） 

 事務局からの要請があればプラスチックの 

 マーキング部品リストを提出する 

 □ はい 

 □ いいえ 
マーキング部品リスト 

（記入例 １）   

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

 電池を使用している 
 □ はい 

 □ いいえ 
4-1-3 

（１１）   カドミウム・カドミウム化合物の添加 

  鉛・鉛化合物の添加 

  水銀・水銀化合物の添加 

 □有／□無 

 □有／□無 

 □有／□無 

  

4-1-3 

（１２） 

 機器に取り付けられている電池は、その電池が 

 寿命となったときや修理のときなどに実装されて 

 いるプリント基板などの全体を交換することなく、 

 電池の交換または取り外し可能である 

 □ はい 

 □ いいえ 

  □電池なし 

  

4-1-4 

（１３） 

 トナーに、鉛・水銀・六価クロム・ニッケルおよび 

 その化合物を処方構成成分として添加していな 

 い 

 □ はい 

 □ いいえ 

該当物質の添加リスト

（記入例 ２） 

トナーサプライヤ 

（担当） 

4-1-4 

（１４） 

 トナーに、一つ以上のアゾ基の分解によって別 

 表２のアミンを生成するアゾ着色剤（染料または 

 顔料）を処方構成成分として添加していない 

 □ はい 

 □ いいえ 

該当物質の添加リスト

（記入例 ２） 

トナーサプライヤ 

（担当） 
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 トナーに、認定基準の a～d を処方構成成分とし 

 て添加していない 

 □ はい 

 □ いいえ 

該当物質の添加リスト

（記入例 ２） 

トナーサプライヤ 

（担当） 

 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        

    R40 （発がん性の限定的な証拠がある） 

    R45 （発がん性がある） 

    R46 （遺伝的な損害を引き起こす可能性

がある） 

    R49 （吸入すると発がん性がある） 

    R60 （生殖能力に危害を与える可能性が 

        ある） 

    R61 （胎児に危害を与える可能性がある） 

    R62 （場合によっては生殖能力に危害を

与える可能性がある） 

    R63 （場合によっては胎児に危害を与える 

        可能性がある） 

    R68 （不可逆的な危害の可能性がある） 

 の表示が義務付けられている物質 

 b:  IARC の発がん物質（グループ１，２A,2B） 

 に分類されている物質 

 

 あるいは 

 

 ｂ‘： 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 

 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 

4-1-4 

（１５） 

 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 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 

   

4-1-4 

（１６） 
 トナーが Ames 試験において陰性である 

 □ はい 

 □ いいえ 
試験報告書 試験機関 

4-1-4 

（１７） 
 トナーが MSDS を備えている 

 □ はい 

 □ いいえ 
トナーの MSDS 

トナーサプライヤ 

（担当） 
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4-1-5 

（１８） 

 トナーカートリッジおよびトナー容器が、「機器本 

 体および消耗品の３R 設計」に適合する 

 □ はい 

 □ いいえ 

「機器本体および消耗

品の３R 設計」 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

4-1-5 

（１９） 

 トナーカートリッジおよびトナー容器のプラスチッ 

 ク製部品には、多臭化ビフェニール(PBB)、多 

 臭化ジフェニルエーテル(PBDE)および塩化パ 

 ラフィン(鎖状炭素数が 10～13 で含有塩素濃度 

 が 50%以上)を処方構成成分として添加してい 

 ない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-5 

（２０） 

 トナーカートリッジおよびトナー容器のプラスチッ 

 ク製部品には、鉛・カドミウム･水銀を含む添加 

 剤、顔料を処方構成成分として添加していない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-5 

（２１） 

 トナーカートリッジおよびトナー容器について回 

 収システムがある 

 □ はい 

 □ いいえ 

トナーカートリッジまた

はトナー容器の回収シ

ステムの説明を明記し

た証明書 

申込者（担当） 

 トナーカートリッジのマテリアルリサイクルのシス 

 テムがあり、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 50%以上（ト 

 ナー除く製品全体質量に対して）である 

 □ はい 

 □ いいえ 

トナーカートリッジのマ

テリアルリサイクルシス

テムを明記した証明書 

および 

トナーカートリッジの総

質量（トナー除く）、部

品の再使用・マテリアル

リサイクル率および回

収システムの説明、再

使用・マテリアルリサイ

クル用途を明記した証

明書 

申込者（担当） 4-1-5 

（２２） 

 □トナーカートリッジの使用がない    

4-1-5 

（２３） 

 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 95%以上（トナー除く製品全体質 

 量に対して）であり、再資源化できない部分は環 

 境に調和した方法で処理・処分している 

 □ はい 

 □ いいえ 

説 明 資 料 （再 資 源化

率、処理能力、処理内

容、など） 

申込者（担当） 

 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」に基づいた 

 表示をしている 

 □ はい 

 □ いいえ 4-1-5 

（２４） 

 □トナーカートリッジの使用がない  
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4-1-5 

（２５） 

 製品添付書類にトナーカートリッジまたはトナー 

 容器の取扱に関する情報として、次の a.～e.を 

 記している 

 a.正しい使用方法 

 b.無理に開けてはならないこと 

 c.不適切な取扱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 

 □ はい 

 □ いいえ 

製品添付書類の該当

部分 
 

 トナーカートリッジおよび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 

 ら作られている 

 □ はい 

 □ いいえ 

4-1-５ 

（２６）  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、もしくはリサイクルを妨げない素 

 材である 

 □ はい 

 □ いいえ 

 

 

プラスチック材料リスト

（記入例 ３） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

4-1-5 

（２７） 

 トナーカートリッジおよびトナー容器は、貯蔵あ 

 るいは取扱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 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

 プリンタの動作中の粉塵の放散速度は、規定の 

 値を超えない 

 □ はい 

 □ いいえ 

 測定方法 

  □RAL-UZ-122:2005 の付録２ 

  □RAL-UZ-62:2002 の付録３ 

  □JBMS-66 

  （併用満了日：2008 年 5 月 31 日） 

  

カラー機器であるため、カラー印刷による測定値

を提出する 

(2008 年 5 月 31 日までは参考値) 

＊ RAL-UZ-122:2005 測定の場合のみ、参考値と

しての提出が必要です 

 □ はい 

 □ いいえ 

測定方法・実測値 

（記入例 ４-１） 

または 

（記入例 4-2） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 4-1-6 

（２８） 

 □連続用紙を印刷する印刷速度 60 枚/分を超 

 えるプリンタである 
    



付属証明書 9/21 

 プリンタの動作中のオゾンの放散速度は、規定 

 の値を超えない 

 □ はい 

 □ いいえ 

 測定方法 

 □RAL-UZ-122:2005 の付録２ 

 □RAL-UZ-62:2002 の付録４ 

 □JBMS-66 

  （併用満了日：2008 年 5 月 31 日） 

  

カラー機器であるため、カラー印刷による測定値

を提出する 

(2008 年 5 月 31 日までは参考値) 

＊ RAL-UZ-122:2005 測定の場合のみ、参考値と

しての提出が必要です 

 □ はい 

 □ いいえ 

測定方法・実測値 

（記入例 ４-１） 

または 

（記入例 4-2） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 
4-1-6 

（２９） 

 □連続用紙を印刷する印刷速度 60 枚/分を超 

 えるプリンタである 
    

 プリンタの動作中の総揮発性有機化学物質 

 （TVOC）･スチレン*・ベンゼンの放散速度、およ 

 びプリンタの動作開始前の待機中の TVOC の 

 放散速度は、規定の値を超えない 

 □ はい 

 □ いいえ 

 測定方法 

 □RAL-UZ-122:2005 の付録２ 

 □RAL-UZ-62:2002 の付録５ 

 □JBMS-66 

  （併用満了日：2008 年 5 月 31 日） 

  *スチレンの測定のみ 

  

カラー機器であるため、カラー印刷による動作中

の TVOC の測定値を提出する 

(2008 年 5 月 31 日まで参考値) 

＊ RAL-UZ-122:2005 測定の場合のみ、参考値と

しての提出が必要です 

 □ はい 

 □ いいえ 

測定方法・実測値 

（記入例 ４-１） 

または 

（記入例 4-2） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 
4-1-6 

（３０） 

 □連続用紙を印刷する印刷速度 60 枚/分を超 

 えるプリンタである 
    

4-1-6 

（３１） 

 製品添付書類に物質エミッションに関する基準 

 (28)～(30)を満足することを、試験方法と前提条 

 件とともに記載している。 

 □ はい 

 □ いいえ  
製品添付書類の該当

部分 
 

4-1-6 

（３２） 

 製品添付書類に物質エミッションに関する注意  

 喚起、換気の励行を記載している。 

 □ はい 

 □ いいえ  
製品添付書類の該当

部分 
 

 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である  

  メーカー（代表 1 種） ：（            ） 

  銘柄（代表 1 種）：（               ） 

  エコマーク認定番号：（             ） 

 □ はい 

 □ いいえ 

原料証明書 

 

＊エコマーク認定用紙

の場合には省略可能 

製紙事業者 
4-1-7 

（３３） 

 □連続用紙に対応するプリンタ、大判プリンタ、 

 写真用紙にのみ対応するプリンタである 

 □ はい 

 □ いいえ 
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 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 

 □ はい 

 □ いいえ 
 

4-1-８ 

（３４） 

 体制の整備として以下の点に関する情報提供 

 がなされている 

  ・修理を受託することの情報提供 

  ・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、もしくは 

    必要な情報を提供できるような連絡先 

 □ はい 

 □ いいえ 
製品添付書類の該当

部分 

 

4-1-８ 

（３５） 

 保守部品の供給期間は、当該製品の製造停止 

 後５年以上である 

 □ はい 

 □ いいえ 

製品添付書類の該当

部分 
 

 感光体はカドミウム・鉛・水銀・セレン・その化合 

 物を処方構成成分として添加していない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-9 

（３６） 
   カドミウム・カドミウム化合物の添加 

   鉛・鉛化合物の添加 

   水銀・水銀化合物の添加 

   セレン・セレン化合物の添加 

 □有／□無 

 □有／□無 

 □有／□無 

 □有／□無 

  

4-1-9 

（３７） 

 感光体の回収およびそのマテリアルリサイクル 

 システムがあり、再資源化できない部分は環境 

 に調和した方法で処理・処分している 

 □ はい 

 □ いいえ 

説明資料（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） 

申込者（担当） 

4-1-10 

（３８） 

 製品の包装に使用されるプラスチック材料は、  

 表 4 に掲げる特定フロン(CFC5 種）・その他ＣＦ 

 Ｃ・四塩化炭素・トリクロロエタン・代替フロン(ＨＣ 

 ＦＣ)を使用していない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-10 

（３９） 

 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 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-10 

