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旧殺生物性製品指令の決定マニュアル(MoD)の廃止とその影響 
2015 年 11 月 12 日 

 

2015 年 10 月 23 日に ECHA から旧殺生物性製品指令の決定マニュアル(MoD)の廃止とそ

れに関わる今後の対応へのアドバイスが公表された。1)  

又、10 月 30 日に英国安全衛生庁(HSE)からも同様の内容が報告されている。2) 

加盟国所管当局及び欧州委員会は、2015 年 10 月 1 日に殺生物性製品の上市に関する指令 

98/8/EC の履行のための決定のマニュアルを廃止した。 

そのマニュアルに基づいて、自分たちの製品が以前の殺生物剤法令の範囲から除外される 

又は異なる製品類型によって包含されると考えた会社は、その製品が現在、殺生物性製品 

規則の範囲内に該当し得るかどうかを、自国のヘルプデスクで確認することができる。 

その国内所管当局又は欧州委員会がその製品が殺生物性だと考えられると示す場合、その 

会社は、ECHA website における関連する書式を通じて、2016 年 10 月 3 日まで ECHA に 

審査プログラムに含めてもらうための活性物質/製品類型の組み合わせを届出する「関心の 

申告(a declaration of interest)」を行うことができる。 

活性物質/製品類型の組み合わせが無事に届出されている場合、その承認のための申請は

2 年以内に提出されなくてはならない。それに相当する殺生物性製品は移行措置の恩恵を受

けることができる；即ち、欧州委員会がその活性物質/製品類型の組み合わせに関する承認

に関して決定を下すまで、国内法に従ってそれら製品を市場で利用可能とし使用すること

が可能となる。その時、欧州委員会はその受理した届出の意向を評価し、ECHA に届出でき

る活性物質/製品類型の組み合わせのリストを提供する。 

一旦、そのリストが ECHA から公表されれば、企業は審査プログラムの中に自分たちの活

性物質/製品類型の組み合わせを含めるための申請を提出する関心の届出を行うのに 6 ヶ月

の猶予が持てる。 

 

背景説明 

法令の範囲が不明確である殺生物性指令(the BPD)の下では、その EU レベルでの問題が議

論された。欧州委員会が範囲の問題に関する決定を最終化した場合は、これらが BPD の決

定のマニュアルに含まれた。しかしながら、EU 殺生物性製品指令(the BPD)が廃止され殺生

物性製品規則に置き替わったので、その MoD で与えられていたガイダンスは現在、廃止さ

れている。3) 

2015 年 9 月 16～18 日に開催された第 61 回 CA 会議(BPR の加盟国所管当局の代表者会議)

で欧州委員会から報告された文書(覚書)：規則(EU)No 1062/2014 の第 15 条の意味における

新しい当局のガイダンス 4) の中で、その MoD が 2015 年 10 月 1 日付で廃止されたことを承

認している。本文書(覚書)は、現在、欧州委員会の CIRCABC website の殺生物性製品規則の

CA 会議 website の中の CA 会議で最終化された文書のホルダーの中に保管されて公開され
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ている。 

欧州委員会は、以前は旧 BPD の範囲外であると見なされた、標的微生物に間接的手段での

み作用する製品の問題について、その立場が見直されなくてはならず、そのような製品は

今は EU BPR の範囲内にあるかもしれなくて、その活性物質は法的に保証されなくてはなら

ないとしている。 

欧州裁判所の決定に基づいて、上記欧州委員会の文書(覚書)は従うべきプロセスと欧州裁判

所の決定に関する詳細情報を記載している。申告、届出及び提出プロセスに関する追加情

報は ECHA website にて掲載されている。関係する活性物質/製品類型の組み合わせを裏付け

するプロセスにおける最初のステップの期限は 2016 年 10 月 1 日である。 

自分の製品が今、the BPR の範囲内にあるかどうか確信のない場合は、国内ヘルプデスク又

は ECHA ヘルプデスクに相談することと勧告されている。 

 

尚、上記欧州委員会の文書(覚書) ：規則(EU)No 1062/2014 の第 15 条の意味における新し

い当局のガイダンスの全文仮和訳を以下に添付したので参照して頂きたい。 

 

参考文献 

1) Manual of Decisions repealed: check the status of products formerly excluded from biocides 

legislation with the national helpdesk 

<http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/manual-of-decisions-repealed-
check-the-status-of-products-formerly-excluded-from-biocides-legislation-with-the-national-

helpdesk> 
2) HSE Biocides e-Bulletin 30 October 2015 - Minor correction to e-Bulletin of 23 October 2015 – 

'Biocides Manual of Decisions (MoD) becomes obsolete’ article. 

<http://content.govdelivery.com/accounts/UKHSE/bulletins/1218212> 

3) MANUAL OF DECISIONS FOR IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 98/8/EC 

CONCERNING THE PLACING ON THE MARKET OF BIOCIDAL PRODUCTS 

<Repealed Manual of decisions for implementation of Directive 98/8/EC concerning the placing 

on the market of biocidal products > 

4) CA-Sept15-Doc.7.9 
61st meeting of Representatives of Members States Competent Authorities for the 
implementation of Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on 
the market and use of biocidal products  
New authoritative guidance in the meaning of Article 15 of Regulation (EU) No 1062/2014 

<New authoritative guidance in the meaning of Article 15 of Regulation (EU) No 1062/2014> 

