
Product Groups: EU指令⼀覧表(CEマーキングが義務付けられている法令)

No. 指令or規則 指令番号 NB関与 内容 該当装置(詳細は各指令を参照のこと) 備考

1
Directives

指令
90/385/EEC 要

Active implantable medical devices
埋込式能動医療機器指令

⼼臓ペースメーカーなど
すべてのアクティブな埋め込み型医療機器について、通知機関の関与が義務付けられています。

2
Legislation

規則
(EU) 2016/426 要

Appliances burning gaseous fuels
ガス機器規則

ガスコンロなど
調理、暖房、温⽔製造、冷蔵、照明、または洗浄に使⽤されるガス燃料を燃焼する機器を対象としています。
適合性評価⼿順に進む前に、製造元であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
ガス器具規則の対象となる器具および付属品を取り扱う場合、通知機関の関与が義務付けられています。

3
Legislation

規則
(EU) 2016/424 要

Cableway installations designed to cary persons
⼈を運ぶために設計されたケーブルウェイ設備に関する規則

ロープウェイ、ケーブルカー、ゴンドラ、
スキー場のリフトなど

適合性評価⼿順に進む前に、製造業者であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
ケーブルウェイの設置の場合、通知機関の⽀援が義務付けられています。

4
Legislation

規則
(EU) 305/2011 場合により要

Construction Products Regulation (CPR)
建築⽤品規則

⼟⽊・建築⽤製品及び材料
建設資材規則(EU)305/2011のANNEX Ⅳに適⽤分野の製品について記載されています。
「建設資材」とは、建設作業またはその⼀部に恒久的に組み込まれるように製造および市場に投⼊され、そのパフォーマンスが建設作業のパフォーマンスに影響を与える製品またはキットを意味します。
「キット」とは、建設⼯事に組み込むために組み⽴てる必要のある、少なくとも2つの別個のコンポーネントのセットとして、単⼀の製造者によって市場に投⼊された建設資材を意味します。

5
Directives

指令
2009/125/EC 場合により要

Ecodesign of energy related products
エネルギー関連製品のエコデザインに関する指令

全てのエネルギーを消費する関連装置(年間販売台数20万以上)
および製品固有の規制
サーキュレーター, コンピューター類, ⾷器洗い機, 家庭⽤オーブン, コンロ, レンジフード, 電気モーター, ファン, 冷暖房器具, ランプ類, 電源装置, 冷蔵保管キャビ
ネット, 冷蔵機器, セットトップボックス, 電気・電⼦家庭・事務機器類, テレビ, トランス, 掃除機, 換気ユニット, 洗濯機, 乾燥機, ウォーターポンプ等

評価⼿順を進める前に、製造業者であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを明確にすることが重要です。
通知機関を関与させる必要性は、エコデザイン指令2009/125 / ECの下で採⽤された特定の実施措置で決定されます。

6
Directives

指令
2014/30/EU 不要

Electromagnetic compatibility
電磁両⽴性

電磁波妨害波を与える可能性のある機器, ⼜は機器の性能がその妨害によって影響を受ける可能性のある電気・
電⼦機器, IT機器, 電動機機⼀般

EMC適合性評価⼿順の下で、製造業者は装置のEMC評価を実⾏する義務があります。EMC指令は、通知機関の介⼊を必要としません。

7
Directives

指令
2014/34/EU 場合により要

Equipment and protective systems intended for use potentially explosive atmospheres
爆発の可能性のある雰囲気での使⽤を⽬的とした機器および保護システム

爆発の可能性のある雰囲気での使⽤を⽬的とした機器および保護システム

適合性評価⼿順に進む前に、製造元であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
爆発の可能性のある雰囲気のための機器および保護システムの場合、通知機関による適合性評価が義務付けられているかどうかは、特定の製品によって異なります。詳細については、 2014/34 / EUを参照してください。

