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Article 5 
Placing on the market and putting 
into service 
第 5 条 
上市・供⽤ 
 
1. Before placing machinery on the 
market and/or putting it into service, the 
manufacturer or his authorised 
representative shall: 
機械を市場に出す前、および/または稼働させる前
に、製造業者またはその権限を与えられた代理⼈
は、次のことを⾏う必要があります。 
 
(b) ensure that the technical file referred 
to in Annex VII, part A is available; 
附属書 VII、パート A で⾔及されている技術ファイ
ルが利⽤可能であることを確認する。 
 
Article 13 
Procedure for partly completed 
machinery 
第 13 条 
半完成機械の⼿順 
 
1. The manufacturer of partly completed 
machinery or his authorised 
representative shall, before placing it on 
the market, ensure that: 
部分的に完成した機械の製造業者またはその権限
を与えられた代理⼈は、機械を市場に出す前に、
次のことを確認するものとします。 
 
(a) the relevant technical documentation 
described in Annex VII, part B is 
prepared; 
附属書 VII、パート B に記載されている関連する
技術⽂書が作成されている。 

Article 10 
Obligations of manufacturers 
第 10 条 
メーカーの義務 
 
3. Manufacturers shall draw up the 
technical documentation referred to in 
Article 21 and  
3. 製造業者は、第 21 条で⾔及されている技術⽂
書を作成し、 
 
carry out the relevant conformity 
assessment procedure referred to in 
Article 17 or have it carried out. 
第 17 条で⾔及されている関連する適合性評価⼿
順を実⾏するか、実⾏させる必要があります。 
 
Where compliance of radio equipment 
with the applicable requirements has been 
demonstrated by that conformity 
assessment procedure, manufacturers 
shall draw up an EU declaration of 
conformity and affix the CE marking. 
無線機器が該当する要件に準拠していることが適合
性評価⼿順によって実証されている場合、製造業者
は EU 適合宣⾔を作成し、CE マーキングを添付す
るものとします。 
 
Article 21 
Technical documentation 
第 21 条 
技術⽂書 
 
1. The technical documentation shall 
contain all relevant data or details of the 
means used by the manufacturer to 
ensure that radio equipment complies 
with the essential requirements set out in 
Article 3.  
技術⽂書には、すべての関連データ、または無線機
器が第 3 条に規定された必須要件に適合することを
保証するために製造業者が使⽤した⼿段の詳細が
含まれている必要があります。 
 
It shall, at least, contain the elements set 
out in Annex V. 
少なくとも、附属書 V に規定された要素を含むものと
する。 
 

Article 7 
Obligations of manufacturers 
第 7 条 
メーカーの義務 
 
2. Manufacturers shall draw up the 
technical documentation referred to in 
Annex II or Annex III and carry out the 
relevant conformity assessment procedure 
referred to in Article 14 or have it carried 
out. 
2. 製造業者は、附属書 II または附属書 III で⾔
及されている技術⽂書を作成し、第 14 条で⾔及さ
れている関連する適合性評価⼿順を実⾏するか、実
⾏させる必要があります。 

Article 6 
Obligations of manufacturers 
第 6 条 
メーカーの義務 
 
2. Manufacturers shall draw up the 
technical documentation referred to in 
Annex III and carry out the conformity 
assessment procedure referred to in 
Annex III or have it carried out. 
2. 製造業者は、附属書 III で⾔及されている技
術⽂書を作成し、附属書 III で⾔及されている適
合性評価⼿順を実⾏するか、実⾏させる必要があり
ます。 

Article 7 
Obligations of manufacturers 
第 7 条 
メーカーの義務 
 
(b) manufacturers draw up the 
required technical documentation 
and carry out the internal production 
control procedure in line with 
module A of Annex II to Decision No 
768/2008/EC or have it carried out; 
製造業者は、必要な技術⽂書を作成し、
Decision No 768/2008/EC の附属書 
II のモジュール A に沿って内部⽣産管理⼿
順を実⾏するか、実⾏させます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX VII 
附属書 VII 
A. Technical file for machinery 
A. 機械の技術ファイル 
 
