
中国認証 2010 公告 
公告番号

(発表月/日) 旧規格番号 新規格番号 IEC 規格 規格タイトル 公告内容概要 公告のリンク先 

公告 16 号 
（5/6）  

CNCA-05C-074:

2010 
 

農機具製品強制認証実施規則 

トラクター 

中少動力の車輪型トラクタ 

中少動力の車輪型トラクタの強制認証実施規則

CNCA-05C-074:2010 は、2010 年 5 月 1 日から

実施されます。 

旧実施規則に従い取得されていた認証製品は、

2011 年 4 月 30 日前までに、新しい実施規則の要

求に従い、CCC 認証書の更新を行わなければなり

ません。 

公告原文： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

255749.shtml

 

新しい実施規則： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

images/2010/05/06/0

1F3B83CCF8985E7441C

85E6C8A91DA5.doc

 

変更内容： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

images/2010/05/06/C

0AE98D6EBCAAB3A5073

CBE15D1FB628.doc

GB/T2978-2008 

 
 

Size designation,dimensions,inflation 
pressure and load capacity for 

passenger car tyres 

GB/T2977-2008 

 
 

Size designation,dimensions,inflation 
pressure and load capacity for truck 

tires 

公告 15 号 
(4/26)  

GB/T2983-2008 

(NEQ) 
ISO 4249-1:1998;
ISO 4249-2:1990;
ISO 4249-3:2004;
ISO 5751-1:2004;
ISO 5751-2:2004;
ISO 5751-3:2004;
ISO 5995-1:1982;
ISO 6054-1:1994)

Series of motorcycle tires 
 

4 月 26 日からエンジン駆動自動車タイヤ類製品

は、左記の新しい適用規格に従い、認証を行わな

ければなりません。 

従 来 の タ イ ヤ 製 品 強 制 認 証 実 施 規 則

CNCA-03C-027 の区分定義及び試験要求は、本公

告の付属書１と付属書２に更新されます。 

新版規格への認証書の書換え申請は、2011 年 6

月 1日前までに、認証機関へ旧規格から新規格へ

の更新申請を提出しなければなりません。 2011

年 6 月 1日までに完了しない場合は、認証書は一

時休止として処理されます。2011 年 9 月 1 日前

までに、一時休止を解除し適用規格の更新をしな

い場合には、認証書は取消しとなります。 

新規モデルの申請は、新しい実施規則及び適用規

格に従い、2012 年 1 月 1 日までに認証書を取得

するべき 

 

（規格更新する為の追加試験あり） 

公告原文： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

253883.shtml

 

付属書１【申請区分の

要求】 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

images/2010/04/26/1

DFD597686BC638364C5

2E408A6CE55B.doc

 

付属書２【試験の要

求】 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

images/2010/04/26/B

C071B81D09C1BA0D332

EAA20853FD8C.doc
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GB/T4501-2008 

 
ISO 10454:1993 

(MOD) 
Laboratory test methods for truck and 

bus tires capabilities 

GB/T4502-2009 
ISO 10191:1995 

(MOD) 
Laboratory test methods for 

passenger car tires capabilities 

GB/T13203-2007 
ISO 10231:2003 

(MOD) 
Test methods for verifying capabilities 

of motorcycle tires 

GB17465.1-2009 
ISO 13584-1:2001 

（IDT） 

Appliances couplers for household 
and similar general purposes—Part 

1:General requirements 

GB17465.2-2009 

 

IEC 
60320-2-2:1998 

（MOD） 

Appliance couplers for household and 
similar general purposes—Part 
2:Interconnection couplers for 

household and similar equipment 

公告 13 号 
(4/21) 

GB17465.1-1998 

GB17465.2-1998 

GB 17465.4-2009
IEC 

60320-2-4:2005 
（MOD） 

Appliance couplers for household and 
similar general purposes—Part 

2:Couplers dependent on appliance 
weight for engagement 

器具用カプラーの適用規格 GB17465.1-2009 

GB17465.2-2009年版が、2010年 6月１日からCCC

認証の適用規格として、採用されます。新版規格

への認証書書換え申請は、2010 年 6 月 1 日から

開始し、次回の定期工場調査実施の前までに、認

証機関へ旧規格から新規格への更新申請を提出

しなければなりません。 2011 年 6 月 1 日まで

に完了しない場合には、認証書は一時休止として

処理されます。2011 年 9 月 1 日前までに、一時

休止を解除し適用規格の更新をしない場合には、

認証書は取消しとなります。 

該当適用規格の年版更新について、新旧規格の追

加試験が必要となります。規格の相違点は、右に

記載のリンク先から確認することが出来ます。ご

参照下さい。 

公告原文： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

253686.shtml

 