 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/manual-of-decisions-repealed-check-the-status-of-products-formerly-excluded-from-biocides-legislation-with-the-national-helpdesk
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/manual-of-decisions-repealed-check-the-status-of-products-formerly-excluded-from-biocides-legislation-with-the-national-helpdesk
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/manual-of-decisions-repealed-check-the-status-of-products-formerly-excluded-from-biocides-legislation-with-the-national-helpdesk
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/d0155521-069e-4e8c-91cc-126006d32a83/Manual%20of%20decisions%20(obsolete%20as%20of%2001.10.2015
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/d0155521-069e-4e8c-91cc-126006d32a83/Manual%20of%20decisions%20(obsolete%20as%20of%2001.10.2015
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMDIzLjUwNTg1NjgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTAyMy41MDU4NTY4MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDgyNTUzJmVtYWlsaWQ9dGFrZXNoaS55YW1hbW90b0Brb25pY2FtaW5vbHRhLmpwJnVzZXJpZD10YWtlc2hpLnlhbWFtb3RvQGtvbmljYW1pbm9sdGEuanAmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&102&&&https://circabc.europa.eu/sd/a/f5937500-7cda-43af-ae62-3ced69830245/CA-Sept15-Doc.7.9%20-%20Final%20-%20Repeal%20of%20earlier%20guidance%20.doc
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CA –Sept 15-Doc.7.9 

(仮訳) 

第 61 回 殺生物性製品の市場での利用可能及び使用に関する規則(EU)No 528/2012 の施行の

ための加盟国所管当局の代表者会議 

規則(EU) No 1062/2014 の第 15 条の意味における新しい当局ガイダンス 

委員会によって提供された初期のガイダンスの廃止 

訴訟 C-420/10 1 において、欧州司法裁判所は以下の様に判決した： 

「指令 98/8/EC の第 2 条(1)(a) 2 に規定された殺生物性製品の概念は、それらが因果連鎖の

不可欠な部分、それは微生物に関係した抑制効果を生み出すことになっている物体を形成

する化学的又は生物学的作用を引き起こす一つ以上の活性物質を含有する限りにおいて、

間接的手段だけで標的の有害生物に作用する製品までも含むとして解釈されなくてはなら

ない。」 

この判決を考慮して、間接的手段だけで標的の有害生物に作用する製品は殺生物性製品 4

として見なされるべきではないことを示している決定のマニュアル(the Manual of Decision 

(MoD)) 3 の中で与えられているガイダンスは見直さなければならない。 

更に、指令 98/8/EC(the BPD)は、今は廃止されており規則(EU) No 528/2012(the BPR) 5 に置

き換えられているので、第 58 回 CA 会議(BPR の加盟国所管当局の代表者会議) 6 の機会に、

この決定のマニュアルはもはや適用されないとして見なされなくてはならないとする、加

盟国の所管当局による合意がなされた。 

 

1 Case C-420/10：2012 年 3 月 1 日の裁判所(第 3 審議会)の判決(予備判決のための参考文献： 

Landgericht Hamburg – ドイツ - Söll GmbH v Tetra GmbH(殺生物性製品の上市－指令 

98/8/EC－第 21 条(1)(a)－殺生物性製品の概念－それらを破壊又阻止する又はそれらを無害に変

えることなくして有害生物の凝集を引き起こす製品) 

2 殺生物性製品の上市に関する 1998 年 2 月 16 日の欧州議会及び理事会の指令 98/8/EC( 欧州官

報 1998 L. 123, p,1) 

3 https://circabc.europa.eu/w/browse/d0155521-069e-4e8c-91cc-126006d32a83 

4 例えば、有益な微生物のための栄養物に関する決定のマニュアルの 2.3.17 項を参照のこと 

5 殺生物性製品の市場での利用可能及び使用に関する 2012 年 5 月 22 日の欧州議会及び理事

会の規則(EU) No 528/2012 (欧州官報 L 167, 27.6.2012, p.1) 

6 CA-Nov 14-Doc.7.7 – Manual of decisions.doc 
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本覚書の目的は、利害関係者に決定のマニュアルによって与えられているガイダンスはも

はや有効ではないことに公式に注意を喚起するためであり、かつ自分たちの製品が本ガイ

ダンスに基づいて殺生物性法令の範囲から除外されていると信じる客観的に正当化された

根拠を持つ者のための法的救済策を与えるためである。 

本覚書は、CIRCABC において公表されており、規則(EU) No 1062/2014 7 の第 15 条の意味の

範囲内にある、欧州委員会によって公表された新しい当局のガイダンスとして見なされる

べきである。 

規則(EU) No 1062/2014 の第 16 条(1)に従って、殺生物性製品を上市していて、自分たちの製

品が殺生物性法令の範囲外にあると判断を下すために、決定のマニュアルによって以前、

与えられたガイダンスを頼りにしている者は、その製品が現在は、the BPR の範囲内に該当

する場合、遅くとも 2016 年 10 月 1 日までに物質/製品類型の組み合わせを届出する関心の

申告(a declaration of interest)8 を提出する資格があるもとのする 

この申告は殺生物性製品登録を通じて欧州委員会に提出されるものとする。 

自分たちの関心の申告を提出する前に、企業は自分たちの製品が今は the BPR の範囲内に 

あることの確認を求めてもよい。その様な場合、企業は自国のヘルプデスク又は ECHA ヘ

ルプデスクにその要請を提出してもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

7 欧州議会及び理事会の規則(EU) No 528/2012 において言及されている殺生物性製品に含有さ

れているすべての既存の活性物質の体系的検討のための作業プログラムに関する 2014 年 8 月 4

日の委員会委任規則(EU) No 1062/2014 (欧州官報 L 294, 10.10.2014, p,1) 

8 https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/BiocidesDoINotifySubstance.aspx 

 

 

 

以上 