This part describes the procedure for 
compiling a technical file.  
このパートでは、技術ファイルを編集する⼿順につい
て説明します。 

ANNEX V 
附属書 V 
CONTENTS OF TECHNICAL 
DOCUMENTATION 
技術⽂書の内容 
 
The technical documentation shall, 
wherever applicable, contain at least the 
following elements: 

ANNEX II  
附属書 II 
MODULE A:   
INTERNAL PRODUCTION CONTROL 
モジュール A: 内部⽣産管理 
3. Technical documentation 
3. 技術⽂書 
 

ANNEX III 
附属書 III 
MODULE A:   
Internal production control 
モジュール A: 内部⽣産管理 
2. Technical documentation 
2. 技術⽂書 
 

DECISION No 768/2008/EC OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 9 July 
2008 
on a common framework for the 
marketing of products, and 
repealing Council Decision 
93/465/EEC (Text with EEA 
relevance) 
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技術 
⽂書の

構成につ
いての 
⾔及 
箇所 

The technical file must demonstrate that 
the machinery complies with the 
requirements of this Directive.  
技術ファイルは、機械がこの指令の要件に準拠して
いることを⽰さなければなりません。 
 
It must cover the design, manufacture 
and operation of the machinery to the 
extent necessary for this assessment.  
それはこの評価に必要な範囲で、機械の設計、製
造、および操作を含む必要があります。 
 
The technical file must be compiled in 
one or more official Community 
languages, except for the instructions for 
the machinery, for which the special 
provisions of Annex I, section 1.7.4.1 
apply. 
技術ファイルは、附属書 I のセクション 1.7.4.1 
の特別規定が適⽤される機械の説明書を除いて、
1 つまたは複数の公式の共同体⾔語で編集する必
要があります。 
 
1. The technical file shall comprise the 
following: 
1. 技術ファイルは、以下を含むものとします。 
 
(a) a construction file including: 
(a) 以下を含む構成ファイル: 
 
̶ a general description of the 
machinery, 
̶ 機械の⼀般的な説明 
 
̶ the overall drawing of the machinery 
and drawings of the control circuits, as 
well as the pertinent descriptions and 
explanations necessary for 
understanding the operation of the 
machinery, 
機械の全体図と制御回路の図、関連する記述およ
び機械の操作を理解するために必要な説明 
 
̶ full detailed drawings, accompanied 
by any calculation notes, test results, 
certificates, etc., 
required to check the conformity of the 
machinery with the essential health and 
safety requirements, 
必須の健康および安全要件に対する機械の適合
性をチェックするために必要とされる、 
計算メモ、テスト結果、証明書などを伴う詳しい詳
細図⾯。 
 
̶ the documentation on risk assessment 
demonstrating the procedure followed, 
including: 
̶  

技術⽂書には、該当する場合、少なくとも次の要素
を含める必要があります。 
 
(a) a general description of the radio 
equipment including: 
(a) 以下を含む無線機器の⼀般的な説明︓ 

(i) photographs or illustrations showing  
external features, marking and internal 
layout; 
(i) 外観、マーキング、および内部レイアウトを⽰す
写真 

またはイラスト; 
 
(ii) versions of software or firmware 
affecting 
compliance with essential 
requirements; 
(ii) 必須要件への準拠に影響を与えるソフトウェ
アまたはファームウェアのバージョン。 
 
(iii) user information and installation 
instructions; 
ユーザー情報と設置指⽰ 
 

(b) conceptual design and manufacturing 
drawings and schemes of components, 
sub-assemblies, circuits and other 
relevant similar elements; 
コンポーネント、サブアセンブリ、回路、およびその他の
関連する同様の要素の概念設計および製造図⾯お
よびスキーム; 
 