相違点試験内容： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

images/2010/04/21/B

00F047D97894FB3200E

56F08FE0F514.doc

公告 11 号 
(4/19) - - - 業務用車両の実施規則に関する公告 

CNCA2008 年公告第１号により、車製品の規格更

新業務は、2009 年 12 月 31 日までとする。2010

年１月１日から出荷されている車製品は一緒に

車両の一致性証明書を添付すること。 

公告 2010 年 11 号により、業務用車両の一致性証

明書（COC 証明書と呼ぶ）に対し、以下の要求内

容の調整が行われます。 

１．業務用車両製品の COC 証明書のパラメータ

ーの第２部分の要求は、2012 年 1 月１日か

ら実施する。 

２．COC 証明書番号は、実施規則に規定された第

1,2,4 項を変更のない場合、第 3項のコード

の長さは、企業が規定する。但し、番号規則

は、指定認証機関に届けを出すこと。届け日

は、2012 年１月１日から実施する。 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

253237.shtml

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/253686.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/253686.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/253686.shtml


CQC 通知 
03/15 GB13960.10-1998 GB13960.10-2009 - 

Safety of transportable 
motor-operated electric tools—Part 
2:Particular requirements for single 

spindle vertical moulders 

CQC 任意認証の単軸垂直木材フライス盤の適用

規格 GB13960.10-2009 年版の適用規格とされま

す。新版規格への認証書の書換えは、2010 年 3

月 1 日から開始し、2011 年 3 月 1 日までに完了

しない場合には、認証書は一時休止として処理さ

れます。2011 年 6 月 1 日前までに、一時休止を

解除し適用規格の更新をしない場合には、認証書

は取消しとなります。 

http://www.cqc.com.

cn/chinese/gkwj/rzb

zxx/bzhbxx/webinfo/

2010/03/12686260784

62179.htm

CQC 通知 
03/10 

 
GB12021.3-2004 GB12021.3-2010 

ISO5151.1994 
ARI210/240-1992 

ARI360-1986 
JIS B8616-1993 

The minimum allowable values of the 
energy efficiency and energy 
efficiency grades for room air 

conditioners 

CQC 任意認証の室内空調機のエネルギー効率グ

レードの適用規格は、2010 年 6 月 1 日以後から

GB12021.3-2010 年版に変更されます。旧版適用

規格の年版更新は、政府購買計画の影響で、2010

年 6 月 1日までに完了しない場合には、認証書は

一時休止として処理されます。2010 年 9 月 1 日

前までに、一時休止を解除し適用規格の更新をし

ない場合には、認証書は取消しとなります。 

http://www.cqc.com.

cn/chinese/gkwj/rzb

zxx/bzhbxx/webinfo/

2010/03/12681255978

70400.htm

第 9 号 
03/16 

GB3883.1-2000 

GB3883.18-1995 

GB3883.1-2005 

GB3883.18-2009 
IEC 60745-1:2003

Safety of hand held motor-operated 
electric tools—Part 2:Particular 

requirements for tile saws 

タイル切断機の適用規格 GB3883.1-2005 及び

GB3883.18-2009 年版が、CCC 認証の適用規格とさ

れます。新版規格への認証書の書換えは、公表日

3/1 から開始し、次回の定期工場調査実施の前ま

でに、認証機関へ旧規格から新規格への更新申請

を提出しなければなりません。 2011 年 3 月 1

日までに完了しない場合は、認証書は一時休止と

して処理されます。2011 年 6 月 1 日前までに、

一時休止を解除し適用規格の更新をしない場合

には、認証書は取消しとなります。 

該当適用規格の年版更新について、新旧規格の追

加試験が必要となります。規格の相違点は、右に

記載のリンク先から確認することが出来ます。ご

参照下さい。 

 公 告 原 文 ：
http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

248155.shtml

 

