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１． 機械指令とは？ 

 

“ＣＥマーキング”の中でも触れていますが、欧州連合（ＥＵ）域内で販売される指定

製品は、欧州連合の要求する技術基準に適合している事を、何らかの方法で製造業者が

確認し、自己宣言を行ない、その印としてＣＥマーキングを表示したもので無ければな

らないとＥＵ協議会指令（COUNCIL DIRECTIVE）の中で述べて居ります。 

 

指令 (DIRECTIVE)の中でも一般的に対象範囲の広い指令が機械指令（ MACHINERY 

DIRECTIVE）です。 

この指令は機械にたずさわる作業者及び周囲の人々に対する安全を規定したもので、電

気，電池，燃焼などのエネルギーまたはバネ，重量などのエネルギーで動く機器が対象

となります。 

いいかえれば直接加えられる人力を動力とするもの以外、全て対象となると考えられま

す。 

 

   ２００６年に２００６／４２／ＥＣとして改訂版が公布され、２００９年１２月２９日

までにこの指令に適合させねばなりません（第２６条） 

 

２． 適用範囲は？ 

   新機械指令 2006/42/EC(L157 2006.6.9 OJ)の第１章 SCOPE の中の１項に次のように規

定されております。 

ａ）機械類 

ｂ）交換可能な機器 

ｃ）安全部品 

ｄ）リフティング用アクセサリー 

ｅ）チェーン、ロープ、ウエビング（帯ひも） 

ｆ）半完成機械類 

 

３． 対象外となるものは？ 

   第１章 SCOPEの中の２項に次のように規定されております。 

ａ）その機械の製造者により供給される、同一部品の交換用としての安全部品 

ｂ）遊園地や娯楽施設で用いられる特殊な機械 

ｃ）原子力用途の特殊機器 

ｄ）火器その他の武器 

ｅ）次の輸送手段 

 ・2003/37/ECでリスクをカバーされているトラクターおよびこれに組込まれている 

  機器 

    ・70/156/EECが適用される自動車やトレーラーおよびこれらに組み込まれる機器 

・ 2002/24/ECが適用される車両および個ｒウェらに組み込まれている機器 

・ 競技用の自動車 

・ 空路、水路、鉄路での交通手段およびそれらに組込まれる機器 



 4 

   ｆ）海上航行船舶、移動式海上設備およびこれらに組込まれる機器 

   ｇ）軍や警察用の特別に設計された機械類 

   ｈ）研究所で一時的に使われる、研究のために特別に設計された機械類 

   ｉ）鉱山用巻上機 

   ｊ）劇場で公演中に役者を移動させる機械 

   ｋ）低電圧指令が適用される電子・電気機器類 

    ・家庭用機器 

    ・オーデオ、ビデオ機器 

    ・情報処理機器 

    ・一般用事務機器 

    ・低圧制御機器 

    ・電動機 

   ｌ）高圧制御機器、変圧器  

 

４． 適合性評価の手続き 

付属書Ⅳに記載されている危険度の高い機械類については、第１２章の（３）、（４）の

規定に従った評価が必要になります。 
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５． 安全な機械を作る為の原則 

機械指令付属書Ⅰの 1.1.2項に安全の必須要件が記されております。（要旨） 

  

(a) 機械はその機能に適するように設計製作されなければならず、且つ予測される 

  予測出来る誤使用を含め予測される状況下での使用・調整・保守を危険に晒されずに 

行なえること。 

 

講じるべき対策の目的は、輸送・組立・分解・解体・廃却の段階含めて予測可能な 

機械の寿命期間を通してあらゆる危険の排除を行な事にあります。 

 

(b) 製造者及びその公式代理人は最善の方法を選択する過程で下記原則を下記の順序で 

  適用しなければならない。 

  ― 可能な限り危険を排除または抑制する事（機械固有な安全設計及び製作）。 

  ― 排除できない危険に対しては必要な防護対策を講じる事。 

  ― 採用した防護対策の不備に起因する残存危険を使用者に知らせ、特定の訓練が 

    必要かどうかを指示し、且つ個人保護装置の装備必要な場合にはそれを 

明記する事。 

(c) 機械を設計・製作する場合及び指示書を作成する場合、製造者又はその公式代理人 

   は使用目的ばかりでなく予測される他の使用法も念頭に置かねばならない。 

 

   間違った使用により危険を生じる恐れがある場合、機械はその様な誤使用を防止 

   出来るよう設計されねばならない。経験から予測される方法で、その様な使用法は 

すべきでない物については、必要に応じて説明書で使用者の注意を喚起しなければならな

い。 

 

(d) 必要な又は予測可能な個人保護装置の使用結果として操作者が受ける拘束条件を考慮し

て、機械は設計・製作されねばならない。 

 

(e) 機械は安全な調整・保守・使用を可能とする特殊な装置及び附属品を 

備えていなければならない。 
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６． リスクアセスメント 

   