（４０） 

 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 

 □ はい 

 □ いいえ 

説明書（包装状態、包

装材料、包装材の原材

料名を確認できる説明

および、考慮した内容

の具体的な説明） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

 製品の電力消費は、各機器毎に以下の a～d 

 に適合する（200７年度エナジースター） 

 

 
  

 a.電子写真方式のプリンタ 

      ⇒表５を満たす 

 □ はい 

 □ いいえ 

 b.電子写真方式の白黒複合機 

      ⇒表６を満たす 

 □ はい 

 □ いいえ  

 c.電子写真方式のカラー複合機 

      ⇒表７を満たす 

 □ はい 

 □ いいえ 

4-1-11 

（４１） 

 d.大判プリンタおよび大判複合機 

      ⇒表８を満たす 

 □ はい 

 □ いいえ 

証明書 

（記入例 5－1） 

または 

（記入例 5－2） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

4-1-11 

（４２） 

 電源スイッチ「オフ」の状態での消費電力が２W 

 を超えない 

 □ はい 

 □ いいえ 
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印刷速度≦70(枚/分)の製品である 
 □ はい 

 □ いいえ 
  

 騒音は、ISO7779（一致規格 JISX7779:2001） 

 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 Ｘ7778:2001) 

 の規定する「表示Ａ特性音響パワーレベル LＷＡ 

  Ｄ」の値が認定基準に示す式を満足し、7.5B を 

 超えない 

 （大判(A2 判以上)機の印刷枚数換算特例あり） 

 □ はい 

 □ いいえ 

音響パワーレベル値 

（記入例 4-1） 

または 

（記入例 4-2） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

印刷速度>7０(枚/分)の製品である 
 □ はい 

 □ いいえ 
  

 騒音は、ISO7779（一致規格 JISX7779:2001） 

 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 Ｘ7778:2001) 

 の規定する「表示Ａ特性音響パワーレベル LＷＡ 

  Ｄ」の値を参考値として提出する。 

 （大判(A2 判以上)機の印刷枚数換算特例あり） 

 □ はい 

 □ いいえ 

音響パワーレベル値 

（記入例 4-1） 

または 

（記入例 4-2） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

ＢＡの認定商品と同一の製品であり、ＢＡの測定

方法による試験結果の提出を希望する。 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-12 

（４３） 

 騒音は、RAL-UZ-122:2005 の 3.5 あるいは 

 RAL-UZ62/85/114:2003 の 3.2.2 に記載する 

 測定方法に従い得られた実測値に基づき、ＩＳＯ 

 9296(一致規格ＪＩＳ Ｘ7778:2001)の規定する 

 「表示Ａ特性音響パワーレベル LＷＡＤ」の値が認 

 定基準に示す式を満足し、7.5B を超えない 

 （インクジェット方式以外の大判(A2 判以上)機の 

 複写枚数換算特例あり） 

 □ はい 

 □ いいえ 

音響パワーレベル値 

（記入例 4-1） 

または 

（記入例 4-2） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

□白黒機器である 

 印刷速度に応じ、自動的に両面に複写する装 

 置（いわゆる Duplex 装置）を標準として備えて 

 いる、あるいはオプションとして対応可能である 

   ０＜PPM/IPM≦24  適用しない 

  25≦PPM/IPM≦44  標準・オプション 

  45≦PPM/IPM     標準   

 □ はい 

 □ いいえ 

□カラー機器である 

 印刷速度に応じ、自動的に両面に複写する装 

 置（いわゆる Duplex 装置）を標準として備えて 

 いる、あるいはオプションとして対応可能である 

  ０＜PPM/IPM≦19   適用しない 

  20≦PPM/IPM≦39  標準・オプション 

  40≦PPM/IPM     標準 

 □ はい 

 □ いいえ 

証明書 

（記入例 5-1） 

または 

（記入例 5‐2） 

申込者（担当） 

または 

製造事業者（担

当） 

□両面印刷に対応しない機器である 

 印刷用紙の使用量を削減できる機能を有する 

   □縮小印刷 

   □裏面印刷（手動で両面印刷を行なう機能） 

 □ はい 

 □ いいえ 

4-1-1３ 

（４４） 

□大判機あるいは連続用紙を用いるプリンタであ 

 る 
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 取扱説明書（ユーザマニュアル）が以下の a～c 

 に適合している 

 □ 国内 

 □ 海外 

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（ホットメルトの使用は 

認められる） 

 □ はい 

 □ いいえ 

 

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 

 □ はい 

 □ いいえ 

4-1-14 

（４５） 

 

c. 使用用紙が古紙パルプ配合率 70％以

上である 

 □ はい 

 □ いいえ 

  

4-1-15 

（４６） 

 製品添付書類にユーザ情報を明記している 

  ・機器の設置条件 

  ・使用後の製品のリサイクル情報 

  ・使用後の製品の受け入れ場所 

  ・使用後のＯＰＣキット／感光体ドラム／トナー  

   容器等（トナーカートリッジ含む）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 

・ 使用後二次電池の回収・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 

・ 用紙に古紙パルプ配合率 100%の再生紙が

使用できること 

・ 機器の各運転モードにおけるエネルギ消費

および省エネルギーオプション 

・ 機器が両面に印刷する機能を備えている、ま

たは後付できること 

・ 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） 

 □ はい 

 □ いいえ 

製品添付書類のそれぞ

れの該当部分 
 

4-1-16 

（４７） 

 最終製造段階・製品またはサーキットボード最 

 終供給段階・部品再使用のための洗浄におい 

 て、別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・代替フロン 

 (ＨＣＦＣ)を使用していない 

 □ はい 

 □ いいえ 
  

4-1-16 

（４８） 

 製造にあたり関連する環境法規・公害防止協定

などに過去 5 年間違反していない 

 □ はい 

 □ いいえ 
証明書（記入例 ６） 

製品組立工場の

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 
トナー中の有害物質 

申請商品ブランド名： 

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 

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 

ニッケル、ニッケル化合物 

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 

R40（発がん性の限定的な証拠がある）      R45（発がん性がある） 

R46（遺伝的な障害を引き起こす可能性がある） 

R49（吸入すると発がん性がある） 

R60（生殖能力に危害を与える可能性がある）   R61（胎児に危害を与える可能性がある） 

R62（場合によっては生殖能力に危害を与える可能性がある） 

R63（場合によっては胎児に危害を与える可能性がある） 

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）に分類される物質 有／無 

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 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、あるいはリサイクルを妨げない素材である。 

 
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・ステッカーの貼付がある場合には、上表に材質を記載してください。  
また、ラベル・マーキング・ステッカーについて、以下該当する方に○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 
容易な分離が可能であるか、もしくはリサイクルを妨げない

素材である 

はい／いいえ 

 

記 入 例 
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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） 
型式（機種）名： 
上記機種は、有害物質の放散（ブルーエンジェル（RAL-UZ-122:2005）の付録 2による）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 
 基準値 実測値 適合可否 

≦４．０ｍｇ／ｈ（プリンタ動作中、白黒）    ｍｇ／ｈ    粉塵 
≦４．０ｍｇ／ｈ（プリンタ動作中、カラー） ｍｇ／ｈ ＊３ 
≦１．５ｍｇ／ｈ（プリンタ動作中、白黒） ｍｇ／ｈ  

オゾン 
≦３．０ｍｇ／ｈ（プリンタ動作中、カラー） ｍｇ／ｈ ＊３ 
≦１．０ｍｇ／ｈ（プリンタ動作中、白黒）    ｍｇ／ｈ  

スチレン 
≦１．８ｍｇ／ｈ（プリンタ動作中、カラー）     ｍｇ／ｈ ＊３ 
＜０． ０５ｍｇ／ｈ（プリンタ動作中、白黒）     ｍｇ／ｈ  

ベンゼン 
≦０．０５ｍｇ／ｈ（プリンタ動作中、カラー） ｍｇ／ｈ ＊３ 
≦１０ｍｇ／ｈ（プリンタ動作中、白黒）    ｍｇ／ｈ  
≦１８ｍｇ／ｈ（プリンタ動作中、カラー） ｍｇ／ｈ ＊３ 

≦１．０ｍｇ／ｈ（待機中、白黒）＊１：卓上型機器       ｍｇ／ｈ  TVOC  

≦２．０ｍｇ／ｈ（待機中、白黒）＊２：自立型機器    ｍｇ／ｈ  

 
２．騒音 
測定方法  □ISO7779  □RAL-UZ62/85/114:2003  □RAL-UZ122:2005 

 
 

Sbw Sco Sbw/Scoごとの上限 
LWAD  

試験結果（B） 
適合

可否 

白黒印刷  (Sbw≦70) 
  ≦0.035Sbw+5.9 

かつ≦7.5         

カラー印刷(パラレル) 
(Sbw≦70) 

  
≦0.03Sco+6.1        ＊３ 

カラー印刷(シリアル) 
(Sco <0.5＊Sbw) 

  
 

 
 

白黒印刷 (Sbw＞70)      
＊３：2008年5月31日までの申込に限り、参考値としての扱いとなります  

記入例４－１  
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                       企業名： 

                       担当者名：            印 

 

適合証明書（有害物質の放散・騒音） 
型式（機種）名： 
上記機種は、有害物質の放散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 

測定方法  □RAL-UZ-62:2002   □JBMS-66 

 基準値 
実測値 適合

可否 
カラー印刷の 
実測値（参考値） 

粉塵 ≦０．０７５ｍｇ／m3       ｍｇ／m3      ｍｇ／m3 

オゾン ≦０．０２  ｍｇ／m3       ｍｇ／m3      ｍｇ／m3 

スチレン ≦０．０７  ｍｇ／m3       ｍｇ／m3      ｍｇ／m3 
 
 
２．騒音 

測定方法  □ISO7779  □RAL-UZ62/85/114:2003  □RAL-UZ122:2005 

 
 

Sbw Sco Sbw/Scoごとの上限 
LWAD  

試験結果（B） 
適合可

否 

白黒印刷  (Sbw≦70) 
  ≦0.035Sbw+5.9 

かつ≦7.5         

カラー印刷(パラレル) 
(Sbw≦70) 

  
≦0.03Sco+6.1         

カラー印刷(シリアル) 
(Sco<0.5＊Sbwの機器のみ) 

