プリント回路基板に関する調査
Investigation about printed circuit board
2004.11.17
【目的】
[Purpose]
■

【内容】
[Contents]
■

【方法】
[Method]
■

ＩＴＥＣＯﾃﾞｸﾗﾚｰｼｮﾝ等での 環境情報開示のため、プリント回路基板の基礎情報を収集しま
す。
In order to disclose the environmental information of IT products, we collect the basic information
of printed circuit board.

25ｇを超えるプリント回路基板への難燃剤の含有状況について調査して頂き、証明して頂きま
す。
Please investigate whether the printed circuit board over 25g content flame retardant or not and
prove it.

プリント回路基板の重さが25gを超える場合は、この証明書をベアボードメーカーが作成してくだ
さい。
The bare board manufacturer must make this voucher when the weight of the printed circuit
board over 25g.

■

証明書は、基板種類（片面基板・両面基板・多層基板・その他）と基材種類の組合せごとに作成
してください。基材メーカー（基材型番）に変更があれば、新たに証明書を作成してください｡
Please draw up a certificate for every combination of a circuit board kind (Single side board,
Double side board, Multi layer board, etc.) and a basis material kind.
If a basis material maker and a basis material part number have change, please newly draw up a
certificate.
■
質問に回答する形で、「はい／いいえ」を記入していただき、その結果内容を証明して頂きま
す。
Please answer with "Yes" or "No" to answer the given question, and prove the contents.
■

いいえの回答の場合は、難燃剤の化学的仕様をISO 1043‑4に従って記入ください。
In the reply of "No", please fill in the chemical specification of flame retardants according to ISO
1043-4.

■

証明していただきたい内容が記載されていれば、御社書式を使用して頂いて結構です。
If your company's format include the contents which we need, you can use it.

■

証明して頂く方の部署・役職を明記の上、社印を押印ください。
Please write the name of section and the post and put the company seal.

■

海外企業で社印が存在しない場合は、氏名を活字体で記入の上、署名（サイン）をして下さい。
If you are oversea company and you don't have any company seal, please write down your name
in block letters and sign.

【運用】
[Use]
■

環境ラベルでの材料への要求内容は、プリント回路基板の質量によって決まるため、本証明内容
をデータベース化して材料選択に使用します。
Requirement for printed circuit board in Environmental labels depend on the mass of plastic parts,
so we will make a database using this certificate to select material.

■

証明書に有効期限があること、引用する法規制リスト類が改訂される可能性があることから、今
後定期的に再提出をお願いします（3年目安で考えています）。 なお、製造者側の技術的な理由
等で処方が変更となったり社名が変更になる等、記載内容に変更が生じる場合は、製造者側からの
提出をお願いいたします。
Because a certificate has expiration date and the law may be revised, we will ask to submit the
certificate again periodically in future (we plan it once in three year).
We ask to submit the certificate from your side in case that the description in the certificate
because of the prescription changed for the technical reason of the manufacturer and because of
company name change.

以上
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ISO 1043‑4のプラスチック材料に添加される難燃材に関する一定の記号の規定。
ISO 1043-4 provides uniform symbols for flame retardants added to plastics materials.
記号は略号 FR と下記のコード番号を用いて表す。
The symbols are written with the abbreviated term "FR" and the code number for the table below.
例（Sample)1：FR(30+40)､
FR(52)

例（Sample)2：

難燃材のコード番号
Code numbers for flame retardants
コード
Code
ハロゲン化化合物：
Halogenated compounds:
10 脂肪族/脂環式塩素化化合物
aliphatic/alicyclic chlorinated compounds
11 アンチモン化合物と結合した脂肪族//脂環式塩素化
化合物
aliphatic/alicyclic chlorinated compounds in
combination with antimony compounds
12 芳香族塩素化合物
aromatic chlorinated compounds
13 アンチモン化合物と結合した芳香族塩素化合物
aromatic chlorinated compounds in combination with
antimony compounds
14 脂肪族/脂環式臭素化化合物
aliphatic/alicyclic brominated compounds
15 アンチモン化合物と結合した脂肪族/脂環式臭素化
化合物
aliphatic/alicyclic brominated compounds in
combination with antimony compounds
16 芳香族臭素化合物（臭素化されたジフェニルエーテ
ル及びビフェニル以外のもの）
aromatic brominated compounds(excluding
brominated diphenyl ether and biphenyls)
17 アンチモン化合物と結合した芳香族臭素化合物（臭
素化されたジフェニルエーテル及びビフェニル以外
のもの）
aromatic brominated compounds(excluding
brominated diphenyl ether and biphenyls) in
combination with antimony compounds
18 ポリ臭素化ジフェニルエーテル
polybrominated diphenyl ether
19 アンチモン化合物と結合したポリ臭素化ジフェニル
エーテル
polybrominated diphenyl ether in combination with
antimony compounds
20 ポリ臭素化ビフェニル
polybrominated biphenyls
21 アンチモン化合物と結合したポリ臭素化ビフェニル
polybrominated biphenyls in combination with
antimony compounds

22

塩素かつ臭素化された脂肪族/脂環式化合物
aliphatic/alicyclic chlorinated and brominated
compounds

コード
Code
有機リン化合物：
Organic phosphorus compounds:
40 ハロゲンフリーな有機リン化合物
halogen-free organic phosphorus compounds
41 有機塩素化リン化合物
chlorinated organic phosphorus compounds
42 有機臭素化リン化合物
brominated organic phosphorus compounds
無機リン化合物：
Inorganic phosphorus compounds:
50 オルトリン酸アンモニウム
ammomium orthophosphates
ポリリン酸アンモニウム
ammonium polyphosphates
52 赤リン
red phosphorus
金属酸化物、金属水酸化物、金属塩：
Metal oxides, matal hydroxides, metal salts:
60 水酸化アンミニウム
aluminium hydroxide
61 水酸化マグネシウム
magnesium hydroxide
62 酸化アンチモン（Ⅲ）
antimony(Ⅲ) oxide
63 アンチモン酸のアルカリ金属塩
alkali-metal antimonate
64 炭酸マグネシウム/カルシウム水和物
magnesium/calcium carbonate hydrate
ホウ酸化合物及び亜鉛化合物：
Boron and zinc compounds:
70 無機ホウ素化合物
inorganic boron compounds
71 有機ホウ素化合物
organic boron compounds
72 ホウ酸亜鉛
zinc borate
73 有機亜鉛化合物
organic zinc compounds
二酸化ケイ素化合物：
Silica compounds:
75 無機二酸化ケイ素化合物
inorganic silica compounds
76 有機二酸化ケイ素化合物
organic silica compounds

脂肪族フッ素化化合物
aliphatic fluorinated compounds
チッ素化合物：
Nitrogen compounds:
30 チッ素化合物（メラミン、メラミンシアヌレート、
ユリアに限定）
nitrogen compounds (confined to melamine,
melamine cyanurate, urea)

51

25
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80

グラファイト
graphite