   機械指令では ANNEX Ⅰ の一般原則の中で定めております様にリスクアセスメントは 

   必須条件となっております。 

   製造者又は公式代理人はリスクアセスメントを繰り返す事で危険がなくなるか、充分に

少なくなる様にしなければなりません。 

    ― 考えられる用途と予見できる誤使用のもとで、機械の制限を定める。 

    ― 機械が起こしうる危険とそれに伴う危険状態を決めておかねばならない。 

    ― 可能性のある障害や健康被害の程度とその発生する可能性を考慮しリスクを 

      推測する。 

    ― この指令の目的に従い、リスクの低減が必要か否の決定をする目的でリスクを 

      評価する。 

    ― 危険を排除するか、1.1.2(b)の優先順序に従って保護手段を用いてその危険に関

係するリスクを減少させる。 

       

      機械の安全は機械の設計だけでは確保出来るものではなく、使用者の充分な理解が必要に

なって来ます。この為にも次に述べますマニュアルが非常に重要になって来ます。  
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７． マニュアル 

 

 使用者に正しい情報を伝え間違った使い方や故意に危険な使い方をされない様、 

指示，警告するためにマニュアルは重要な役割を果たしています。 

 マニュアルを整備する事が危険回避の最大の武器です。 

 メーカー自身を守ってくれる重大なものとお考え下さい。 

    マニュアルは使用される国の言語のものを用意しなければなりませんが、工場出荷時

には英文のものを用意し、現地にて翻訳をしたものを用意する事も出来ます。 

 マニュアルには最低下記の内容を含まねばなりません。 

 

(a) 全ての機械に、少なくとも下記項目を含む指示書を添付しなければなりません。 

 

 － 機械に表示した情報の反復。但し製造番号を除く、及び保守作業を支援する 

適切な情報（例：輸入業者・補修業者の住所、その他）を加えたもの。 

 

 － 1.1.2(c)の意図する範囲で予測される、機械の使用法 

 

 － 操作員の占有する作業場所 

 

 － 安全に関する指示 

  － 使用開始 

 － 使用 

 － 取扱い。これには機械の質量と、一般的に個別輸送される各種部品の質量とを 

  示すこと。 

 － 据付け 

 － 組立及び分解 

 － 調整 

 － 保守（サービスと補修） 

 － 必要に応じて、訓練に関する指示 

 － 必要に応じて、機械設備に取り付けられる工具の基本特性 

 

 必要に応じて、機械の誤使用について指示書で注意を喚起しなければなりません。 
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(b) 指示書は、ＥＣ共同体の言語の一つによって、製造業者又はＥＣ内代理者が作成せねば

ならない。使用開始に際し、全ての機械には、機械の使用国の言語（単数・複数）に指

示書を翻訳したもの、及び言語の指示書を付けること。翻訳は製造業者、ＥＣ内代理者、

又は機械を問題の言語地域に導入する者によって行なわれねばならない。この要求事項

に拘わらず、保守指示書であって、製造御者又はＥＣ内代理者が雇用する専門要員が使

用する指示書は、当該要員が理解するＥＣ共同体の言語の一つだけで作成すればよい。 

 

(c) 指示書には、機械の使用開始・保守・点検・正確な運転の点検、該当する場合、補修を

含めた各作業に必要な図面及び線図、並びに特に安全について有用な指示を全て含める

こと。 

 

(d) 機械を記述する文献はいずれも、安全面に関して指示書と矛盾してはならない。 

機械を記述する技術文書には、(f)でいう空気内伝送騒音の発生に関する情報、並びに

把握式及び／又は手案内式の機械の場合は、2.2でいう振動に関する情報を明示するこ

と。 

 

(e) 必要に応じて、騒音又は振動を減らすための据付け・組立に関する要求事項 

（例：緩衝器の使用、基礎ブロックの形式と質量、その他）を指示書に示すこと。 

 

(f) 指示書には、機械による空中伝送騒音の発生に関する下記情報を示すこと。実測値又は

同種の機械で行なわれた計測に基づく値で示すこと。 

 

 － 作業場所での等価連続Ａ加重音圧レベルが７０ｄＢ（Ａ）を超える場合はその値。 

  ７０ｄＢ（Ａ）を超えない場合は、その事実を示す。 

 

 － 作業場所でのピークＣ加重瞬時音圧値が６３Ｐａ（２０μＰａに対して 

１３０ｄＢ）を超える場合はその値。 

 

 － 作業場所での等価連続Ａ加重音圧レベルが８５ｄＢ（Ａ）を超える場合は、機械が 

発する音響出力レベル。 

 

非常に大型の機械の場合、音響出力レベルの代わりに機械周囲の指定位置での等価 

連続音圧レベルを示すことができる。 

 

整合規格が適用できない場合、騒音レベルは当該機械に最適の方法で測定せねばな 

らない。 
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 製造業者は、測定時の機械の運転条件及び測定に使用された方法を明示せねばなら 