  
 

 
 

白黒印刷 (Sbw＞70)      
 

 

注意：本証明書は、2008年5月31日までの申込に限り有効な書類として扱います  
 

 

 

記入例４－２ 



付属証明書 18/21 

 

                         日付： 

                         企業名： 

                         担当者名：        印 

                                                  

適合証明書（エネルギー消費（2007エナジースター）・両面コピー） 
 
申込型式（機種）名                           
画像再生速度（IPM）  A4      枚／分 
対応紙サイズ（最大）    A4／A3／B4／A3Y              機 
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 
 

下記表の、該当する箇所に実測値を記載してください。 
「大判機を除くプリンタ」「大判複合機を除く複合機」の場合 
プリンタの種類 画像再生速度 エネルギー消費効率 実測 適合可否 

0<IPM≦12 1.5KWh/week   
12<IPM≦50  (0.2KWh/ipm)x-1kWh   

電子写真方式 
プリンタ 
(白黒機) 50<IPM (0.8KWh/ipm)x-31kWh   

0<IPM≦12 (0.2KWh/ipm)x+2kWh   
12<IPM≦50 (0.2KWh/ipm)x+2kWh   

電子写真方式 
プリンタ 

(カラー機) 50<IPM (0.8KWh/ipm)x-28kWh   
0<IPM≦20 (0.2KWh/ipm)x+5kWh   
20<IPM≦69 (0.44KWh/ipm)x-8kWh   

電子写真方式 
複合機 
(白黒) 69<IPM (0.8KWh/ipm)x-28kWh   

0<IPM≦32 (0.2KWh/ipm)x+5kWh   
32<IPM≦61 (0.44KWh/ipm)x-2.8kWh   

電子写真方式 
複合機 

(カラー) 61<IPM (0.8KWh/ipm)x-25kWh   
 
 
 
 
 
 
 
 

記入例５－１ 
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                         日付： 

                         企業名： 

                         担当者名：        印 

                                                  

適合証明書（エネルギー消費（2007エナジースター）・両面コピー） 
 
申込型式（機種）名                           
画像再生速度（IPM）  A4      枚／分 
対応紙サイズ（最大）    A4／A3／B4／A3Y              機 
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 
 

下記表の、該当する箇所に実測値を記載してください。 
「大判プリンタ」「大判複合機」の場合 

 印刷速度 
(IPM:1分当たりの画像再生

枚数) 

スリープモードへの 
移行時間 

スリープモードの 
消費電力 

実測値       PPM     分    Ｗ 

 
以下の機能が出荷時に付加されている製品は、スリープモードの消費電力基準値に、表記の加算

値を加えた合計値を基準値として適用します。該当する機能を提示してください。 

付加機能種類 
加算機能の

主要/補助 
加算値 

（主要機能） 
加算値 

（補助機能） 
有線データ/ネットワーク接続ポート （＜20MHz） □主 □補 0.3 0.2 

有線データ/ネットワーク接続ポート （20MHz≦かつ＜500MHz）  □主 □補 0.5 0.3 

有線データ/ネットワーク接続ポート （500MHz≦） □主 □補 1.5 0.5 

無線電波によるデータ転送用データ/ネットワーク接続インタフェイス □主 □補 3.0 0.7 

外付け機器との接続用データ/ネットワーク接続ポート □主 □補 0.5 0.1 

赤外線によるデータ転送用データ/ネットワーク接続インタフェイス □主 □補 0.2 0.2 

内部ストレージドライブ □主 □補 ― 0.2 

CCFL使用スキャナー装備 □主 □補 ― 2.0 

非CCFLのスキャナー装備 □主 □補 ― 0.5 

PCベースのシステム □主 □補 ― -0.5 

コードレス端末による通信 □主 □補 ― 0.8 

メモリ □主 □補 ― 1.0×ｘ[GB]  

電源の規格DC出力 □主 □補 ― 0.05×(ｘ[W]-10) 

記入例５－２ 
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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 ６ 



　　　　　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 ABS 無し 無し 無し 非該当 非該当 非該当 有り ③
例示例：ラベル 例：〇〇㈱ 例：〇〇ABS　ラベル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

適用除外の要件： 認定基準(7)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（10）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(7)のbにより除外される（※付表1の証明方法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の1かつ2を満たす

ラベル・マーキング・ステッカーの貼付がある場合には、以下の表を記載してください。　

No. 種別
プラスチック
製造者 プラスチック製品名 材質名

貼付される
部品の
No.(上記リ
スト中)

例示ラベル 例：〇〇㈱ 例：〇〇ABS　ラベル ABS ■はい □いいえ □はい □いいえ
例示ステッカー 例：〇〇㈱ 例：〇〇PPE PPE □はい ■いいえ ■はい □いいえ

□はい □いいえ □はい □いいえ
□はい □いいえ □はい □いいえ
□はい □いいえ □はい □いいえ
□はい □いいえ □はい □いいえ

分離容易性

左記でいいえの場合、
リサイクルを妨げない素材で
ある
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解 説        「プリンタ Version2」 

                                          制定予定日 2007 年 5 月 1 日  
 
 
１．商品類型設定の背景  
現在、プリンタは、事業所、家庭で広く使用されている。パーソナルコンピュー

タの普及に伴い需要を伸ばし、世界で1億2330万台の需要がある ((社 )電子情報技
術産業協会の調査 ,2005年 )。我が国では、2005年の生産量は642万台 (経済産業省
機械統計 )となっているが、輸出、輸入も各々204万台、777万台 (財務省貿易統計 )
に達しており、プリンタが国際的に流通している商品であることを示している。

近年は、デジタルカメラから直接印刷するような、コンピュータを介さないタイ

プのプリンタ、複写機能やファクシミリ機能を兼ね備える複合機への需要拡大、

白黒機が主体だった電子写真方式におけるカラー機の増加など、市場の変化が見

られる。  
一方、プリンタに関わる環境負荷については、欧州において電気・電子機器を対

象として特定の重金属および難燃剤の使用を制限するRoHS指令、リユース・リ
サイクルの促進を求めるWEEE指令が施行され、国内プリンタ製造事業者におい
ても、欧州での事業展開、同様の規制の国際的広がりへの配慮から対応が進めら

れている。日本でもRoHS指令規制対象の化学物質については、J-MOSSと呼ば
れる含有表示方法の規格が定められ、資源有効利用促進法にて電気・電子機器の

一部には表示義務が課せられた。ただし、プリンタは、表示義務対象機器ではな

い。プリンタのリユース、リサイクルについて定める国内法は特に無いが、トナ

ーカートリッジやインクカートリッジ等の消耗品の回収、再資源化を進める事業

者の取り組みが見られる。プリンタ本体の回収、再資源化は、非常に限られた機

種での取組みであり、回収率も低いのが現状である。このような中で先進的な取

り組みを評価していくことは、プリンタ本体および消耗品の3Rの促進に寄与す
ると期待される。地球温暖化の面からは、グリーン購入法において省エネルギー

が調達の判断基準の主要項目となっており、さらに2007年には省エネルギー製
品の認証制度であるエナジースターのトップランナー方式への改訂が予定され、

今後更なる省エネルギー化が求められるところである。  
また、シックハウス症候群等の問題の顕在化により屋内大気環境への関心が高ま

っており、プリンタからのVOC等の放散の低減、および使用者への注意喚起など
情報提供が要請されている。快適な屋内環境の保全のためには騒音への配慮も必

須である。  
エコマーク商品類型No.122「プリンタ」においては、ライフサイクル全体を考
慮し認定基準の策定を行ったが、既に述べた通り、近年、市場の変化、プリンタ

に関わる環境影響に対する要請の変化が著しく、基準を改定することは意義が大

きい。  
なお、プリンタにおける複合機化の進展を受け、ドイツブルーエンジェル、北欧
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ノルディックスワンなどの海外の環境ラベルにおいては、プリンタ、複写機、複

合機を一つの商品類型として扱っている。エコマークでは現在No.117「複写機
Version2」と本商品類型で複合機を対象としているが、整合性を考えると将来的
にはこの2つの商品類型を統合していくことが望ましい。国際流通商品として環
境ラベル認定基準の国際調和に留意することも重要である。  
「プリンタVersion2」では、近い将来のNo.117「複写機Version2」との商品類
型の統合、既に複写機で行っている海外エコラベルとの相互認証のプリンタへの

拡大、認定基準の国際調和への配慮から、日本の事業者の取得も多いドイツブル

ーエンジェルの認定基準との整合をベースに検討を行った。ただし、事務機器を

対象とするブルーエンジェルと家庭用機器も対象とするエコマークとの相違、日

本の商習慣などを考慮し、エコマークとしての追加削除、変更を加えている。  
 

 
２．適用範囲について  
適用範囲は、 (社 )電子情報技術産業協会の「プリンタカタログ用語集」における
プリント方式による分類に基づいて定めている。対象となるプリンタとその仕組

みを表1にまとめる。  
「主に事務所や家庭で一般的に使用されるプリンタ」に限定したのは、交通機関

の券売機、待ち人数などの整理券発行機、レジスタ機、医療や図書館の検索機器

などの特殊な用途のプリンタは統一的な基準の適用が難しいことによる。  
なお、ブルーエンジェルやノルディックスワンの基準では「事務所で使用されて

いる機器」としているが、現在、パソコンとともにプリンタ（特にインクジェッ

ト方式）の家庭への普及が進展していることから、ここでは対象に含むことを明

記した。  
 対象となるプリンタについての概要は表1の通りである。  
 
 表1 対象製品の概要  

電子写真方

式プリンタ 
帯電させた感光体ドラムに、レーザーまたは

LED による光を照射することで帯電状態を
変え、イメージ部分のみにトナーを付着させ

る。このトナーを印刷用紙に転写し、熱、圧

力を加えて用紙に定着させる。 
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インクジェ

ット方式プ

リンタ 

 

微細なノズルからインクの微粒子を紙に吹

き付けて印刷用紙にイメージを描き出す。ノ

ズルが備えられているプリントヘッドが印

刷用紙の送り方向に対して垂直に往復し、こ

れとタイミングを合わせて印刷用紙を送る

ことで印刷面にイメージを描画する。 

ドットイン

パクト方式

プリンタ 

 

印字ヘッドに組み込まれたピンをアクチュ

エータによって駆動し、インクリボンにたた

きつけることによって、用紙に印字する。 
帳票、複写用紙のような重ね印刷を必要とす

る場合に使用される。 

感熱方式 
サーマルプ

リンタ 

 

