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欧州 POPs 規則を修正する委員会規則(HBCDD の禁止追加)の公布 
2016 年 3 月 3 日 

 

附属書Ⅰにヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)を追加して欧州 POPs 規則((EC) No 850/2004)

を修正する委員会規則(EU) 2016/293 が 2016 年 3 月 2 日に欧州官報で公布された。1) 

以下に本規則本文の全文仮和訳を添付する。 

 

(背景説明) 

2013 年 4-5 月に開催されたストックホルム条約の第 6 回締約国会議において、ヘキサブロモシ

クロドデカン(HBCDD)が附属書 A に追加され改正附属書が発効された。附属書 A に収載された

場合、その物質の製造・使用、輸出入が原則禁止とされるが、HBCDD については建築用の発泡

ポリスチレン及び押出発泡ポリスチレンに用いる当該物質の製造及び使用が禁止の除外とされて

いる。 

欧州 POPs 規則((EC) No 850/2004)は、POPs に関するストックホルム条約の下での欧州連合の

誓約を履行する規則である。今回、欧州委員会は本規則の附属書Ⅰ(禁止物質リスト)を改正して

このストックホルム条約における HBCDD の規制を導入したのである。 

しかるに一方、ストックホルム条約の附属書 A への収載前に、欧州において、HBCDD は既に

REACH の附属書ⅩⅣに収載されており、2016 年 1 月 13 日に HBCDD の以下の用途に対する 

認可申請に対して、欧州委員会が認可の付与を与える委員会決定(2016/C 10/04)が官報公布され 

ている：2) 

認可が付与された用途： 

・難燃性添加剤として HBCDD を使用しての難燃性発泡スチロール(EPS)の固形非発泡ペレット 

への形成(建築利用) 

・建築利用での使用のための難燃性発泡スチロール(EPS)のアーティクルの製造 

 

このことによって、HBCDD に関して欧州では REACH の認可と POPS 規則が重複してしまう

のであるが、この問題については、2014 年 7 月 8～9 日の第 15 回 CARACAL 会議において欧州

における所管当局間の覚書：「REACH と POP 条約との関わりに関する共通の理解」3) が提案さ

れて承認されている。これは後日、執行当局向けのガイダンスとされるということであったが、

いまだ、ガイダンスとして発行されていない状況である。 

しかし、この中で REACH 認可と POPs 条約(POPs 規則)との関係が考察されており、今回の

POPs 規則の改正内容は、この時の覚書の基本的な考え方に基づく対応であると推察される。 

HBCDD の規制が POPs 規則に導入されるに際して、REACH の認可が付与された場合の免除の 

規定が取り込まれているからである。 
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(仮和訳) 

本規則の本文 

第1条 
規則(EC) No 850/2004の附属書Ⅰは本規則の附属書に従って修正される。 

 

第2条 
本規則は欧州官報での公表後の第 20 日目に発行されるものとする。 

 

本規則はその全体において拘束的であり、すべての加盟国において直接適用されるものと 

する。 

 

2016年3月1日 ブリュッセルにて 

欧州委員会議長 

Jean-Claude JUNCKER 

 

附属書 

規則(EC) No 850/2004 の附属書Ⅰのパート A に、以下の登録が追加される。 

物質名称 CAS 番号 EC 番号 中間体使用に関する特別な免除又はその他

の仕様 

ヘキサブロモシク 

ロドデカン 

(HBCDD) 

 

ヘキサブロモシク 

ロドデカンとは、 

1,2,5,6,9,10HBCDD 

及びその主要ジア 

ステレオ異性体： 

α-HBCDD； 

β-HBCDD；及び 

γ-HBCDD を意味 

する。 

 

25637-99-4,  

3194-55-6,  

134237-50-6,  

134237-51-7,  

134237-52-8 

 

247-148-4,  

221-695-9 

 

 

 

1. この登録に対して、第 4 条(1)(b)は物質、 

調剤、アーティクルに、又はアーティクル 

の難燃性部分の構成成分として存在する 

場合、100 mg/kg(0.01 重量%)以下の 

HBCDD の濃度に適用され、そのことは 

2019 年 3 月 22 日までに欧州委員会による 

見直しを受けるものとする。 

 

2. それ自身における、又は調剤中で、発泡ポ 

リスチレンのアーティクルの生産におい 

て及びその使用のための HBCDD の生産 

及び上市においての使用を問わず、その 

ような使用が欧州議会及び理事会の規則 

(EC) No 1907/2006 (*)のタイトルⅦに従っ 

て認可されている又はその申請に関する 

決定がまだ採択されていない 2014年 2月 

21 日までに提出された認可の申請の対象 

となっている条件の下に、その HBCDD 

の使用は許されるものとする。 
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それ自身での又は調剤中にあるの如何に 