(c) descriptions and explanations 
necessary for the understanding of those 
drawings and schemes and the operation 
of the radio equipment; 
(c) それらの図⾯やスキーム、無線設備の操作の理
解に必要な記述と説明。 
 
(d) a list of the harmonised standards 
applied in full or in part the references of 
which have been published in the Official 
Journal of the European Union, and,  
(d) 欧州連合の官報に掲載されている参考⽂献の
全体または⼀部が適⽤されている整合規格のリストお
よび 
 
where those harmonised standards have 
not been applied,  
これらの整合規格が適⽤されていない場合、 
 
descriptions of the solutions adopted to 
meet the essential requirements set out in 
Article 3,  
第 3 条に定められた必須要件を満たすために採⽤さ
れた解決策の説明、 
 
including a list of other relevant technical 
specifications applied.  

The manufacturer shall establish the 
technical documentation. The 
documentation shall make it possible to 
assess the apparatus conformity to the 
relevant requirements, and shall include an 
adequate analysis and assessment of the 
risk(s). 
製造業者は、技術⽂書を確⽴するものとします。⽂書
は、関連する要件への装置の適合性を評価できるよう
にし、リスクの適切な分析と評価を含めるものとします。 
 
The technical documentation shall specify 
the applicable requirements and cover, as 
far as relevant for the assessment, the 
design, manufacture and operation of the 
apparatus. 
技術⽂書は、適⽤される要件を特定し、評価に関連
する限り、装置の設計、製造、および操作をカバーする
ものとします。 
 
The technical documentation shall, 
wherever applicable, contain at least the 
following elements: 
技術⽂書には、該当する場合、少なくとも次の要素を
含める必要があります。 
 
(a) a general description of the apparatus; 
(a) 装置の⼀般的な説明; 
 
(b) conceptual design and manufacturing 
drawings and schemes of components, sub-
assemblies, circuits, etc.; 
(b) コンポーネント、サブアセンブリ、回路などの概念設
計および製造図⾯とスキーム; 
 
(c) descriptions and explanations necessary 
for the understanding of those drawings 
and schemes and the operation of the 
apparatus; 
(c) それらの図⾯およびスキームの理解、ならびに装置
の操作に必要な記述および説明。 
 
(d) a list of the harmonised standards 
applied in full or in part the references of 
which have been published in the Official 
Journal of the European Union and, 
(d) 欧州連合の官報に掲載されている参考⽂献の全
体または⼀部が適⽤されている整合規格のリストおよび 
 
where those harmonised standards have 
not been applied,  
これらの整合規格が適⽤されていない場合、 
 
descriptions of the solutions adopted to 
meet the essential requirements of this 
Directive,  
この指令の必須要件を満たすために採⽤された解決策
の説明、 
 

The manufacturer shall establish the 
technical documentation. The 
documentation shall make it possible to 
assess the electrical equipmentʼs 
conformity to the relevant requirements, 
and shall include an adequate analysis and 
assessment of the risk(s).  
製造業者は、技術⽂書を確⽴するものとします。⽂
書は、関連する要件への電気機器の適合性を評価
できるようにし、リスクの適切な分析と評価を含めるも
のとします。 
 
The technical documentation shall specify 
the applicable requirements and cover, as 
far as relevant for the assessment, the 
design, manufacture and operation of the 
electrical equipment.  
技術⽂書は、適⽤される要件を指定し、電気機器の
評価、設計、製造、および操作に関連する限りカバー
するものとします。 
 
The technical documentation shall, where 
applicable, contain at least the following 
elements: 
技術⽂書には、該当する場合、少なくとも次の要素
を含める必要があります。 
 
(a) a general description of the electrical 
equipment; 
(a) 電気機器の⼀般的な説明; 
 