熱を加えると化学反応を起こし、変色する発

色剤を塗った感熱紙に、印字ヘッドで熱を加

えることで印字する。 
 

感熱方式 
熱転写プリ

ンタ 

 

固形インクを薄く塗布したインクリボンに

熱した印字ヘッドを押し付け、インクを溶か

して紙に転写する。 
 

感熱方式 
昇華式プリ

ンタ 

 

固形インクを塗布したインクリボンに印字

ヘッドで熱を加え、インクを昇華させて樹脂

コーティングした専用紙に付着させる。 
 

 
 
３．用語の定義について  
＜プリンタ＞ 
パソコンとの接続を前提とした機器に加え、デジタルカメラの普及に伴い増加している、

デジタルカメラやメモリカードなどから、ケーブルを介さずに直接出力するプリンタも対

象範囲に含むことにした。 
＜裏面印刷＞ 
例えば、一度表面を印刷した用紙を違うプリンタで印刷した場合には、トナーの定着温

度の違いによりローラにインクがついてしまい、寿命が短くなるなどの問題がある。そこ
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で本基準では、同一プリンタで裏紙を印刷することのみを裏面印刷とした。 
＜複合機＞ 
複合機に関しては、本商品類型とエコマーク認定基準 No.117「複写機 Version2」で取

り上げられており、主機能がプリンタ機能のものを本商品類型、複写機能のものを No.117
「複写機 Version2」の対象としている。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、筐体、筐体部品、シャーシ、電気・電子サブアッセンブリ、機械部
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。 
なお、筐体がシャーシを兼ねている場合、構造部材としての機能が優先するため、シャー

シとして扱うものとする。 
<シリアル・パラレル＞  
 カラー機におけるエミッションや騒音の基準値導入にあたり、エナジースター

に従い定義した。  
<トナーカートリッジ、トナー容器> 
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」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。 
<インクカートリッジ、インクリボンカートリッジ> 
これらの用語については、業界で一般的な用法に従い定義した。 

<マテリアルリサイクル> 
リサイクルの方法として、油化、ガス化、高炉還元等のケミカルリサイクル、およびエ

ネルギ回収と区別するため、No.132「トナーカートリッジ Version1」に従い定義した。 
<再使用・マテリアルリサイクル率、再資源化率> 
使用済みトナーカートリッジ、トナー容器、インクカートリッジの回収、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」に準じて定義した。 
＜連続用紙＞ 
連続用紙については、日本事務機械工業会規格 JBMS-31:1987電子写真式ノンインパク

トプリンタ用連続用紙の基準によった。 
<低電力モード、スリープモード> 

No.117「複写機 Version2」に準じて定義した。 
<3R設計チェックリスト、Must項目、Should項目> 

3R 設計チェックリストについて、その意義を明らかにするため、ブルーエンジェルに
準じて定義した。 

 
 

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、
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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「プリンタ」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）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、およびＦ－ ９(表中◎印)

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

 

 

   表2「ライフステージ環境負荷項目選定表」  
        商品のライフステージ   
 
        環境負荷項目  
 

 Ａ．  
 資源  
 採取  

 Ｂ．  
 製造  
 

 Ｃ．  
 流通  
 

 Ｄ．  
 使用  
 消費  

 Ｅ．  
 廃棄  
 

 Ｆ．  
 ﾘｻｲｸ 
 ﾙ 

 
 
 

 １資源の消費    ◎    ◎    ◎    ◎     ◎   
 ２地球温暖化影響物質の排出                 ◎             

 ３オゾン層破壊物質の排出          ◎    ◎                   

 ４生態系への影響                                       

 ５大気汚染物質の排出          ◎                               

 ６水質汚濁物質の排出                                    

 ７廃棄物の発生・処理処分                ◎                   

 ８有害物質などの使用・排出          ◎    ◎    ◎   ◎         

 ９その他の環境負荷    ◎    ◎     ◎         
 
 
Ａ 資源採取段階  
Ａ－ １（資源の消費） 

(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 

(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(6)の策
定] 
Version1では、再生プラスチック材料の使用が 3R設計チェックリストのM項目とされ、
「複写機 Version2」では、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いる。タイプ III エコラベルのエコリーフを見ると、プ
リンタ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。2001年制定の認定
基準では再生材料の使用量や配合率を規定していなかったが、Versio2 では再生材料の
使用量、あるいは配合率の下限値を定め、より定量的な基準とするべきとの議論があっ

た。 
まず、再生プラスチック部品の使用量については、プリンタにおける再生材料の使用

の現状として、使用部位は主に小部品などで、自社複写機の回収品に由来する再生材料
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を筐体に使用する例もあるが、一般的ではない。これらを考慮し、再生プラスチック部

品を 1個以上使用することを基準項目とし、複写機では再生プラスチック部品の重量を
25g以上としていたが、プリンタでは 25g以上の部品が筐体を除けばほとんど無いよう
な小型製品もあるため、重量規定は設けないこととした。 
さらに、再生プラスチックの配合率について、消費者の立場からはわずかでも再生材

料が配合されていれば再生プラスチック部品と認めることには違和感があるとの意見も

あった。要求される品質を満足できる再生材料を市場で入手するのは困難なこと、一方、

プリンタ由来の再生材料は回収率が低く変動もあり、供給が安定しないことなどから、

調達状況に応じて配合率は適宜変更されており、稀にではあるが再生材の供給が止まり

配合率 0%になる可能性もある。事業者からは、配合率の下限値を約束することは困難
であるとの反対意見が強く、Version2での基準化は見送られた。その代替として、再生
プラスチック使用部品、その重量および設計書に定められている再生材料の配合率を報

告することとした。 
資源循環を促進する上で、プリンタのような消費者に身近な製品において、目標とな

るような基準値を設定していくべきとの意見もあり、将来的には定量的な基準を設けた

い。その検討の材料とするため、次回見直し時には、事業者側に、プレコンシューマ材

料、ポストコンシューマ材料などの使用についての情報提供を求め、検討の材料とする

こととした。 
なお、E-8(6)に詳細に述べるが、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

けたため、筐体部品に使用されている臭素系難燃剤添加の ABS 及び PS(ポリスチレン) 
などについては、回収材料に由来する再生プラスチックの配合率が規定されている。複

写機業界では、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) でもクローズドリサイクルへの取り組みが実施されている。エコマーク
としては、こうした取組みがプリンタに波及し、基準として評価できるようになること

を望むところである。 
 

Ａ－ ９（その他の環境負荷） 

(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

A:4-1-12(37)/B:4-1-15(45)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」に準じて70％とした。また、製
紙工程における環境負荷低減にむけ、パルプ漂白における塩素不使用についても「印刷

用紙Version2」に準じて要求することとした。 
しかし、中国、東南アジアなどにおいて製造される場合、古紙回収のための社会シス

テムが整備されていないために再生紙を日本から輸出して取扱説明書を印刷する事例が

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。パルプの非塩素漂白についても国によっては設備の整備が遅れており、ECF(非塩
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素漂白)パルプを輸入しなければならなくなる。 
欧州などにおいては古紙パルプの配合、ECFパルプの使用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Version2」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のみ必須とし、古紙パルプ配合率70%、ECFパルプの使用は、
いずれか一方を満足すればよいこととした。 

 

Ｂ 製造段階  
Ｂ－ １ （資源の消費） 

(1)製品をできる限り延命すること  
 (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 A:4-1-8(29) 

/B:4-1-8(35)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

た。「複写機 Version2」では(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年以上としたが、Version1では、一般的
な製品寿命に基づき、新部品を在庫するコスト負担も考慮して 5年としていた。Version2
では「複写機 Version2」に合わせ 7年とするべきか検討したが、事業者から旧通商産業
省との取り決めが 5 年となっており、変更による影響は大きいとの意見があり、5 年の
ままとした。 

 

Ｂ－ ３（オゾン層破壊物質の排出） 

(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 A:4-1-13(39), B:4-1-16(48)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。プリンタ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） 

(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 
(2) 塗装によるVOCの大気への排出が抑制されていること 

 

(1)については、製造工程から排出される大気汚染物質などについては、関連する環境
法規および公害防止協定などを遵守することで、環境への負荷が低減されると判断され、

本項目は基準を策定する項目として選定された。[認定基準準 A:4-1-13(40), B:4-1-16(48)
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
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適用は最終組立工場に限定することとした。 
(2)については、F-1(4)に述べる通り、ブルーエンジェルで制限されている筐体への塗
装を許容したことから、検討された。電子写真方式で塗装の制限の適用を除外している

相溶性塗料にも VOCが使用されている。大気汚染防止法の改正によって、VOC(揮発性
有機化合物)の大規模排出工場については法規制、中小規模排出工場については自主的取
組みによって VOC 排出の低減が図られることとなった。大気への排出削減の方法の一
つとして低 VOC 塗料への代替が考えられるが、用途別に見れば、建築用塗料などが先
行している状況である。電気・電子機器用としては、水系塗料、ハイソリッド塗料、粉

体塗料等は塗膜性能、仕上がり品質の面で課題が多く、開発検討の段階である。エコマ

ーク商品類型 No.124「塗料 Version1」では、VOC含有量、規制化学物質などを定めて
いるが、主に建築用や家庭用を想定した一律の基準であるため、プリンタ筐体の塗装に

そのまま適用するのは適切ではない。さらに、水系塗料を使用することで VOC の排出
は削減できるが、温度湿度の管理、プレヒート、電気配管設備の絶縁対策、排水処理な

ど新たな設備投資や環境負荷が生じる可能性がある。現状ではプリンタに使用可能な低

VOC 塗料が存在しないため、基準とはしないが、業界として低 VOC 塗料への移行を、
塗装における環境負荷低減の方策の一つとし、サプライヤや塗料メーカに低 VOC 塗料
の開発、使用を働きかけていくべきであろう。 
一方、VOC除去設備を設置するエンドオブパイプ式の対策、電着塗装など塗着効率の
高い塗装方法への転換、作業工程、設備、管理を見直すインプラント対策などによる VOC
排出低減は図られている。ただし、プリンタでは、塗装作業は最終製品の製造工場では

なく、部品メーカなどサプライヤで専ら行われているため、VOC排出低減の対策が適切
に実施されていることをエコマーク申請者が確認していることが重要であるとして、3R
チェックリストの項目に採用された(認定基準 4-1-1(1))。 

 
Ｂ－ ６（水質汚濁物質の排出） 

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

 
Ｂ－ ８（有害物質などの使用・排出）  

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

 

