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CQC 通知 
12/24 

実施規則『車両用動力電池安全認証実施規則』CQC11-464221-2012 
適用規格： 
QC/T743-2006 電気自動車用リチウムイオン蓄電池  
QC/T744-2006 電気自動車用ニッケル水素蓄電池 
QC/T741-2006 自動車用スーパーキャパシタ 
GB/Z18333.2-2001 電気駆動道路車両用亜鉛空気電池 Zinc-air batteries for electric road 
vehicles 

本通知の公表日より、CQC が車両用動力電池の安

全任意認証業務を開始する。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2012
/12/135628232083033
3.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
12/12/24/1312218388
616644-13562823209
96229.pdf 

CQC 通知 
12/03 

  

実施規則『オフグリッド型風力太陽光相補発電システム実施規則』CQC16-461102-2012 

適用規格： 

GB/T19115.1-2003:Off-grid type wind-  solar photovoltaic hybrid generate electricity 
system of household-use  Part 1: Technology condition「第 8.2 条の設置要件は除く」 

GB/T19115.1-2003: Part 2: Test methods 

実施規則『オフグリッド型風力発電システム』：CQC16-461132-2012 

適用規格： 

GB/T19058.1-2003： 

本通知の公表日より、CQC がオフグリッド型風力

太陽光相補発電システム及びオフグリッド型風力

発電システムの任意認証業務を開始する。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2012
/12/135446765486422
9.htm 
CQC16-461102-2012
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
12/12/03/1351702870
316571-13544676565
33185.pdf 
CQC16-461132-2012
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
12/11/01/1351702870
316571-13517028704
09599.pdf 

CNCA 公告 
第 30 号 
12/31 

(強制認証) 

－ 2012 年公告第 36 号 強制性製品認証対象品目及び 2012 年 HS コード対照表 
強制性製品認証の適用範囲を明確にする為、CNCA
は、「強制性製品認証対象品目及び 2012 年 HS コー

ド対照表」を改訂した。 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.c
n/cnca/zwxx/ggxx/722
154.shtml 
HS コード対照表原文： 
http://www.cnca.gov.c
n/cnca/zwxx/ggxx/ima
ges/2012/12/31/C48E6
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8AF95CCB21C98C92
4E35338C79E.doc 

CNCA 公告 
第 30 号 

12/11 
(強制認証) 

2007年公告第

9 号 2012 年公告第 30 号 強制性製品認証対象品目定義表 

強制性製品認証の適用範囲を明確にする為、CNCA
は、「強制性製品認証対象品目定義表」を改訂し、

合計 22 カテゴリ、157 品目の製品を対象品目とし

て公表する。 
旧定義表 2007 年公告第 9 号は、公告日より廃止す

る。 

公告原文：

http://www.cnca.gov.c
n/cnca/zwxx/ggxx/719
933.shtml 
定義表原文： 
http://www.cnca.gov.c
n/cnca/zwxx/ggxx/ima
ges/2012/12/19/F6974
AFC422952EEB3351
C81F02BF72C.pdf 

CQC 通知 
強制認証 

11/27 
YD1032-2000 GB/T22450.1-2008 － 

Limits and measurement 
methods of electromagnetic 
compatibility for 900/1800 
MHz TDMA digital cellular 
telecommunications 
system—Part 1:Mobile station 
and ancillary equipment 

CNCA2012 年公告第 27 号、『子供用ポータブル照

明器具及び TDMA 移動端末』の規定に従い、通信

端末製品の強制認証について、適用規格

YD1032-2000 版を廃版とし、EMC の適用規格を

GB/T22450.1-2008 とする。 
公告の公表日以後、従来 YD1032-2000 規格に従い

試験を行う製品は、試験規格 GB/T22450.1-2008 で

EMC 試験を実施しなければならない。 
旧適用規格 YD1032-2000 で認証取得した製品に対

しては、本公告公表日から次回の定期工場調査前ま

でに、年版更新申請を提出すべきである。更新申請

を行う場合には、試験サンプルを提出し相違点試験

を行う。 
認証書の書換えは、2013 年 12 月 1 日前までに完了

する必要がある。期限を過ぎても完了しない場合に

は、認証書は一時休止とされる。2014 年 3 月 1 日

前までに認証書の書換えを完了しない場合には、認

証書は取消される。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2012
/11/135394925574562
3.htm 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
12/11/27/1353949255
745623-13539492558
64653.doc 

CQC 通知 
11/15 

適用規格： 
GB17896-1999 
GB/T14044-20
08 

適用規格： 
GB17896-2012 

Minimum allowable values of energy efficiency and 
energy efficiency grades of ballasts for tubular 

fluorescent lamps 
管型蛍光灯安定器エネルギー消費効率限定値及びエネ

ルギー消費効率レベル 

本通知の公表日から管型蛍光灯安定器省エネ認証

の実施規則及び適用規格を更新した。通知の公表日

から最新版規格で認証を行う。 
実施規則の変更内容は、以下の通り： 
1. 適用規格は、GB17896-2012 に更新した。旧規

格 GB17896-1999、GB/T14044-2008 は廃止と

する。 
2. インダクタンス整流器に関する規定を削除 
3. 適用範囲及び申請区分、サンプルの要求を修正

した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/gkwj/rzbzxx
/bzhbxx/webinfo/2012
/11/135291253450292
4.htm 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
12/11/15/1352912534