ない。 

 

 作業ステーションが規定されていない場合又はこれを規定できない場合、機械表面 

から１メートルの距離で、床面又は作業台から１.６メートルの高さで音圧レベル 

を測定すること。このとき最大音圧を示す位置とその値を明示すること。 

 

(g) 更に、爆発の恐れのある雰囲気での使用を意図した機器を製造業者が製作する場合、そ

の点についても機械に表示すること。 

 

(h) 非専門操作員による使用も意図されている機械の場合、使用される指示書の作成及び割

付の過程で、上記の各々の必須要求事項を遵守するとともに、そのような操作員から、

十分予想できる一般的な学歴及び理解度の水準も考慮せねばならない。 
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８．技術資料（Technical File）に含まねばならぬもの   

 

 

 １．ＡＮＮＥＸ Ⅶに次のように要求されております。 

（ａ）下記のものを含まなければならない 

― 機械の一般的な説明 

― 機械の外観図・制御回路図・適切な助言として動作の理解に必要な説明 

― 機械が健康および安全に関する必須要求事項に適合していることを確認するために必要 

  な全ての詳細図面および計算ノート，テスト結果等 

― 下記の情報を含むリスクアセスメント文書 

・  適用した必須健康安全要求事項 

・  危険の除去やリスク低減のために用いた保護方法の記述、あるならば残存リスク  

― 規格及び技術基準リストとそれら基準でカバーされる必須健康安全要求事項 

― 製造者又は製造者か代理人が選んだ機関が作成した試験結果の記載された技術レポート  

― マニュアルのコピー 

― 該当する場合は組込まれた半完成機械類の組み込み宣言書と組み込み指示書 

― 該当する場合は組込まれた機械や他の製品の EC適合宣言書のコピー 

― EC適合宣言書のコピー 

 

（ｂ）継続生産の場合には指令に適合していることを確認するために用いた内部手法 

 

２．技術資料は製造中止後１０年間保管しておかねばなりません、又この資料は EU加盟国 

の公用語の一つ以上で書かれ、EU域内に保管する必要はありませんが、速やかに纏められる 

  様にしておく必要があります 
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   ９．適合宣言書に記載すべき事項 

ＡＮＮＥＸ Ⅱに次のように要求されております。   

１． 製造社の社名、所在地、該当するならば公式代理人のものも記載 

２． 技術文書の編成（翻訳）の権限を持つ欧州域内の代理人の住所及び氏名 

３． 一般名称、機能、モデル名、製造番号、商標を含んだ機械の説明と表示 

４． その機械が機械指令の該当する条項を満足している旨の宣言文、 

該当する場合には他の指令や規定への適合の宣言文（参照は官報で公表 

されている書式による） 

５． ANNEXⅨに記載されているＥＣ型式審査の方法を用いた場合には型式審査を行なっ

た  通知機関（ＮＢ）の名称、所在地、識別記号及びＥＣ型式証明書の番号を記

載する 

６． ANNEX Ⅹに記載されている全品質保証システムを採用した場合には通知機関（ＮＢ） 

の名称、所在地及び識別番号を記載する 

７． 該当する場合は第７章（２）に基づき参照した整合規格を記載する 

８． 該当する場合は参照した他の技術及び用いた仕様を記載する 

９． 宣言を行なった場所と宣言を行なった日付  

  １０．宣言を行なった、製造者又は公式代理人の身分を記載する 
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  付属書 １  適用する規格について 

 

  今まで記載してきた事を確認・評価する為に用いる規格は、どの規格をもちいれば良い 

  のかという事を考える上で、ＩＳＯ・ＩＥＣが規格の構成について説明しているガイド 

  がありますのでこれを理解する必要があります。 

 ISO/IEC Guide 51 Safety aspects―Guideline for their inclusion standards 

 を先ずご理解頂けねばなりません。 

 

 この 7.1項に安全規格のタイプとして３つのタイプが記されております。 

  １．基本安全規格（A 規格） 

 あらゆる機械に対して適用される安全に対する基本概念・設計原則等一般的な事が 

規定されており、この中には製造ばかりでなくサービスに関する規定も含まれており

ます。 

 

２．グループ安全規格（B 規格） 

    広範囲の機械を対象とし類似製品を一つのグループとして、基本規格と同様に適用す  

る要求事項で構成されております。 

 

 

  ３．個別機械安全規格（C 規格） 

特定の機械を対象として、 上記 Ａ規格 Ｂ規格と同様に適用される要求事項がで 

構成されております。 

 

規格の選定にあたっては、その機械の用途、使用環境を確認して整合規格リストの 

中から適用する規格を選択しなければなりません 

 

 

詳細につきましては㈱サーテック迄、ホームページ又は電話０４５－６４１－０４５０にて 

お問い合わせください。 

 