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

Version2」で検討され、本商品類型ではこれに準じて認定基準策定項目とした。[認定基
準 4-1-2(8)の策定] 
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く、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.の報告を要求し
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ている。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、材料製造事業者が最終製品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「複写機 Version2」策定時に検討を行ったが、申請者、サプライヤ、
事務局にとって負担が大きいこと、利用にあたっての用途や手続きに透明性が確保され

ていないことから、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、今後検討を行うこととなった。現状では「複写機

Version2」制定時と大きな状況の変化は無く、代用措置の終了期限を設定するのは依然
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方針である。 

 
Ｂ－ ９（その他）  

(1)塗装による作業者への健康影響について 
 

(1)については、F-1(4)に述べる通り、ブルーエンジェルや「複写機 Version2.0」で制
限されている筐体への塗装を許容したことから、VOCによる作業者への健康影響を検討
する必要性が指摘された。D-8(1)に述べる通り、VOCは揮発性が高く、発がん性物質な
どが含まれているため、塗装作業中の継続的な吸引によって健康に悪影響が及ぶ可能性

が考えられる。作業者のVOCに係る労働安全については、労働安全衛生法に基づき、「有
機溶剤中毒予防規則」に換気装置、排風機の性能や稼働など設備に関する規定、および

送気マスクや防毒マスクの着用、管理者選任、装置の自主定期点検、健康診断などの規

定が定められているが、B-5(2)に既述の通り、塗装作業はサプライヤで行われるため、
エコマーク申請者が、サプライヤの「有機溶剤中毒予防規則」遵守を確認していること

が重要であるとして、3Rチェックリストの項目に採用された(認定基準 4-1-1(1))。 
 
 
Ｃ 流通段階  
Ｃ－ １（資源の消費） 

(1)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  

 (1)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、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、事業所用製品で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、家庭用製品の包装は一般廃棄物となることから基準とはしなかった。回収



解説 10/30 

された場合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A:4-1-9(30),B:4-1-11(38)
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、出荷時の荷姿では、包装は a.本体外装箱、本体包装用袋、

緩衝材を含む本体包装、b.取扱説明書、電源コードなど同梱品包装、c.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。 
 
Ｃ－ ３（オゾン層破壊物質の排出） 

(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 A:4-1-9(30),B:4-1-11(38)の策定] 
プリンタ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） 

(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、ドイツにおける最新の包装令に従った
マーキングを包装に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 Version1 では基準項目とされていた。家庭で使用され
るプリンタの包装は容器包装リサイクル法の対象であり、資源有効利用促進法において

材質表示が推奨されている。一方、事業所で使用されるプリンタは、法対象外でありマ

ーキング義務も無い。主に事業所で使用されるプリンタにおいて、搬入、設置される場

合は、包装の大部分が搬入事業者によって回収され、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。そこで、マーキン

グについては基準から外し、その代わりとして、C-1(1)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を認定基準として新たに設けることとした。 

 
Ｃ－ ８（有害物質などの使用・排出）  

(1) 包装材において有害物質の使用のないこと  
(1)については、ハロゲン系元素で構成されているポリマおよび有機ハロゲン化合物に
よる環境負荷の観点から「複写機 Version2」で検討され、「プリンタ Version2」でも認
定基準策定項目として選定された。 
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[認定基準 A:4-1-9(31),B:4-1-11(39)の策定] 
プリンタの包装材の多くは焼却処理されると考えられる。その際、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。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。以上を鑑み、ハロゲン系元素で構成さ

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

した。 
 

 
Ｄ 使用消費段階  
Ｄ－ １（資源の消費） 

(1)再生紙が使用可能であること 
(2)消耗品(トナーカートリッジ、トナー容器、インクカートリッジ)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)両面印刷が使用可能なこと 
(5)消耗品の3R 設計 
(6)消耗品のプラスチック製部品の材料統一について 
(7)消耗品の微細部品について 

 

(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り、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 A:4-1-7 (27), 
B:4-1-7(33)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ので、Version1 
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。
感熱方式プリンタについては、古紙パルプ配合率の高い紙では良好な平滑度が保たれず、

定着が不完全になる可能性があることから、大判プリンタ、連続用紙対応プリンタにつ

いては古紙パルプ配合率 100%の用紙の入手が困難なことから、本認定基準の適用から
除外した。 

(2)については、プリンタでは、消耗品の回収、再使用、マテリアルリサイクル、再資
源化、適正処理は、法的義務は無く、事業者の自主的活動として行われている。残存し

たトナーやインクに含有される有害物質の拡散防止、資源消費量の削減、廃棄物の削減

などの効果があることから、認定基準策定項目とした。[認定基準 A:4-1-5 (21)(22)(23), 
B:4-1-5(21)(22)(23) の策定] 
エコマークでは「複写機 Version2」においてトナーカートリッジおよびトナー容器の
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回収、リサイクルについて規定している。本商品類型では、これらについては「複写機

Version2」に準じることとし、インクカートリッジ、インクリボンカートリッジについ
ても同様の規定が可能か検討した。まず、インクリボンカートリッジについてはプリン

タ自体の出荷量が少なく消耗品の出荷量も限られること、サードパーティーの製品が多

く回収が難しいこと、個人情報を含む印字内容がインクリボンに残存することから、回

収、リサイクルの要求は適用しないこととした。 
インクカートリッジについては、量販店への回収ポスト設置などにより回収を実施し、

一部事業者によるベルマーク制度とのタイアップをはじめ、各社回収率向上を図っては

いるものの、回収率は 10%弱程度で横ばい状態である。回収品のマテリアルリサイクル
を実施している事業者もあるが、事業者によって取組みは異なっており、大部分は環境

に悪影響を与えないよう適正処理しているのが現状である。マテリアルリサイクルを成

立させるには、回収量の確保、再生材料の用途の開拓、コスト低減など課題が多いため、

マテリアルリサイクル率を規定するのは現状では難しい。しかしながら、将来的には定

量的基準を設け、マテリアルリサイクルを進めることが望ましく、マテリアルリサイク

ル率の報告を、次回見直し時のデータとして要求することで、業界の実態を把握し次回

基準見直しにあたっての検討の材料とすると共に、事業者への取組みを促すこととした。

不適切処理を防止するため、再資源化率については、トナーカートリッジと同様 95%以
上を要求する。 

 (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 B:4-1-10(37)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 A:4-1-12(36), B:4-1-14(44)の策定] 
ただし、両面印刷の要求は 2007 年エナジースターに準じ、大判機、連続用紙対応機

を除く電子写真方式のプリンタについて白黒機器、カラー機器、それぞれ印刷速度に応

じ、適用する。両面印刷機能に対応しない機器については Version1 に準じ、縮小印刷、
裏面印刷などによって印刷用紙の使用量削減を可能とすることを要求することとした。 

(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A:4-1-5(18), B:4-1-5(18)
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、
トナー容器、インクカートリッジ、インクリボンカートリッジを指す。ブルーエンジェ

ルでは、機器本体および消耗品について 3R 設計への適合性についてチェックリストを
用いて確認しており、エコマークでもこれを採用した。チェックリストについての詳細

は F-1(1)機器本体の 3R 設計に述べる。 
(6)については、リサイクル性の向上を促すため No.132「トナーカートリッジ

Version1」や「複写機 Version2」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。詳細は F-1(3)に述べる。[認定基準 A:4-1-5(25), B:4-1-5(26)の策定] 

(7) については、トナー漏洩防止用の両面テープなどの微小部品ではリサイクルの困
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難な材料が使用されており、これらに 3R 設計チェックリストの項目となっている高い
価値水準でのリサイクルを要求することは設計上の問題が生じる上、環境的利益は小さ

い。したがって、25g 以下の消耗品の筐体部品は適用対象から除外することとした。こ
こで、25g以下とするのは、プラスチックのマーキングの要求が 25g以上の部品を対象
としており、ある程度の大きさを有するか否かの区切りと考えられることによる。 
 

 
Ｄ－ ２（地球温暖化影響物質の排出） 

(1)低電力消費であること  

(1)については、地球温暖化影響物質の排出低減には省エネルギー設計が必要であるこ
と か ら 基 準 を 策 定 す る 項 目 と し て 選 定 さ れ た 。 [ 認 定 基 準

A:4-1-10(33)(34),B:4-1-12(41)(42)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、グリー

ン購入法の判断の基準がある。従来エナジースターは｢低電力モード、オフモードにおけ

る消費電力｣および｢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たが、

2007 年 4 月よりトップランナー方式への変更が予定されている。また、電子写真方式
では、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基づく基準となる。グリーン購入法では 2006 年度は低
電力モードの消費電力、移行時間を基準としているが、2007年度以降の基準については
未定である。 
基準策定にあたって参照したブルーエンジェルでは、｢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｣、｢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。 
複写機、プリンタのエネルギー基準の比較を表 3に、省エネ法、エナジースター、ブ

ルーエンジェルの比較を表 4にあげる。 
エネルギー消費効率に基づく場合と、低電力モードなどにおける消費電力、移行時間

に基づく場合では要求される技術開発の方向性が異なってくるため、併用は難しい。そ

こで、公開案としては、国際的なトップランナー基準として、2007 年 4 月から施行の
エナジースターを満たすこととした。今後のグリーン購入法の動向を見守り、認定基準

制定前に再度検討する。 
 

Ｄ－ ８（有害物質などの使用・排出）  
(1) トナー、インク中の有害物質  
(2) 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 A: 4-1-4 
(13)(14)(15)(16)(17), B:4-1-4(13)(14)(15) (16)(17)の策定] 
本項目は Version1 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、｢特定アミンを生成する可能性のあるアゾ着色剤｣、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｣、
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｢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｣、
｢IARC により発がん性と分類される物質｣を禁止とした。アゾ着色剤への規制は体内で
発がん性物質に還元される可能性があることによる。規制の重金属は 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、｢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 ではこれらの禁止に加え、ブルーエンジェルにおけるトナー、インク、「複
写機 Version2」におけるトナーに関わる規定と同様、変異原性に関して｢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｢MSDSを備えていること｣を加えた。Ames試験はトナーやインクの発がん性の
スクリーニングを目的として、トナーやインクの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、試験方法は 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。また、規制重金属にブルーエンジェルに準じてニッケルを追加した。ニッケル、

ニッケル化合物は着色剤などとして使用されており、IARC でニッケルが 2B(人への発
がん性が疑われる)、ニッケル化合物が 1(人への発がん性がある)と分類されている。
IARC の分類による規制と重複するが、将来の相互認証を見据え、ブルーエンジェルと
の整合を優先した。 
なお、ブルーエンジェルにおいては、製品全体として危険シンボル表示の必要性を生