8
Directives

指令
2014/28/EU 要

Explosives for civil uses
⺠間⽤爆発物

⺠⽣(⾮軍事・⾮警察)⽤途の爆薬やロケット燃料など
⺠間⽤の爆発物を扱う場合、通知機関の関与が義務付けられています。

9
Directives

指令
92/42/EEC 場合により要

Hot-water boilers
温⽔ボイラーの効率指令

液体・ガス燃料を使って給湯する機器など
評価⼿順を進める前に、製造業者であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
温⽔ボイラーを扱う場合、特定の製品によって、通知機関による適合性評価が義務付けられているかどうかが決まります。詳細については、指令92/42 / EECを参照してください。

10
Directives

指令
98/79/EC 場合により要

In vitro diagnostic medical devices
体外診断⽤医療機器

体外診断⽤(⾎液検査、妊娠検査、糖尿病患者の⾎糖モニタリングシステム等)機器
評価⼿順を進める前に、製造業者として通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
指令98/79 / ECの付属書IIにリストされているIVD、およびセルフテスト⽤に設計されたIVDには、通知機関の関与が必要です。

11
Directives

指令
2014/33/EU 要

Lifts
昇降機(リフト)指令

建物や建設に恒久的に使⽤され、⼈や物の輸送を⽬的としたリフトを対象としています。

リフト設置者またはリフトの安全部品の製造業者は、適合性評価⼿順に常に通知機関を関与させる必要があります。
リフトの適合性評価の場合も、通知機関の関与が義務付けられています。

12
Directives

指令
2014/35/EU 不要

Low voltage
低電圧指令

AC50-1000V, DC75-1500Vで動作する家庭⽤、事務⽤、⼯作⽤などの電気・電⼦機器
電気機器をEU市場に投⼊する場合、製造業者は、製品が該当する法的要件に準拠していることを確認および宣⾔する責任があります。指令2014/35 / EUは、通知機関が適合性評価⼿順を実⾏することを要求していません。
低電圧指令の対象となる製品の適合性評価は、第三者の関与なしに、製造業者⾃⾝が実施する内部⽣産管理⼿順の形をとります。この⼿順の詳細は、指令の付属書IIIに記載されています

13
Directives

指令
2006/42/EC 場合により要

Machinery
機械指令

⼯作・建設・⽊⼯・繊維・検査、ロボット、部品実装、単体で使⽤され可動部をもつ機器

評価⼿順を進める前に、製造業者であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを明確にすることが重要です。
機械に関する指令2006/42 / ECは、評価対象の製品が付属書IVに記載されている23のカテゴリのいずれかに該当し、関連するすべての健康と安全をカバーする欧州調和基準に準拠していない場合、通知機関の関与を予測しています。
要件。この場合、製造業者は通知機関による⽀援を求める必要があります。そうでない場合は、メーカー⾃⾝が製品の内部チェックを⾏います。
丸鋸、プレーニング機械、かんな盤、チェンソー、プレス、射出/圧縮成形機、安全機能のための論理ユニット、転倒時保護構造(ROPS)、落下物保護構造(FOPS)等は通知機関の関与が必要(詳細は付属書Ⅳ参照)

14
Directives

指令
2014/32/EU 場合により要

Measuring Instruments
計器指令

⽔量計、ガスメーターおよび体積変換装置、有効電気エネルギー計、熱エネルギー計、
⽔以外の液体の量を継続的かつ動的に測定するための測定システム、⾃動計量器、タクシーメーター、
材料測定、⼨法測定器、排気ガス分析器等

評価⼿順を進める前に、製造業者であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
測定器を取り扱う場合、製造業者は指令の付属書IIに規定されている評価⼿順から選択することができます。

