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欧州化学物質法規制最新動向 

http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/New_REACH/ 

 

 

殺生物性製品規則に関する欧州委員会による最終化ガイダンスの現状 (2016 年上期) 

－その場で生成するフリーラジカルの情報要件及びその他ガイダンス－ 

2016 年 6 月 10 日 
 

2016 年 3 月 17 日から 5 月 30 日までに、殺生物性製品規則に関する欧州委員会による 

以下の 9 件のガイダンスが最終化されて欧州委員会の CIRCABC (Communication and 

Information Resource Centre for Administrations, Business and Citizens) website から公表されて

いる。1)  2016 年度上期における最終化ガイダンスの現状として報告する。 

1. その場で生成するフリーラジカルに対しての殺生物性製品規則に関する物質承認の 

  ための情報要件を特定するガイダンス  

(CA-May16-Doc.5.1-Final)  5 月 30 日公表 

2. 簡易認可手続き(SAP)の実際的施行に関する対の Q&A  

(CA-March16-Doc.4.6-Final.rev1)  5 月 27 日公表 

3. 抗血液凝固性殺鼠剤の使用者カテゴリー：相互承認の場合の加盟国の状況への共通の

理解と適応   

(CA-May16-Doc.5.4.a-Final)  5 月 27 日公表 

4. 抗血液凝固性殺鼠剤に対する第 9 次 ATP の施行規則   

(CA-May16Doc.4.1-Final)   5 月 27 日公表 

5. 排除又は代替のクライテリアを満足する物質に関する公開諮問   

(CA-May16^Doc.5.3)  5 月 30 日公表 

  6. 殺生物性製品の分類と表示 

(CA-May13-Doc.5.4 - Final.rev1)  4 月 6 日公表 

7. SPC (Summary of Product Characteristics)の内容に関する Q&A 

(CA-May15-Doc.4.4 - Final.rev3)  3 月 18 日公表 

8. 新しい BPF(Biocidal product family)の概念の施行 

(CA-Nov14-Doc.5.8 - Final.rev3)   3 月 18 日公表 

  9. BPR 第 23 条(7)の施行   

(CA-March16-Doc.7.5-Final)  3 月 17 日公表 

(上記 1.の文献についてのみ本報告の別紙として、その原文を最終版とその直前の修正版の

両方を添付する。) 

これらは過去に殺生物性製品規則履行のための加盟国所管当局 代表者会議(CA)におい

て議論され採択されたものである。 

http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/New_REACH/
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このうち、1, の公表されたガイダンスにおいては、3 月の CA 会議で提案された草案に対

して大きな修正がなされ(特に、ガイダンスの範囲等)、修正された個所が赤字で示されて

いる。(修正個所はプリントアウトして確認できる) 

 

主な修正箇所： 

序文(1.Introduction)において、以下の記載が挿入された： 

製品認可の目的に対して、フリーラジカルがペンキ、塗料、電極のような混合物から生成

される場合、その混合物は殺生物性製品として見なされる。 

しかしながら、紫外線を使用する電気機器のようなシステム、又は光触媒を含有するガラ

ス、タイル及びパネルのようなアーティクルからフリーラジカルが生成される場合、その 

殺生物性製品が認可を受けるべきか特定するにはケース・バイ・ケースの分析が要求され

る。 

ガイダンスの範囲(2, scope of the guidance)においては、以下の記載が草案から削除され

た： 

 その場でフリーラジカルを生成するシステム及び製品は殺生物性製品又は処理されたア

ーティクルとなることもある。 

殺生物性製品の具体例 

・電極又は紫外線を使用する電気機器(大抵は光触媒と組み合わせて) 

・光触媒(表面での使用のための)を含有するペンキ及び塗料 

処理されたアーティクルの具体例 

・光触媒を含有するガラス、タイル及びパネル 

更に、本ガイダンスの範囲に入らないシステム又は製品として、草案にあった b)の 

記載は、以下に修正された： 

b) オゾン又は活性クロリンのその場での生成のために使用されるシステム 

 

参考文献 

1) CIRCABC website documents finalised at CA meetings 

     CIRCABC websiteから以下の手順でアクセスする。  

CIRCABC website » browse categories »Health and Food Safety »'Biocides - Regulation 528/2012 

– Public »Library »Documents finalised at CA meetings 

CIRCABC website 

<https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=For

mPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=af767168-75db-4e3e-8f32-

2d53a850d54e&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5Y

nxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAIxMHB0ACsvanNwL2V4dGVuc2lvbi93YWkvbmF2aWdhdGlv

bi9jb250YWluZXIuanNw> 

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=af767168-75db-4e3e-8f32-2d53a850d54e&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAIxMHB0ACsvanNwL2V4dGVuc2lvbi93YWkvbmF2aWdhdGlvbi9jb250YWluZXIuanNw
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=af767168-75db-4e3e-8f32-2d53a850d54e&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAIxMHB0ACsvanNwL2V4dGVuc2lvbi93YWkvbmF2aWdhdGlvbi9jb250YWluZXIuanNw
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=af767168-75db-4e3e-8f32-2d53a850d54e&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAIxMHB0ACsvanNwL2V4dGVuc2lvbi93YWkvbmF2aWdhdGlvbi9jb250YWluZXIuanNw
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=af767168-75db-4e3e-8f32-2d53a850d54e&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAIxMHB0ACsvanNwL2V4dGVuc2lvbi93YWkvbmF2aWdhdGlvbi9jb250YWluZXIuanNw
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id3&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=af767168-75db-4e3e-8f32-2d53a850d54e&javax.faces.ViewState=rO0ABXVyABNbTGphdmEubGFuZy5PYmplY3Q7kM5YnxBzKWwCAAB4cAAAAAN0AAIxMHB0ACsvanNwL2V4dGVuc2lvbi93YWkvbmF2aWdhdGlvbi9jb250YWluZXIuanNw
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 CIRCABC websiteにおいて、 

・左上の'browse categories'をクリックする。  

・'European Commission'のリストを下にスクロールして' Health and Food Safety 'を選択す

る。  

・現れた次の画面で'Biocides - Regulation 528/2012 - Public'を選択する。(リストの2番目)  

・左上の’Library’をクリックする。  

・‘Documents finalised at CA meetings’を選択する。(リストの5番目)  

  最終化された殺生物性製品規則のガイダンス/FAQの一覧表の中から以下のファイルを選

択してダウンロードする(ファイルは先に保存してから開いてください。)： 

CA-May16-Doc 5 1 - Guidance on data requirements for free radicals generated in situ from 

ambiant air or water.doc 

CA-March16-Doc.4.6 Final.rev1 - note for guidance Q&A on simplified procedure.doc 

CA-May16-Doc.5.4.a - Final - User categories rodenticides & Art. 37.doc 

CA-May16-Doc.4.1 - Final - Implementation 9ATP to AVKs.doc 

CA-May16-Doc.5.3 - Final - Public consultation & BPC input.doc 

CA-May13-Doc.5.4 - Final.rev1 - Classification and labelling of biocidal products.doc 

CA-March16-Doc.7.5-Final - Implementation of Article 23(7) BPR.doc 

CA-May15-Doc.4.4 - Final.rev3 - Q&A on SPC content.doc 

CA-Nov14-Doc.5.8 - Final.rev3 - Implementing the new BPF concept.doc 

 

(上記 CA-May16-Doc 5 1 - Guidance on data requirements for free radicals generated in situ 

from ambiant air or water.doc は、別紙として原文の最終版とその直前の修正箇所が入った

版を添付いたします。) 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