じさせる物質の規制については要求されていないが、エコマークでは、アジア 4ラベル
間(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。 
ただし、IARC の分類による規制については、ブルーエンジェルにおいて、発がん性

のみならず、｢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｣の
使用を禁止していることから、事業者から化学物質の規制統一化の要望があった。今後、

No.134｢トナーカートリッジ｣とあわせて検討を行っていく予定である。 
(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 A,B:4-1-2(9)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
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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考える。現状として、事

業者はカテゴリ 3の物質の代替を進めており、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、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ており、これに該当する場合、

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が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。なお、化学物質、

調剤の分類・表示に関しては、現在、化学物質や調剤の分類・表示の国際整合に向けて

「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)」の検討が進められている。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
った分類に基づく化学物質の規制に移行すべきであり動向を観察している。 

 
Ｄ－ ９（その他の環境負荷） 

(1) オゾン、粉塵、VOC が低排出であること 
(2) 低騒音であること  
(3) 安全性および電磁適合性を考慮すること  
(4) ユーザへの情報提供について  
(5) 機器の保守について  
(6) リペアについて  
(7) トナーの漏洩防止について  
(8) トナーカートリッジへの表示について  
(9) 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 A:4-1-6(26), 

B:4-1-6(28)(29)(30) の策定] 
本項目は Version1 制定時には電子写真方式のプリンタのみを対象とし、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。電
子写真方式の機器において、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。VOC のうち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年に制定されたブルーエンジェル



解説 16/30 

RAL-UZ85「プリンタ」、RAL-UZ62「複写機」、RAL-UZ114「複合機」、さらにこれら
を統合して 2005年に制定された RAL -UZ122「印刷機能付事務機器」では 2002年制定
の基準から試験方法が変更されると共に、電子写真方式プリンタの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。RAL-UZ122では、インクジェット方式プリンタに対しても TVOCの基準値が
規定された。VOC放散量の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。イン

クジェット方式における VOC発生源として、インク自体の VOC含有量の基準化も検討
したが、製造事業者から、プリンタで使用されるインクは水がベースであり、印刷イン

クと比較して VOC 含有量は非常に少なく、規制の必要は無いとの意見があり、採用さ
れなかった。 
試験方法については、Version1 制定時に採用していた方法は密閉された測定室内の

上部の空気を捕集し測定するのに対し、ブルーエンジェルの新基準の定める方法では測

定室内を通常室内のように換気し、空気質を均一とした状態で空気を捕集し測定するた

め実環境に近い。前者の測定値は参考値に過ぎず、放散量を表す値としては後者の測定

値がより適切である。この方法に基づき JIS X6936 が制定された。RAL-UZ122で規定
する試験方法は、2003年版の RAL-UZ62、85、122の試験方法と原理は変わらないが、
測定手順や分析方法に多少の変更がある。以上を鑑み、Version2.0 では規制対象物質、
試験方法について RAL-UZ122に従うこととした。また、新試験方法に基づく試験の実
施可能な施設が、日本、ドイツとも設置準備が進められてはいるが、現状ではわずかで

あり、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ことを鑑み、JBMS-66および 2002年版ブル
ーエンジェルの方法も併用する。試験設備の整備には期間を要すると予想されており、

Version1.0の有効期間が 2008年 5月 31日までとなっているので、併用期間はこれと合
わせることとした。 
基準値については、電子写真方式の白黒印刷時の放散については、RAL-UZ122 の基

準値を採用することとした。ただし、カラー機についてはこれまで試験されたことがな

いため、当面は参考値提出として状況を把握し、2007 年 6 月 1 日より適用することと
した。インクジェット方式、ドットインパクト方式、感熱方式の機器における TVOCに
ついては、測定の実績が無く適切な基準値の設定が現状では困難であることから、基準

値は定めず、測定値を参考値として提出することとして、まずはデータの蓄積を図り、

次回見直し時に基準値を検討する。また、連続紙を印刷する高速機は、通常、専用の印

刷室で使用されるため、使用者や同室滞在者が長時間継続的に放散された物質に暴露さ

れることは無いとして規制から除外した。 
(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 A:4-1-11 

(35),B:4-1-13(43)の策定] 
ISO7779(一致規格 JIS X7779)に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
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る。Version1.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
ェルでは複合機の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 とはわずかではあるが異なっている。基準値については
Version1では印刷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、印刷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。カラー機におけるカラー動作中の騒音については、

2008年 6月 1日以降から適用とし、それまでは参考値の提出を求めることとする。  
ブルーエンジェルの対象となっていない機器のうち、感熱方式についてはブルーエン

ジェル対象機器と同様の規制を適用するが、ドットインパクト方式の機器は機構上、そ

の他の方式と同等の騒音レベルを実現するのは困難であるので、Version1 の基準値を引
き続き適用することとした。また、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 を超える機器は対象外となっている。近年、高速機が増加し
ており、エコマークとしても上限値を検討する必要はあるものの、高速機における騒音

レベルの現状の把握ができていないため、印刷速度 PPM>70以上の機器の騒音レベル測
定値の提出を基準とすることによってデータの蓄積を図り、次回基準見直し時の検討の

材料とする。 
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

いので、Version1.0 と同様の基準とするが、ブルーエンジェルの認定を受けている機器
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
的に負担であること、一般的にスキャン動作の騒音への影響は小さく、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ことから、ブルーエンジェルの測定
方法も認めることとする。 

 (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(19), 
4-1-15(43),(44)の策定] 

Version1では機器の安全性については IEC609050電磁適合性については VCCI に適
合するものとしていたが、これらは環境とは別の問題であり、適合しなければ出荷でき

ないものであることから、認定基準から削除した。 
(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 A:4-1-5(24)、4-1-12(38), 

B:4-1-5(25),4-1-6(31),(32),4-1-15(46)の策定] 
本項目は Version1 においては二次電池の回収、消費電力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。 基準に取り入れるにあ

たっては日本の文化、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、｢機器の設置条件に関する情報｣、｢再

生紙が使用可能なこと｣、｢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｢両面印刷機能またはその他の印刷用紙使用量削減を可能とする

機能を備えること｣を取り上げた。純正インクカートリッジでの印刷可能枚数について情

報提供を求める意見があったが、カタログに記載されている印刷コストの情報で十分で

あるとして採用されなかった。注意喚起のための情報としては、｢消耗品の取扱い｣およ
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び｢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。 
ブルーエンジェルの基準には、騒音に関しても、ユーザへの注意喚起情報の記載が要

件とされているが、VOC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ユーザが必要とすると考えられる二次電池および

消耗品の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。 
(5)については認定基準策定項目として選定されなかった。 
ブルーエンジェルでは、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

ているが、日本では当然のこととして実現されているので、基準項目としては採用され

なかった。 
(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 A:4-1-8(29),B:4-1-8(34)

の策定] 
Version1 および「複写機 Version2」では、機器本体および消耗部品についてリペア

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ており、これに準じた。ブルー

エンジェルは、保証期間の延長を規定しているが、日本とドイツの商習慣の相違を考慮

し、採用しなかった。 
(7)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 B:4-1-5(27)の策定] 
(8)については、トナーカートリッジに関しては、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。(認定基準 B:4-1-4(24)の策
定) 

(9) については No.132「トナーカートリッジ Version1」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、トナー容器交換式の機器がトナーカ

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

な扱いを受けること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

器を備えるプリンタ、複合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



解説 19/30 

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.122「プリ
ンタ 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 からの移行措置として、機器本体は
Version2 に限定せず「プリンタ」の認定を受けていればよいこととする。その場合、
Version2 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、「プリ
ンタ」(Version2 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－ ８（有害物質などの使用・排出） 

(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) 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、消耗品への特定難燃剤 (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 A:4-1-3 

(11)(12),B:4-1-3(11)(12),4-1-9(36)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。プリン

タ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。小型二次電池は資源有効利用促進法の指定再資源化製品となってお

り、電池メーカおよび電池を使用する機器メーカには回収・リサイクルの義務がある。

しかし、電池の回収・リサイクルのシステムや法規制を持たない国への配慮も必要と考

えられるので 2006 年改正の EU 電池指令で規制されるカドミウム、水銀、規制が検討
された鉛、およびそれらの化合物を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、プリンタ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 
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(3)については、2006年 7月 1日から EUにおいて RoHS指令が施行され、プリンタ
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
を除く)の含有が禁止となった。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。 
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。日本では、パソコンなど一部の電気・電子機器で RoHS指令で規制されて
いる物質の含有について情報提供することが資源有効利用促進法において要求されてい

る。プリンタにはこのような表示義務はなく、また国内で販売される製品に RoHS指令
適合の義務はない。また、指令の施行後間もなく、除外規定など運用上不明確な部分も

残っているため、現時点での基準化は難しい。しかしながら、プリンタは国際流通商品

であり、業界としても対応が進められていることに鑑み、エコマークとしても業界およ

び指令運用の動向を見ながら今後検討を進めたい。 
 (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 A,B:4-1-2(5), 

4-1-5(20) の策定] 
本項目は Version1 では、カドミウム、鉛、「複写機 Veresion2」ではカドミウム、鉛、
水銀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が、「複写機

Version2」との整合を考慮し、トナーカートリッジ、トナー容器、インクカートリッジ
等の消耗品のプラスチック製部品については Version1 では規定していなかったが、
Version2 では「複写機 Version2」に整合させ採用した。 

 (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 A,B:4-1-2(4), 4-1-5(19) 
の策定] 
本項目は Version1 では 25g 以上のプラスチック、ブルーエンジェルではプリント基
板支持材料への 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、含有が規制されていることから、2 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。 
Version1では 25g未満のプラスチックは適用が除外されていたが、RoHS指令では重
量に関係なく規制されること、プリンタは回収、再資源化がなされず一般廃棄物として

焼却処理される可能性があることから、重量に関わらず、この項目を適用することが望

ましい。 
プリンタの部品の一部としてゴム（エラストマー）が使用されており、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ものの、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、プリンタの中で占める重量割合が極めて低いことを鑑みて、適用外とした。

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。 
消耗品のプラスチック製部品については Version1 では規定していなかったが、
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Version2 では「複写機 Version2」に整合させ採用した。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 指令の適用除外となっているが、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 deca-BDE についても使用禁止とする。 

(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 A,B:4-1-2(7)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おりから、ブルー