15
Directives

指令
93/42/EEC 場合により要

Medical devices
医療機器指令

治療や診察などの⽬的で⼈体に⽤いられる機器およびその機器のための器具
医療⽬的定義概要
-病気の診断、予防、監視、治療または緩和
-怪我やハンディキャップの診断、監視、治療、緩和または補償
-解剖学的構造または⽣理学的プロセスの調査、交換、または変更
-受胎の制御

評価⼿順を進める前に、製造業者であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを確認することが重要です。
医療機器に関する指令では、医療機器は、MDDの付属書IXの規定に従って、クラスI（低リスク）、クラスIIaまたはIIb（中リスク）、またはクラスIII（⾼リスク）に分類されています。クラスIの医療機器は、測定機能を備えている
か、無菌状態で市場に出されていない限り、通知機関の関与は必要ありません。

16
Directives

指令
2000/14/EC 場合により要

Noise emission in the environment
屋外使⽤機器騒⾳指令

建設、園芸などに使⽤される機械や設備などの設備を対象としています。
屋外で使⽤される57種類の機器における騒⾳の放出改善を⽬的としています。
例コンプレッサー、掘削機ローダー、さまざまな種類ののこぎり、ミキサー、芝刈り機等

評価⼿順に進む前に、製造元であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
環境中の騒⾳放出に関する指令2000/14 / ECは、通知機関の関与を予⾒しています

17
Directives

指令
2014/31/EU 場合により要

Non-automatic weighing instruments
⾮⾃動重量計指令

体重計等
補⾜ 以下の状況で質量を決定するために使⽤されることを⽬的とした機器に適⽤されます。
料⾦、関税、税⾦、ボーナス、ペナルティ、報酬または補償を計算するため。
法律または規制の適⽤、または訴訟⼿続きで与えられた専⾨家の意⾒のため。
医療としてのモニタリング、診断および治療の⽬的で患者の体重を測定するため。
薬局で処⽅された医薬品を作成し、医療および製薬研究所で実施された分析で質量を決定するため。
⼀般への直接販売およびプレパッケージの作成を⽬的として、質量に基づいて価格を決定するため。

評価⼿順を進める前に、製造業者であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
⾮⾃動計量機器の場合、製造業者はさまざまな評価⼿順から選択でき、「要件の確認」のセクションに記載されている⽤途のいずれかを⽬的とした機器については、通知機関が関与する必要があります。

18
Legislation

規則
(EU)2016/425 場合により要

Personal protective equipment
保護具指令

サングラス、ヘルメット等
補⾜ ⼈の健康または安全に対する1つまたは複数のリスクから保護するために⼈が着⽤または保持するように設計および製造された機器およびその保護機能に
不可⽋な機器の交換可能なコンポーネント

適合性評価⼿順に進む前に、製造元であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
個⼈⽤保護具を扱う場合、カテゴリーIIおよびIIIのみが通知機関の関与を必要とします。

19
Directives

指令
2014/68/EU 場合により要

Pressure equipment
圧⼒指令

最⼤許容圧⼒0.5bar(0.05MPa)以上の圧⼒装置(容器、配管、安全装置、付属品)に適⽤されます。
対象製品例
圧⼒容器 (圧⼒がま、消⽕器、熱交換器、ボイラー、ブラント⽤圧⼒容器、蓄積タンク、産業⽤パイプ)、
各パイピング (パイプ・配管、チューブ、連結材、拡⼤材、ホース他）、安全付属品 (安全バルブ他)等

評価⼿順を進める前に、製造業者であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
指令の範囲内の圧⼒機器は、指令の付属書IIに従って、危険の昇順レベルに応じて、さまざまなカテゴリ（IからIVの範囲）に分類されます。
カテゴリII以上の機器については、通知機関の関与が義務付けられています。

20
Directives

指令
2013/29/EU 場合により要

Pyrotechnics
⽕⼯品指令

花⽕、劇場⽤花⽕製品、エアバッグやシートベルトプリテンショナーで使⽤されるガス発⽣器などの
技術的⽬的の⽕⼯品などの機器を対象としています。

評価⼿順に進む前に、製造元であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
⽕⼯品に関する指令2013/29 / EUは、常に通知機関の関与を予⾒しています。