(b) conceptual design and manufacturing 
drawings and schemes of components, 
sub-assemblies, circuits, etc.; 
(b) コンポーネント、サブアセンブリ、回路などの概念
設計および製造図⾯とスキーム; 
 
(c) descriptions and explanations 
necessary for the understanding of those 
drawings and schemes and the operation 
of the electrical equipment; 
(c) それらの図⾯およびスキームの理解、ならびに装
置の操作に必要な記述および説明。 
 
(d) a list of the harmonised standards 
applied in full or in part the references of 
which have been published in the Official 
Journal of the European Union or 
international or national standards 
referred to in Articles 13 and 14 and,  
欧州連合の官報または第 13 条および第 14 条
で⾔及されている国際規格または国内規格で参照さ
れている、全体または部分的に適⽤される整合規格
のリスト、および、 
 
where those harmonised standards or 
international or national standards have 
not been applied,  

ANNEX II 
附属書 II 
CONFORMITY ASSESSMENT 
PROCEDURES 
適合性評価⼿順 
MODULE A:   
Internal production control 
モジュール A: 内部⽣産管理 
2. Technical documentation 
2. 技術⽂書 
 
The manufacturer shall establish the 
technical documentation. The 
documentation shall make it possible 
to assess the product's conformity 
to the relevant requirements, and 
shall include an adequate analysis 
and assessment of the risk(s). 
製造業者は、技術⽂書を確⽴するものとしま
す。  
⽂書は、関連する要求事項への製品の適合
性を評価できるようにし、リスクの適切な分析と
評価を含めるものとします。 
 
The technical documentation shall 
specify the applicable requirements 
and cover, as far as relevant for the 
assessment, the design, 
manufacture and operation of the 
product.  
技術⽂書は、適⽤される要件を指定し、製品
の評価、設計、製造、および操作に関連する
限りカバーするものとします。 
 
The technical documentation shall, 
wherever applicable, contain at least 
the following elements: 
技術⽂書には、該当する場合、少なくとも次
の要素を含める必要があります。 
 
- a general description of the 
product, 
- 製品の⼀般的な説明, 
 
- conceptual design and 
manufacturing drawings and 
schemes of components, sub-
assemblies, circuits, etc. 
- コンポーネント、サブアセンブリ、回路などの
概念設計および製造図⾯とスキーム 
 
- descriptions and explanations 
necessary for the understanding of 
those drawings and schemes and 
the operation of the product, 
- それらの図⾯およびスキームの理解、ならび
に製品の操作に必要な記述および説明。 
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̶ 以下を含む、適⽤⼿順を⽰すリスク評価に関す
る⽂書︓ 
̶  
 
(i) a list of the essential health and 
safety requirements which apply to the 
machinery, 
(i) 機械に適⽤される必須の健康および安全要件
のリスト、 
 
(ii) the description of the protective 
measures implemented to eliminate 
identified hazards or to reduce risks and, 
when appropriate, the indication of the 
residual risks associated with the 
machinery, 
(ii) 特定された危険を排除するため、またはリスクを
軽減するために実施された保護⼿段の説明、およ
び適切な場合には、機械に関連する残留リスクの
表⽰、 
 
̶ the standards and other technical 
specifications used, indicating the 
essential health and safety requirements 
covered by these standards, 
̶ 使⽤された規格およびその他の技術仕様、これ
らの規格がカバーする基本的な健康と安全の要
件、 
 
̶ any technical report giving the results 
of the tests carried out either by the 
manufacturer or by a body chosen by 
the manufacturer or his authorised 
representative, 
̶ 製造業者、または製造業者によって選択あれた
機関またはその権限を与えられた代理⼈によって実
施されたテストの結果を提供する技術レポート、 
 
̶ a copy of the instructions for the 
machinery, 
̶ 機械の取扱説明書のコピー 
 
̶ where appropriate, the declaration of 
incorporation for included partly 
completed machinery and the relevant 
assembly instructions for such 
machinery, 
̶ 必要に応じて、部分的に完成した機械の組込
宣⾔を含む、またそのような機械の関連する組み⽴
て説明書、 
 