エンジェルへの対応のため、日本の事業者の多くはリン系難燃剤添加の PC/ABS や
PC/PSへの代替を進めている。エコマークでも「複写機 Version2.0」において同様の基
準を設けたが、日本では複写機については、筐体も含めたプラスチック部品に関して、

主として ABS、PS の材料を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。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

しまうとして「複写機 Version2」ではクローズドリサイクルの仕組みが確立されている
ことを条件とした除外規定を追加した。WGでは、プリンタでも同様の規定が可能かど
うか議論された。 
第一に臭素系難燃剤のリスクについては、「複写機 Version2」において、臭素系難燃
剤の代替とされているリン系難燃剤との比較検討がなされた。その際の結論としては、

RoHS指令等で法的な規制の対象となっている PBB、PBDE を除けば、リン系難燃剤、
臭素系難燃剤、いずれについても懸念すべきリスクを示す明確なエビデンスは無く、今

後の研究の動向を見守る必要があるとされた。臭素系難燃剤によるダイオキシン類生成

については、過去の研究から PBB、PBDEを除けば高レベルになることは無いとされて
いることに加え、クローズドリサイクルによる臭素系難燃剤の管理、焼却炉改善により

生成が抑制されるので、環境や人体への影響は著しくないと考えられるものの、臭素系

ダイオキシン類の有害性、生成の機構、排出に関する研究は始まったばかりであり、や

はり今後の知見の蓄積を見守る必要があるとされた。 
プリンタ WGでは、EUのリスクアセスメントによる臭素系難燃剤 TBBPA (テトラブ
ロモビスフェノール A)の評価結果、環境省における臭素系ダイオキシン類調査結果(「臭
素系ダイオキシン類排出実態等調査結果報告書(平成 15 年度)」、「ダイオキシン類の蓄
積・ばく露状況及び臭素系ダイオキシン類の調査結果について(平成 16 年度)」)など、
複写機WG以降の最新の知見を参照して難燃剤によるリスクが検討されたものの、やは
りリスクの高低を判断することはできないと結論付けた。 
第二に材料特性については、材料メーカへのヒアリングを実施した。ABSや PSは単
一の樹脂なのでアロイである PC/ABS、PC/PSと比較してリサイクル上有利と考えられ、
長年の実績、信頼性の蓄積もある。これに対して、PC/ABS は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があり、回収材の品質のばらつきが大きくなるこ

となどにより、一定レベルの品質が要求される新製品への利用上の難易度が上がること

も考えられる。一方、紫外線耐性については、PCは ABSよりも優れており、PC/ABS
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の方が ABS に比較して調色に有利になる。さらに近年、技術開発が進み、リン酸中和
物質の添加、耐加水分解性を有する縮合型リン系難燃剤の使用などによる加水分解性の

制御、リン系難燃剤の高分子化による揮発抑制が可能となり、実用化もされている。そ

の回収も始まっており、今後リサイクルが進められるだろう。このようにリン系難燃剤

添加の PC/ABS、PC/PSの技術開発が進み、いかなる技術開発の可能性もあり、さらに
は非ハロゲン、非リンの難燃剤を使用する新規材料の開発も進められていることから、

どの材料が優れているかを判断することは困難であった。 
A-1(1)にも記述のとおり、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、要求される品質を満足する再生材料の供給が不安

定なために、現状では十分にすすんでいるとはいえない。高品質の再生材料の供給不足

の一因として、プリンタが売り切り製品を主としており、回収率が低いことがあげられ

る。資源循環のためには、今あるクローズドリサイクルの取組みを促進していくことが

重要だろう。 
こうした状況を踏まえると、製品による環境負荷を低減する方策を一つに限定するよ

りも、各材料メーカの培ってきた技術を活かし、更なる取組みを促すような、多様な選

択肢を持つ認定基準としていくことが望ましい。そこで、プリンタにおいても複写機同

様、臭素系難燃剤回避という予防原則に基づき、材料としては PC/ABS、PC/PSを使用
するアプローチ、クローズドリサイクルによるリスク管理および資源循環促進の観点に

基づき、材料としては ABS、PS を使用するアプローチの双方を認め、クローズドリサ
イクルを条件とした除外規定を設けることとした。 
除外規定については、複写機ではクローズドリサイクルの保証および不適正処理の防

止を図るため、a. 使用済み製品の回収率、b. 製品への回収材の投入量、c.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
に基づく設定がなされており、プリンタ WGでも複写機と同様の検討を行った。 
第一に回収率について、プリンタは既述の通り、売り切りの製品が主であるために回

収の時期がばらつき、安定していない。回収量も少ないため、数値基準は設けず、まず

は回収率の報告によって、回収の実績を管理し、回収率向上に努めていることを示して

もらうこととした。なお、回収率の定義について、「複写機 Version2」同様、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、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こととした。 
第二に製品への回収材の投入量については、「複写機 Version2」では臭素系難燃剤含
有のプラスチック製筐体部品の総質量に対し、当面 3%以上、2007年 8月以降は 15%以
上としたが、プリンタで同レベルを実現することは不可能なので、クローズドリサイク

ルに取組んでいる事業者の現状を踏まえ、50g以上の筐体プラスチック部品 1点以上に、
回収材割合が 10%以上の再生プラスチック部品を使用することとした。さらに、投入す
る回収材について、プリンタの回収が不安定なためにプリンタ由来の材料だけでは不足

が生じるような事態への対策として、複写機の回収材の投入も認めることとした。  
電子・電気機器への回収材の利用には、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
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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。本 WGで採用した基準は複写機
と比較すれば見劣りはするものの、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できるものであり、容易な基準ではない。エコマークの認定基準で

取り上げることによって、取組みが促進され、より高い配合率が可能となるよう期待す

る。さらに今回クローズドリサイクルの規定を設けていないリン系難燃剤添加の

PC/ABS でも、複写機業界は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ところである。既に述べた通り技術開発に

よりリサイクル性能の向上も見られることから、将来的には PC/ABSについてもクロー
ズドリサイクルに関する認定基準を設け、更なる資源循環を促したい。 
第三に回収された臭素系難燃剤含有プラスチックの管理について、複写機では 95%以
上マテリアルリサイクルされることを要求することで、不適正処理を排除している。回

収されたプリンタ由来の臭素系難燃剤含有プラスチックは、複写機と同じシステムでリ

サイクルが可能なので、プリンタでも同じ要求とするのが妥当である。しかしながら、

プリンタは OEM供給が少なくなく、臭素系難燃剤添加プラスチックを使用した機器が、
自社製造の製品ではリン系難燃剤添加 PC/ABSを使用している事業者に供給されるケー
スもある。このようなケースでは、OEM を受けた事業者が臭素系難燃剤添加プラスチ

ックのマテリアルリサイクルの仕組みを持たないために 95%という高い値を実現する
のが困難になる可能性がある。そこでマテリアルリサイクル率については 50%以上と引
き下げ、代わりに再資源化率を 95%以上とすることで臭素系難燃剤添加プラスチックの
適正管理を図ることとした。 
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

の配合率引き上げ、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。 
 
Ｆ リサイクル段階  
Ｆ－ １（資源の消費） 

(1)3R 設計(分解容易性、リサイクルの容易性など) 
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(2)プラスチックへのマーキングを行うこと 
(3)大型プラスチック製筐体部品、消耗品のリサイクル性考慮について 
(4) 筐体部品への塗装について 
(5) プラスチックの着色について 
(6) 仕様書における再生プラスチック等の使用の許可について 
(7) 分解工程における受け面の維持について 
(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 Version1においてチ
ェックリストが採用されていた。Version2ではブルーエンジェル等との相互認証の将来
的な実現を容易にするため、ブルーエンジェルとの整合に留意してチェックリストを見

直した。[認定基準 A,B:4-1-1 (1),4-1-5(18)の策定] 
要求項目については、基本的にはブルーエンジェルに準じるが、プリンタ Version2

では、見直しにあたり、電子写真方式とそれ以外の製品とで別のチェックリストを用意

することとした。これは複写機と原理的に共通点が多く、事務所での使用が主となる電

子写真方式と、一般消費者向け製品が多いインクジェット方式等の電子写真方式以外の

製品では製品への要求が異なること、ブルーエンジェルでは一般消費者向け製品は対象

となっていないことによるものである。 
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｢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｣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。 
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た

め、エコマークでは 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 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
A,B:4-1-1(1), 4-1-2(10),4-1-5(18)の策定] 
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
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ので基準書本文にも入れている。消耗品については自己宣言による証明なのでチェック

リストに一本化し、基準本文には入れないこととした。 
 (3)については認定基準策定項目として選定された。 [認定基準 A:4-1-1(2)(3), 

4-1-5(25), B:4-1-1(2)(3),4-1-5(26)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 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。ラベルやステッカーについて、Version1 ではドイツ VDI2243 の熱可
塑性プラスチックの適合性に関する表に基づき、分離できなくても利用可能か否かを判

断していたが、表の作成以降、新たな材料が開発されたり、適合するための技術が開発

されるなどしており、現実と合わなくなってきている。そのため、「リサイクルを妨げな

い素材であること」を分離不可能なラベル、ステッカー等の利用の条件とし、素材を報

告することとした。 
(4)のプラスチックへの塗装については、プラスチックのリサイクル時に塗膜が不純物

として混入することによって物性の低下につながり、再度筐体などに使用するのが困難

になる可能性がある。水平マテリアルリサイクルを促進するためには、その阻害要因と

なる塗装を回避することが望ましく、ブルーエンジェルでは 3R 設計チェックリストの
M項目となっている。しかしながら、事業者からは、デザイン上、筐体への塗装は必要
であり、これを S項目としたいとの要望があった。インクジェット方式などの一般消費
者向けの機器では、現状として外装にデザインのため塗装を施しており、デザイン無し