21
Directives

指令
2014/53/EU 場合により要

Radio equipment
RE指令

無線機器等
無線機器には無線周波数スペクトルを使⽤するすべての製品
（携帯電話、ゲートオープナー、放送送信機など）が含まれます。

評価⼿順を進める前に、製造業者であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
適⽤された適合性評価⼿順に応じて、通知機関が関与します。

22
Directives

指令
2013/53/EU 場合により要

Recreational craft
レジャー⽤ボート指令

⻑さ2.5m〜24mのスポーツ、レジャー⽤船舶
適合性評価⼿順に進む前に、製造元であるあなたが⾃分で製品を評価できるかどうか、または通知機関を関与させる必要があるかどうかを判断することが重要です。
関連するすべての安全⾯をカバーする欧州調和基準に準拠して製造された、沿岸および保護された⽔上航海⽤に製造された特定の⼯芸品について、製造業者は製品の内部チェックを実⾏し、EU適合宣⾔を作成して署名することができ
ます。

23
Directives

指令
2011/65/EU 不要っぽい?

Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
RoHS指令 (電気・電⼦機器における有害物質の制限)

交流1000V、直流1500Vを超えない定格電圧で使⽤するよう設計された電気および電⼦機器。
個別対象範囲例
⼤型家電、⼩型家電、ITおよび通信機器、⺠⽣⽤機器、照明器具、電気および電⼦ツール、おもちゃ、レジャー、スポーツ⽤品、医療機器、産業⽤監視および
制御機器を含む監視および制御機器、⾃動ディスペンサー、上記のカテゴリのいずれにも該当しないその他のEEE等

対象外製品例
⼤規模な固定産業⽤ツール、⼤規模な固定設備等

メーカー義務としてモジュールAにて技術⽂書を作成する。

24
Directives

指令
2009/48/EU 場合により要

Safety of toys
玩具指令

14歳未満の⼦供が遊びで使⽤するために、設計または意図された製品または材料
評価⼿順を進める前に、製造業者であるあなたが⾃分で製品を評価できるのか、それとも通知機関の関与がある場合にのみ評価できるのかを確認することが重要です。
欧州市場での玩具の安全性に関して、玩具の安全性に関する指令（2009/48 / EC）は、問題の玩具が調和した基準に完全に（または部分的に）準拠していない場合に備えて、通知機関の⽀援を必要とします。第13条に規定されている
ように（したがって、適合性は指令の要件に直接準拠する必要があります）、または製造業者が玩具が通知機関による検証を必要とすると感じた場合。

25
Directives

指令
2014/29/EU 場合により要

Simple pressure vessels
簡易圧⼒容器指令

0.5 bar (0.05MPa)を超える内圧にさらされ、空気か窒素のいずれかを含むことを意図しているが、⽕にあてることは想定されていない、すべての溶接容器に適
⽤され、他条件としては容器の最⼤使⽤圧⼒は30barを超えず、その圧⼒と容器の容量（PS×V）の積は10000bar・Lを超えない容器に適⽤されます。

通知機関は、適合性評価を実施することにより、製品が指令に準拠しているかどうかを検証します。調和した欧州規格の使⽤の有無、および船舶の総エネルギー含有量によって決定される潜在的な圧⼒の危険性（PS（圧⼒）とV（体
積）の積によって決定される）に応じて、適切な適合性評価⼿順が指令で定義されています。(PS×Vが50 bar ・Lを超える製品は通知機関の関与が必要)

参考URL:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en

※個⼈作成による⼆次情報となりますのであくまで参考としていただき詳細は当該規格を原⽂を参照ください。
 掲載された内容によって⽣じた損害等の⼀切の責任を負いかねますのでご了承ください。ぬの