̶ where appropriate, copies of the EC 
declaration of conformity of machinery 
or other products incorporated into the 
machinery, 
̶ 必要に応じて、機械または機械に組み込まれた
その他の製品の EC 適合宣⾔書の写し、 
 

適⽤される他の関連する技術仕様のリストを含みま
す。 
 
In the event of partly applied harmonised 
standards, the technical documentation 
shall specify the parts which have been 
applied; 
整合規格が部分的に適⽤される場合、技術⽂書は
適⽤された部分を明記しなければならない。 
 
(e) copy of the EU declaration of 
conformity; 
(e) EU 適合宣⾔書のコピー; 
 
(f) where the conformity assessment 
module in Annex III has been applied, 
copy of the EU-type examination 
certificate and its annexes as delivered by 
the notified body involved; 
(f) 附属書 III の適合性評価モジュールが適⽤さ
れている場合、関連する通知機関によって提供される
EU型式審査証明書およびその附属書の写し; 
 
(g) results of design calculations made, 
examinations carried out, and other 
relevant similar elements; 
⾏われた設計計算の結果、実施された検査、および
その他の関連する同様の要素。 
 
(h) test reports; 
(h) テストレポート; 
 
(i) an explanation of the compliance with 
the requirement of Article 10(2) and of 
the inclusion or not of information on the 
packaging in accordance with Article 
10(10). 
(i) 第 10 条(2)の要件への準拠、および第 10 条
(10)に従ってパッケージに情報が含まれているかどうか
の説明。 
 
Article 10 
Obligations of manufacturers 
第 10 条 
メーカーの義務 
2. Manufacturers shall ensure that radio 
equipment shall be so constructed that it 
can be operated in at least one Member 
State without infringing applicable 
requirements on the use of radio 
spectrum. 
2. 製造業者は、無線スペクトルの使⽤に関する適
⽤要件を侵害することなく、少なくとも 1 つの加盟国
で運⽤できるように無線機器を構築することを保証す
るものとする。 
 
10. In cases of restrictions on putting into 
service or of requirements for 
authorisation of use,  

including a list of other relevant technical 
specifications applied.  
適⽤される他の関連する技術仕様のリストを含みます。 
 
In the event of partly applied harmonized 
standards, the technical documentation 
shall specify the parts which have been 
applied; 
整合規格が部分的に適⽤される場合、技術⽂書は適
⽤された部分を明記しなければならない。 
 
(e) results of design calculations made, 
examinations carried out, etc.; 
(e) ⾏われた設計計算の結果、実施された検査など。 
 
(f) test reports. 
(f) テストレポート。 
 
ANNEX III 
附属書 III 
PART A 
Module B: EU-type examination 
パート A 
モジュール B: EU 型式審査 
3. The manufacturer shall lodge an 
application for EU-type examination with a 
single notified body of his choice. 
3. 製造業者は、EU型式審査の申請書を、⾃らが選
択した単⼀の通知機関に提出するものとします。 
 
(c) the technical documentation. 
(c) 技術⽂書。 
 
The technical documentation shall make it 
possible to assess the apparatus conformity 
with the applicable requirements of this 
Directive and shall include an adequate 
analysis and assessment of the risk(s). 
技術⽂書は、この指令の該当する要件への装置の適
合性を評価できるものでなければならない。 
また、リスクの適切な分析と評価を含めるものとします。 
 
The technical documentation shall specify 
the applicable requirements and cover, as 
far as relevant for the assessment, the 
design, manufacture and operation of the 
apparatus.  
技術⽂書は、適⽤される要件を特定し、評価に関連
する限り、装置の設計、製造、および操作をカバーする
ものとします。 
 