での販売は事実上、不可能である。また、使用済みとなった一般消費者向けの機器は、

自治体に回収責任があるが、回収後、分別、マテリアルリサイクルされる可能性は低く、

塗装を回避する意義が低いといえる。このような現状を考慮すると、一般消費者向けの

機器では、塗装の回避を義務づける必然性は低い。 
一方、電子写真方式の機器は、業務用が中心であるためデザインの必要性が低く、現

状でも塗装はほとんど行っていない。広域認定を受けることで製造事業者による回収、

リサイクルも可能である。リサイクル促進の観点から、塗装の許容は必要最小限にとど

めるべきであり、塗装の必要性の低い業務用製品についてまで認めるべきではない。た

だし、3Rの促進という本来の目的に照らし、高度なリサイクルを阻害しないような塗装
であれば、それを禁止する必然性は無いと言える。近年、電気・電子機器の筐体プラス

チックとの相溶性がある塗料が開発されており、そのような塗料で塗装したプラスチッ

クは、塗膜を除去することなく、筐体から筐体への水平マテリアルリサイクルが可能で

ある。また、通常、不純物が混入した再生材料は外観に不均質が生じるため、製品の外

装には使用できないが、表面を塗装することで外装にも使用可能になる。このように相

溶性塗料の使用は、リサイクル容易性の実現および再生材料の用途拡大により、3Rの促
進につながると言えるので、電子写真方式の機器であっても、相溶性塗料による塗装は

認めることとした。 
電子写真方式、インクジェット方式、いずれについても塗装を行う際には環境への影

響、塗装作業者の労働安全衛生への影響を配慮することとする。詳細については B-5(2)、
B-9(1)に述べた。 
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なお、塗膜はベースの樹脂と分離が難しい樹脂であるため認定基準 4-1-2(3)に抵触す
る可能性があるが、塗膜は適用から除外してよいこととする。また、塗膜構成成分の顔

料や樹脂が認定基準 4-1-2(5)、(7)に抵触する可能性があるが、これについても適用を除
外してよいこととする。[認定基準 4-1-1(1)の策定] 

(5)については、材料毎に色を統一することによる分別の容易化を目的とした項目でブ
ルーエンジェルではチェックリストの S項目とされていることから検討された。操作部
品については、ユーザの使いやすさへの配慮から操作内容による着色がされるため、除

外となっている。事業者からは、危険部位や紙づまり処理などを示すための着色がなさ

れることから、項目として削除の要望があった。さらに、プリンタは回収率が低いため、

分別の容易性に配慮しても活用されない可能性が高いこと、プラスチックの分別にはマ

ーキングで対応可能なこと、実際にリサイクルする際には、量の確保のため様々な機種

の製品を集めることになるので、一つの製品の中での統一では不十分であり、業界とし

ての取組みが重要になることが指摘された。複写機業界では複数の事業者による取組み

として、筐体に使われるプラスチックの色やグレードの統一、共同による回収、再生、

希望事業者への再生プラスチック販売が行われたが、プリンタでは特にこうした取組み

は無い。しかしながら、今後、取組みがあった際に、それを阻害しない材料選択を促し

ておくことには意義があると言える。以上を鑑み、本項目は S項目とすることとした。 
なお、本項目は対象をトナーカートリッジ、トナー容器あるいはインクカートリッジ

と筐体部品としているが、遮光のためトナーカートリッジは黒色とするのが必須である

一方、筐体は白色とするのが通常であり、統一するのは困難である。そのため、トナー

カートリッジについては、筐体部品との統一は要求せず、各々、統一されていればよい

こととする。 
(6) については、ブルーエンジェルの 3R設計チェックリストでは、条件に適合する再

生プラスチックや再生サブアッセンブリ、再生部品等が入手可能であればプリンタの筐

体、シャシ、消耗品に使用を許可する旨、仕様書に明記することを要求している。これ

に対し、事業者からは、負担が大きいばかりで実効性が無いとして、S 項目とするよう
要望があった。使用材料、部品について仕様書に記載するにあたっては、品質評価を行

った上で、具体的に製造者名、製品名などを指定するのが一般的である。筐体やシャシ

への使用可能な材料、部品が入手困難な現状では、具体的な情報は記載できず、実効性

が無い。A-1(1 )に記載した通り、5%という将来的な目標も示しているので、本項目を義
務づける必要性は低く、設計のための指針として S 項目とすることになった。ただし、
電子写真方式の機器については、「複写機 Version2」との整合性、ブルーエンジェルと
の相互認証の可能性を考慮し、M項目とすることとなった。 

(8)については、機器の分解、解体の容易化のための項目であり、間接的にユニットの
階層構造を確認している。Version1 では 5kg を超えるユニットを対象とする S 項目と
されていたが、「複写機 Version2」では M 項目であり、機器全体を対象として工程中、
1 回の変更が認められている。ブルーエンジェルでは「ハンドリングすべきユニット」
を対象として、受け面を維持することとなっている。ここで、ハンドリングすべきユニ

ットとは Version1に準じ、5kgを超えるユニットと考えることとする。重いユニットは
回転が容易ではなく、分解の容易化には受け面の維持が重要だが、5kg 以下のユニット
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は容易に回転できるので、受け面が維持される必要は無い。 
 

Ｆ－ ３ （オゾン層破壊物質の排出） 

(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 A:4-1-13(39),B:4-1-16(48)の策定] 
対象となる物質は B-3 と同様とした。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－ ９ （その他の環境負荷） 

(1)機器本体の回収、リサイクル  

(1)については、プリンタ機器本体の回収、リサイクルは、現在ほとど行われていない。
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、また、リース等、

製造事業者が機器の状況を把握可能な商形態が中心となっており、使用済みとなった際

に製造事業者が回収、リサイクルする仕組みができあがっているのに対し、プリンタに

は法的規制が無く、また、売り切りの製品が大部分であり、機器の把握が難しい。 
業務用機器については、広域認定の取得により、製造事業者が回収、リサイクルに取

り組んでいる事例も見られるが、回収率は低いのが現状である。回収率向上に向けた事

業者の努力を促す必要性を考慮すると、業務用の割合が高い電子写真方式の機器では回

収を基準項目とすることが望ましい。しかし、電子写真方式の機器であっても多種多様

であり、売り切り型の製品もあることから一律の基準化は見送ることとした。一方、イ

ンクジェット方式の機器は家庭用製品が大部分であり、製造事業者には回収、リサイク

ルの義務が無く、一般廃棄物として廃掃法に基づいて処分されるため、基準として回収

を要求することはできない。これらのことから、プリンタ本体の回収については、基準

とはしないこととした。 
 
５．商品区分、表示などについて  

(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、Version1では、低電力モードでの消費電力の値、リサイ
クル設計、トナー容器等の引取ルート確立の 3段の表示としていた。「複写機 Version2」
では、基準項目が多岐にわたり、下段表示で正確な情報を伝えることは困難であるとし

て、「3R・省エネ設計」の 1 段のみとした。「プリンタ Version2」では、将来の類型統
合を見据え、複写機に準じ「3R・省エネ設計」とすることとした。従来の表示では消費
電力の値を入れるために製品機種毎に特有の表示となるため、ラベルの準備や貼付の誤

り防止など管理上の負担が大きく、製品への表示が少なかった。エコマークの認知を広

めるためにも、今回の改定によって製品への表示が増えることが望ましい。なお、3R
という言葉はニ認知度が低いのではないか、という意見があったが、複写機で同様の議
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論を行い、パブリックコメントを受けて最終的に 3Rを採用した経緯もあり、3Rを採用
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。 
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表3 エコマーク No.117 Ver2.0 (複写機、複合機)、No.122（プリンタ、複合機）、No.117Ver2.2、No.122Ver2におけるエネルギー基準  

商品類型No.  対象 省エネ法（トップランナー方式） エナジースター 

改定(トップランナー)    現行(ボトムアップ) 

TEC OM 

複写機 ○グリーン購入法の判断基準*に応じて採

用 

○ －   

うち、カラー、CPM86以上、大判機 - ○ －   

拡張性のあるデジタル複写機 ○グリーン購入法の判断基準*に応じて採

用  

○ －   

No.117 

｢複写機Ver2.0｣ 

うち、カラー、CPM86以上、大判

機 

- ○ －   

No.117Ver2.0, No.122 複合機 - ○   

No.122 ｢プリンタ｣ プリンタ  －  ○   

複写機   ○ －  No.117 

「複写機Ver2.2」  うち大判機,小判機   －  ○ 

電子写真方式プリンタ   ○  

 うち大判機,小判機   －  ○ 

インクジェット方式プリンタ   －  ○ 

感熱方式   ○ －  

 うち大判機,小判機   －  ○ 

No.122 

「プリンタVer2」 

ドットインパクト方式    ○ 

電子写真方式複合機   ○ －  

 うち大判機,小判機   －  ○ 

インクジェット方式複合機   －  ○ 

感熱方式   ○ －  

No.117Ver2,2, 

No.122 Ver2 

 うち大判機,小判機   －  ○ 

*：市場の 2 商品が省エネ法に適合した機種（複写速度による区分）に採用



解説 30/30 

表 4 省エネ法、エナジースター、BA(ブルーエンジェル)の概要比較 

 要求事項 （※複数の方向性が存在する） 

対象 低電力モード 

 

関連エネルギ基準 

 

 

厳しさ 

 

エネルギー消費効率 

消費電力 移行時間 復帰時間 

省エネ法   厳しい 複写機、拡張性のあるﾃﾞｼﾞﾀﾙ複写機 ○: (A+7×B)/8  ※4 － - - 

現行 緩い プリンタ、複写機、複合機等 － ○ ○ ○、－ 

ビジネス向け（複写機、電子写真プリンタ等）※2 ○ － - - 

エナジー 

スター 新基準  

(2007.4～) ※1 

厳しい 

家庭向け（インクジェットプリンタ等） ※3 － ○Plug-in off mode ○ － 

ブルーエンジェル 

(2005.12)※5 

厳しい 複写機、電子写真式/インクジェットプリンタ、 

複合機 

△:利用者行動に基づくエネ

ルギー消費量を規定 

○ （ 複 数 の ス テ ッ

プ、メーカの自由

裁量） 

○:ユーザ設定

についても規

定 

○ 

※1： 改定の主旨 

*ボトムアップ⇒トップ 25%程度の市場シェアの製品への授与に移行 
*｢ビジネス向け｣と｢一般家庭用向け｣に大まかに区分し、2つのアプローチを導入  ｢ビジネス向け：TEC｣  ｢一般家庭向け：OM｣ 

※2： TEC Typical Electricity Consumption（標準消費電力） 

利用者の行動パターンに基づくエネルギー消費量に対する規定。代表的な標準操作で消費される標準的な電力消費量に着目し、1 週間の
消費電力量を規定の計測方法（Test Procedureが定められている）で測定する。 

※3： OM：Operational Mode（オペレーションモード） 

   従来と同様の方法で、非稼働時の消費電力を規定するものである。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）における消費電力を規定する。 
※4： エネルギー消費効率 

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

復帰時間の短縮による低電力モード利用促進と、利用者の行動パターンに基づくエネルギー消費量に対する規定を検討 
 