適用規格の相違点内

容： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

images/2010/03/16/6

09AA13A64BE693CF1C9

707A0086A440.doc 

 

第 8 号 
03/29 GB/T10408.8-1997 GB/T10408.8-2008

IEC60839-2-2:1987

IEC60839-1-3:1988 

IEC60529:2001 

振動式侵入感知器 

振動式侵入感知器の適用規格 GB/T10408.8-2008

年版が、CCC 認証の適用規格とされます。新版規

格への認証所の書換えは、公表日 3/29 から開始

し、2011 年 4 月 1日までに完了しない場合には、

認証書は一時休止として処理されます。2011 年 7

月 1日前までに、一時休止を解除し適用規格の更

新をしない場合には、認証書は取消しとなりま

す。 

http://www.cnca.gov
.cn/cnca/zwxx/ggxx/
251407.shtml 

 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/248155.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/248155.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/248155.shtml


GB14536.4-1996 GB14536.4-2008 
IDT: IEC 

60730-2-3:2006 

Automatic electrical controls for 
household and similar use—Particular 

requirements for thermal protectors 
for ballasts for tubular fluorescent 

lamps 

GB14536.5-1996 GB14536.5-2008 
IDT:  IEC 

60730-2-4:2006 

Particular requirements for thermal 
motor protectors for 

motor-compressors of hermetic and 
semi-hermetic type 

GB14536.11-1996 GB14536.11-2008
IDT: IEC 

60730-2-10:2006 
Particular requirements for 

motor-starting relays 

GB14536.13-1996 GB14536.13-2008
IDT:  IEC 

60730-2-12:2005 
Particular requirements for electrically 

operated door locks 

CQC 通知 
01/29 

GB14536.15-1999 GB14536.15-2008
IDT: IEC 

60730-2-13:2006 
Particular requirements for humidity 

sensing controls 

 

2010 年 2 月 1 日から、左記の家庭用及び類似用

途の自動電気制御装置の新版試験規格 2008 年版

が CCC 認証の適用規格とされます。認証書の書換

えが2011年2月1日までに完了しない場合には、

認証書は一時休止として処理されます。CQC から

指定された認証書の一時休止期限内に、一時休止

を解除し適用規格の更新をしない場合には、認証

書は取消しとなります。 

 

注：この年版更新について、2007 年 2 月 1 日以

降に発行された全項目試験レポートを提出でき

る場合には、相違点の試験のみ行います。試験レ

ポートが無い、または 2007 年 2 月 1 日以前に発

行された試験レポートを持っている場合には、全

項目試験を行います。 

 

公告原文リンク： 

http://www.cqc.com.

cn/chinese/gkwj/rzb

zxx/bzhbxx/webinfo/

2010/01/12626809028

09472.htm

第四号 
1/26 GB12350-2000 GB12350-2009 － 小出力電動機 

 