The technical documentation shall contain, 
wherever applicable, at least the following 
elements: 
技術⽂書には、該当する場合、少なくとも次の要素を
含める必要があります。 
 
(i) a general description of the apparatus; 
(i) 装置の⼀般的な説明; 

これらの整合規格または国際または国内規格が適⽤
されていない場合、 
 
descriptions of the solutions adopted to 
meet the safety objectives of this 
Directive,  
この指令の安全の⽬的を満たすために採⽤された解
決策の説明、 
 
including a list of other relevant technical 
specifications applied. 
適⽤される他の関連する技術仕様のリストを含みま
す。 
 
In the event of partly applied harmonised 
standards or international or national 
standards referred to in Articles 13 and 
14, the technical documentation shall 
specify the parts which have been 
applied; 
第 13 条および第 14 条で⾔及されている整合規
格または国際規格または国内規格が部分的に適⽤
される場合、技術⽂書は、適⽤された部分を明記し
なければならない。 
 
(e) results of design calculations made, 
examinations carried out, etc.; and 
⾏われた設計計算の結果、実施された検査など。お
よび 
 
(f) test reports. 
(f) テストレポート。 

- a list of the harmonised standards 
and/or other relevant technical 
specifications the references of 
which have been published in 
the Official Journal of the European 
Union, applied in full or in part, and 
全体または部分的に適⽤された欧州連合の
官報で参照されている整合規格のリストおよび
/またはその他の関連する技術仕様、および 
 
descriptions of the solutions adopted 
to meet the essential requirements 
of the legislative instrument where 
those harmonised standards have 
not been applied.  
これらの整合規格が適⽤されていない場合、
⽴法⼿段の必須要件を満たすために採⽤さ
れた解決策の説明。 
 
In the event of partly applied 
harmonised standards, the technical 
documentation shall specify the 
parts which have been applied, 
部分的に適⽤された整合規格の場合、技術
⽂書は適⽤された部分を明記しなければなら
ない。 
 
- results of design calculations 
made, examinations carried out, 
etc.; and 
⾏われた設計計算の結果、実施された検査
など。および 
 
(f) test reports. 
(f) テストレポート。 



CE マーキングにおける技術文書(TD: Technical documentation)の構成例 

指令 
機械指令 

2006/42/EC 
無線機器指令 
2014/53/EU 

EMC 指令 
2014/30/EU 

低電圧指令 
2014/35/EU 

RoHS 指令 
2011/65/EU 

̶ a copy of the EC declaration of 
conformity; 
̶ EC 適合宣⾔書の写し; 
 
(b) for series manufacture, the internal 
measures that will be implemented to 
ensure that the machinery remains in 
conformity with the provisions of this 
Directive. 
̶ 量産製造の場合、機械がこの指令の規定に準
拠し続けることを確実にするために実施される内部
対策。 
 
The manufacturer must carry out 
necessary research and tests on 
components, fittings or  
製造業者は、部品、付属品について必要な調査と
試験を実施し、 
 
the completed machinery to determine 
whether by its design or construction it 
is capable of being assembled and put 
into service safely.  
完成した機械が、その設計または構造上、安全に
組み⽴てて使⽤できるかどうかを判断します。 
 
The relevant reports and results shall be 
included in the technical file. 
関連するレポートと結果は、技術ファイルに含める必
要があります。 
 
B. Relevant technical documentation for 
partly completed machinery 
B. 部分的に完成した機械の関連する技術⽂書 
 
This part describes the procedure for 
compiling relevant technical 
documentation.  
This part describes the procedure for 
compiling a technical file.  
このパートでは、技術⽂書を編集する⼿順について
説明します。 
 
The documentation must show which 
requirements of this Directive are 
applied and fulfilled.  
⽂書は、この指令のどの要件が適⽤され、満たされ
ているかを⽰さなければなりません。 
 