関わらず、HBCDD の上市及び使用は、 

本パラグラフに従って、2019 年 11 月 26 日 

までに限って許される。又は、それよりも 

早い場合は、認可の決定において規定され 

た見直し期間の期限の日又は規則(EC) No 

1907/2006 のタイトルⅦに従ったその 

認可の取り下げの日までに限って許され 

る。 

 

アーティクルの構成成分として HBCDD 

を含有し、本パラグラフにおける免除に従 

って製造されている、発泡ポリスチレンの 

アーティクルの上市及び建築物における 

使用は、その免除の期限の日の 6 ヶ月後ま 

で許されるものとする。その日までに既に 

使用されているようなアーティクルは、 

継続して使用されてもよい。 

 

3. パラグラフ 2 における免除を侵害するこ 

となく、アーティクルの構成成分として 

HBCDD を含有し、2016 年 3 月 22 日前又 

はその日に製造されている、発泡ポリス 

チレンのアーティクル及び押出ポリスチ 

レンのアーティクルの上市及び建築物に 

おける使用は、2016 年 6 月 22 日まで 

許されるものとする。パラグラフ 6 は 

そうしたアーティクルがパラグラフ 2 に 

おける免除に従って製造されている場合 

のように適用されるものとする。 

 

4. アーティクルの構成成分として HBCDD 

を含有し、2016 年 3 月 22 日前又はその 

日に既に使用されているアーティクル 

は、使用され続けてさらに上市され続け 

てもよく、パラグラフ 6 は適用されない 

ものとする。第 4 条(2)、3 番目及び 4 番 

目のサブパラグラフはそのようなアーテ 
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ィクルに適用されるものとする。 

 

5. アーティクルの構成成分として HBCDD 

を含有する輸入された発泡ポリスチレン 

のアーティクルの上市及び建築物におけ 

る使用は、パラグラフ 2 における免除の 

期限日まで許されるものとし、パラグラ 

フ 6 は、そのようなアーティクルがパラ 

グラフ 2 における免除に従って製造され 

た場合のように適用されるものとする。 

その日までに既に使用されているアーテ 

ィクルは使用され続けてもよい。 

 

6. 物質及び混合物の分類、包装及び表示に 

関するその他の欧州連合規定の適用を 

侵害することなく、パラグラフ 2 におけ 

る免除に従って HBCDD が使用されて 

いる発泡ポリスチレンは、その製品ライ 

フサイクルを通じて、ラベルにより又は 

その他の手段によって確認できるように 

されなくてはならない。 

(*) 化学品の登録、評価、認可及び制限(REACH)に関する、欧州化学品庁を設立し、指令 

1999/45/EC を修正し及び理事会指令 76/769/EEC 及び委員会指令 91/155/EEC、93/67/EEC、 

93/105/EC 及び 2000/21/EC と共に理事会規則(EEC)No 793/93 及び委員会規則(EC)No 

1488/94 を廃止する 2006 年 12 月 18 日付欧州議会及び理事会規則(EC)No 1907/2006 (欧州

官報 L 396, 30.12.2006, p.1) 

 

 

参考文献 

1) COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 

850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards 

Annex I 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_055_R_0003&from=EN> 

2) Summary of European Commission Decisions on authorisations for the placing on the market for the 

use and/or for use of substances listed in Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European 

Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals (REACH) (2016/C 10/04)  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0113(01)&from=EN> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_055_R_0003&from=EN
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3) REACH and The Stockholm Convention as well as The UNECE POP Protocol A Common 
Understanding 

 欧州委員会の CIRCABC website における 2014 年 7 月の第 15 回 CARACAL 会議の資料の 

 ホルダーに保管されているが、アクセスするのがなかなか困難であるので、別紙として 

 その資料をこの報告書に添付したので参照して頂きたい。 

 尚、本問題に関しては、著書「欧州化学物質法規制ガイドブック」(情報機構 2012 年)の書籍

購入者専用 HP における 2014 年 8 月 18 日の報告：「REACH(制限/認可)と POPs 条約(POPs 規則)

の相互関係に関する共通の理解」に、私の解説記事と本覚書の全文仮和訳が掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記翻訳は原文の内容を正確に反映するように努力いたしましたが、疑義がある場合、正確な解

釈については、上記の原本でご確認ください。  

 

本情報の内容は、ご利用者が本情報を使用して行う一切の行為について、著者並びに発行元は、

何ら責任を負うものではありませんことをお断りしておきます。また、いかなる場合において

も、著者並びに発行元はご利用者が本情報を使用して被った損害、損失について、何ら責任を負

いません。 

 

 

 

 

以上 