2010 年 8 月 1 日から、左記の小出力電動機の新

版試験規格 2009 年版が CCC 認証の適用規格とさ

れます。認証書の書換えが 2011 年 7 月 31 日まで

に完了しない場合には、認証書は一時休止として

処理されます。2011 年 11 月 1 日までに規格変更

手続きが完了していない場合には、旧版規格の

CCC 認証書は取消となります。 

注：新版規格の第十二章、絶縁構造評価に対し、

認証書の年版更新を申請する際に、認証機関及び

指定試験室は、CNAS 認定された試験室の試験レ

ポートを受け入れなければならなりません、或い

は、申請者から「絶縁構造評価」の自己適合声明

を提出する方法により、該当試験項目を管理しな

ければなりません。 

公告原文リンク： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

241080.shtml 

相違点試験項目原文

リンク： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

images/2010/01/26/A

3FCDA93267F89CC7C4B

C17E89690169.doc



MOD:  
IEC 60670-1:2002 

Boxes and enclosures for electrical 

accessories for household and 

similar fixed electrical 

installations—Part 1:General 

requirements 

家庭用及び類似の固定電気設備の電

気附属品のボックス及びエンクロー

ジャ－第 1部：一般要求事項 

IDT: 
IEC 60670-21:2004

Part 21:Particular requirements for 

boxes and enclosures with provision 

for suspension means 

第 21 部：懸垂手段を備えたボックス

及びエンクロージャの特定要求事項 

IDT: 
IEC 60670-22:2003

Part 22:Particular requirements for 

connecting boxes and enclosures 

第 22 部：接続ボックス及びエンクロ

ージャの特定要求事項 

IDT:IEC 
60670-23:2006 

Part 23:Particular requirements for 

floor boxe and enclosures 

第 23 部：フロアボックス及びエンク

ロージャの特定要求事項 

第二号 
1/22 GB17466-1998 

GB17466-1:2008 

GB17466-21:2008 

GB17466-23:2008 

GB17466-24:2008 

MOD: 
IEC 60670-24:2005

Part 24:Particular requirements for 

enclosures for housing protective 

devices and similar power consuming 

devices 

第 24 部：ハウジング保護装置及び類

似の電力消費装置のためのエンクロ

ージャの特定要求事項 

2010 年 2 月 1 日から、左記の家庭用及び類似の

固定電気設備の電気附属品のボックス及びエン

クロージャの新版試験規格 2008 年版が CCC 認証

の適用規格とされます。認証書の書換えが 2011

年 2 月 1日までに完了しない場合には、認証書は

一時休止として処理されます。2011 年 5 月 1日

までに規格変更手続きが完了していない場合に

は、旧版規格の CCC 認証書は取消となります。 

CCC 強制認証対象品目の家庭用及び類似の固定

電気設備の電気附属品のボックス及びエンクロ

ージャには、取付ボックス、カバー又はカバープ

レート、パネル、及び単独で市場販売するもの、

かつ、入力の総負荷電流は 125A 以下で、空の電

気ボックス筐体を含みます。上記空の電気ボック

ス筐体の適用規格は、GB17466.24 とし、その他

（例：GB7251 に適用する開閉設備や、制御設備

類のもの）の電気ボックスは、GB17466.24 に従

い、単独で強制認証を取得する必要はありませ

ん。 

公告原文リンク： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

240402.shtml 

相違点試験項目原文

リンク： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

images/2010/01/22/6

D0CCB6557EBFE31AB7C

1C95329491F4.doc



第一号 
1/2 

CNCA-01C-016:200

7 

CNCA-01C-016:201

0 
－ 

中国電気電子類製品強制認証実施規

則 

『家庭及び類似用途の製品』 

 

家電及び類似用途の電気製品の強制認証実施規

則に対し修正が行われました。最新版の実施規則

は、2010 年 5 月１日から正式実施されます。 

変更内容概要： 

1. 「強制製品認証管理規定」－AQSIQ 総局令

117 号の規定に従い、関連内容を調整し、修

正しました。 

2. 申請単位の区分を修正しました。 

3. 重要部品の分類規定を追加し、企業の認証に

関わる技術責任者に対する要求を明確化し

ました。 

4. 「工場品質保証能力の要求」の規定が削除さ

れました。「工場品質保証能力の要求」は、

認証機関が規定し、CNCA が承認後に実施さ

れます。 

5. 五種類のハイリスク家電用電気製品に対し、

定期工場調査の抜取り試験の要求が追加さ

れました。 

6. 認証の流れを、合理化を図って修正しまし

た。 

① 認証の周期を短縮化 

② 定期工場調査の時期は、製造期を優先

し、事前通知なしの工場調査方法を優

先します。 

③ 安全の抜取り検査の頻度は、年 1 回に

変更します。 

④ EMC の抜取り検査は、2年に 1 回として

明確にしました。 

⑤ 全数検査内容から、漏電電流の項目が

削除されました。 

⑥ 抜取り検査項目に材料の耐熱難燃性の

管理要求が追加されました。 

７．強制認証製品目録-2001 年合同公告第 33 号、

強制認証製品目録の説明及び定義表―2007 年公

告第 9号の規定に対し、一部修正を行いました。

 

公告原文：

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

238602.shtml

最新版実施規則： 

http://www.cnca.gov

.cn/cnca/zwxx/ggxx/

images/2010/01/12/E

D6C638493018EE0A5C6

8B5C2B49183F.pdf

 

 

注：中国電気電子類製品強制認証実施規則『家庭及び類似用途の製品』（CNCA-01C-016:2010）の参考和訳版を販売しています。 

  購入については、JET ホームページの書籍・出版物を参照してください。 
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