It must cover the design, manufacture 
and operation of the partly completed 
machinery to the extent necessary for 
the assessment of conformity with the 
essential health and safety requirements 
applied.  
それは、適⽤される必須の健康と安全の要件への
適合性を評価するために必要な範囲で、機械の設
計、製造、操作を含む必要があります。 
 

使⽤の制限または使⽤許可の要件がある場合、 
 
information available on the packaging 
shall allow the identification of the 
Member States or the geographical area 
within a Member State where restrictions 
on putting into service or requirements for 
authorisation of use exist.  
パッケージ上で利⽤可能な情報は、使⽤の制限また
は使⽤許可の要件がある加盟国または加盟国内の
地理的領域の識別を可能にするものでなければなら
ない 
 
Such information shall be completed in 
the instructions accompanying the radio 
equipment.  
そのような情報は、無線機器に付属の説明書に記⼊
する必要があります。 
 
The Commission may adopt implementing 
acts specifying how to present that 
information.  
委員会は、その情報の提⽰⽅法を指定する実施法
を採択することができます。 
 
Those implementing acts shall be adopted 
in accordance with the advisory procedure 
referred to in Article 45(2). 
これらの実施法は、第 45 条(2)で参照されている諮
問⼿続きに従って採択されるものとする。 
 
Article 45 
Committee procedure 
第 45 条 
委員会の⼿続き 
2. Where reference is made to this 
paragraph, Article 4 of Regulation (EU) No 
182/2011 shall apply. 
2. この段落に⾔及する場合、規則 (EU) No 
182/2011 の第 4 条が適⽤されるものとする。 
 
REGULATION (EU) No 182/2011 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL of 16 February 2011  
laying down the rules and general 
principles concerning mechanisms for 
control by Member States of the 
Commissionʼs exercise of 
implementing powers 
 
Article 4 Advisory procedure  
第 4 条 諮問⼿続き 
1. Where the advisory procedure applies, 
the committee shall deliver its opinion, if 
necessary by taking a vote. If the 
committee takes a vote, the opinion shall 
be delivered by a simple majority of its 
component members.  

(ii) conceptual design and manufacturing 
drawings and schemes of components, sub-
assemblies, circuits, etc.; 
(ii) コンポーネント、サブアセンブリ、回路などの概念設
計および製造図⾯とスキーム; 
(iii) descriptions and explanations necessary 
for the understanding of those drawings 
and schemes and the operation of the 
apparatus; 
(iii) それらの図⾯およびスキームの理解、ならびに装置
の操作に必要な記述および説明。 
 
(iv) a list of the harmonised standards 
applied in full or in part the references of 
which have been published in the Official 
Journal of the European Union and, 
(iv) 欧州連合の官報に掲載されている参考⽂献の全
体または⼀部が適⽤されている整合規格のリストおよび 
 
where those harmonised standards have 
not been applied,  
これらの整合規格が適⽤されていない場合、 
 
descriptions of the solutions adopted to 
meet the essential requirements of this 
Directive,  
この指令の必須要件を満たすためにこの指令の必須要
件を満たすために採⽤された解決策の説明、 
 
including a list of other relevant technical 
specifications applied.  
適⽤される他の関連する技術仕様のリストを含みます。 
 
In the event of partly applied harmonized 
standards, the technical documentation 
shall specify the parts which have been 
applied; 
整合規格が部分的に適⽤される場合、技術⽂書は適
⽤された部分を明記しなければならない。 
 
(v) results of design calculations made, 
examinations carried out, etc.; 
(v) ⾏われた設計計算の結果、実施された検査など。 
 
(vi) test reports. 
(vi) テストレポート。 
 
 



CE マーキングにおける技術文書(TD: Technical documentation)の構成例 

指令 
機械指令 
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無線機器指令 
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EMC 指令 
2014/30/EU 

低電圧指令 
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The documentation must be compiled in 
one or more official Community 
languages. 
⽂書は、1 つまたは複数の 1 つまたは複数の公式
の共同体⾔語で編集する必要があります。 
 
It shall comprise the following: 
それは以下を含むものとする︓ 
 
(a) a construction file including: 
(a) 以下を含む構成ファイル: 
 
̶ the overall drawing of the machinery 
and drawings of the control circuits, 
̶ 部分的に完成した機械の全体図および制御回
路の図 
 
̶ full detailed drawings, accompanied 
by any calculation notes, test results, 
certificates, etc., required to check the 
conformity of the partly completed 
machinery with the applied essential 
health and safety requirements, 
̶ 部分的に完成した機械が、適⽤される必須の
健康と安全の要件に適合していることを確認するた
めに必要な、計算メモ、テスト結果、証明書などを
添付した詳しい詳細図⾯、 
 
̶ the risk assessment documentation 
showing the procedure followed, 
including: 
̶  
̶ 以下を含む、従った⼿順を⽰すリスク評価⽂
書。 
̶  
 
(i) a list of the essential health and 
safety requirements applied and fulfilled, 
適⽤、実施された本質的な健康と安全要求へのリ
スト、 
 
(ii) the description of the protective 
measures implemented to eliminate 
identified hazards or to reduce risks and, 
where appropriate, the indication of the 
residual risks, 
(ii) 特定された危険を排除するため、またはリスクを
軽減するために実施された保護⼿段の説明、およ
び必要に応じて、残留リスクの表⽰、 
 
(iii) the standards and other technical 
specifications used, indicating the 
essential health and safety requirements 
covered by these standards, 
(iii) 使⽤された規格およびその他の技術仕様、こ
れらの規格がカバーする基本的な健康と安全の要
件、 
 

諮問⼿続きが適⽤される場合、委員会は、必要に応
じて投票によって意⾒を述べるものとする。委員会が
投票を⾏う場合、その意⾒は構成メンバーの単純過
半数によって提出されるものとする。 
 
2. The Commission shall decide on the 
draft implementing act to be adopted, 
taking the utmost account of the 
conclusions drawn from the discussions 
within the committee and of the opinion 
delivered. 
委員会は、委員会内の議論から導き出された結論お
よび提出された意⾒を最⼤限に考慮して、採択され
る実施法案を決定するものとする。 
 



CE マーキングにおける技術文書(TD: Technical documentation)の構成例 

 

指令 
機械指令 

2006/42/EC 
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(iv) any technical report giving the 
results of the tests carried out either by 
the manufacturer or by a body chosen 
by the manufacturer or his authorised 
representative, 
(iv) 製造業者、または製造業者によって選択あれ
た機関またはその権限を与えられた代理⼈によって
実施されたテストの結果を提供する技術レポート、 
 
(v) a copy of the assembly instructions 
for the partly completed machinery; 
(v) 半完成機械の組⽴説明書のコピー。 
 
(b) for series manufacture, the internal 
measures that will be implemented to 
ensure that the partly completed 
machinery remains in conformity with 
the essential health and safety 
requirements applied. 
量産製造の場合、半完成機械が適⽤される必須
の健康と安全要件に準拠し続けることを確実にする
ために実施される内部対策。 
 
The manufacturer must carry out 
necessary research and tests on 
components, fittings or  
製造業者は、部品、付属品について必要な調査と
試験を実施し、 
 
the partly completed machinery to 
determine whether by its design or 
construction it is capable of being 
assembled and used safely.  
半完成機械が、その設計または構造上、安全に組
み⽴てて使⽤できるかどうかを判断します。 
 
The relevant reports and results shall be 
included in the technical file.  
関連するレポートと結果は、テクニカル ファイルに含
める必要があります。 

その他 
情報 

    参照⽂書 
Decision No 768/2008/EC 
ANNEX II 
CONFORMITY ASSESSMENT 
PROCEDURES 
(THIS IS THE BASIC CONCEPT, 
TERM) 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32
008D0768 
 