実施規則： 
CQC31-46122
5-2010 

実施規則： 
CQC31-461225-2012 管型蛍光灯安定器省エネ認証実施規則 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/31/C48E68AF95CCB21C98C924E35338C79E.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/31/C48E68AF95CCB21C98C924E35338C79E.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/719933.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/719933.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/719933.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/19/F6974AFC422952EEB3351C81F02BF72C.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/19/F6974AFC422952EEB3351C81F02BF72C.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/19/F6974AFC422952EEB3351C81F02BF72C.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/19/F6974AFC422952EEB3351C81F02BF72C.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/19/F6974AFC422952EEB3351C81F02BF72C.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1353949255745623.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1353949255745623.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1353949255745623.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1353949255745623.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1353949255745623.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/27/1353949255745623-1353949255864653.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/27/1353949255745623-1353949255864653.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/27/1353949255745623-1353949255864653.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/27/1353949255745623-1353949255864653.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/27/1353949255745623-1353949255864653.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1352912534502924.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1352912534502924.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1352912534502924.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1352912534502924.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1352912534502924.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/15/1352912534502924-1352912534667118.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/15/1352912534502924-1352912534667118.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/15/1352912534502924-1352912534667118.doc


- 3 - 
 

4. 実施規則の第 4.2 項：試験項目及び要求、検査

判定内容を修正した。 
5. 工場調査に対し、製品の一致性検査内容を修正

した。 
6. 旧実施規則の第 7.2 項を変更した。 

502924-13529125346
67118.doc 
最新版実施規則： 
http://www.cqc.com.c
n/chinese/rootfiles/20
12/11/15/1312218398
860327-13529125361
08933.pdf 
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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 

CNCA 公告 
2012 年 
第 27 号 
10/31 

 GB7000.4-2007 IDT: 
IEC 60598-2-10:2003 

Luminaires—Part 
2-10:Particular requirements 
Portable luminaires for 
children 
照明器具－第 2-10部：特定要

求事項－子供用ポータブル照

明器具 

 

本公告の公表日から「電気電子製品類強制認証実施

規則 照明器具」CNCA-01C-022:2007 に以下の適

用規格を追加する：GB7000.4-2007 
子供用ポータブル照明器具に対し、最新版規格の

GB7000.1 及び GB7000.4 の適合性試験を実施す

る。 
公告原文： 
http://www.cnca.gov.
cn/cnca/zwxx/ggxx/6
85083.shtml 
 

YD1032-2000 GB/T22450.1-2008 

参考規格： 
EN301 489-1 
CISPR16 
CISPR22, 
3GPP51.010 
ETSI TS101 293 

Limits and measurement 
methods of electromagnetic 
compatibility for 900/1800 MHz 
TDMA digital cellular 
telecommunications 
system—Part 1:Mobile station 
and ancillary equipment 
 

本公告の公表日から「電気電子製品類強制認証実施

規則 通信端末設備」CNCA-07C-031:2007 に以下

の適用規格の変更を行う。 
従来の適用規格の YD1032 を廃止する。最新版適用

規格は GB/T22450.1-2008。TDMA 移動用端末製品

に対し、最新版規格の GB/T22450.1-2008 に従い、

EMC 試験を実施する。 

CQC 通知 
11/8 

適用規格：

JB/T9547-19
99 

適用規格：

JB/T9547-2011 － 単相電動機起動用遠心力スイ

ッチ 遠心力スイッチに関する CQC 任意認証の実施規則

及び最新版適用規格 JB/T9547-2011 年版が更新さ

れた。最新版の適用規格は、2012 年 4 月 1 日以後

に実施が開始され、本通知の公表日から受理を開始

する。 
CQC 認証書の書換えは、2013 年 4 月 1 日前までに

完了する必要がある。期限を過ぎても完了しない場

合には、認証書は一時休止とされる。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/11/1352307689
650947.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/rootfiles/
2012/11/08/1312218
388156077-1352307
691188604.pdf 

実施規則： 
CQC16-461311
-2009 

実施規則 
CQC16-461311-2009 遠心力スイッチ認証実施規則 

CQC 通知 
10/31  

CQC 実施規則： 
CQC13-462136-2012 電気制御設備認証実施規則 

本通知の公表日から CQC 任意認証の新規対象品目

として、「電気制御設備」の受理を開始する。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/11/1351702866
143222.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/rootfiles/
2012/11/01/1312218
390022051-1351702
866424114.pdf 

適用規格： 
GB/T3797-2005  － Electrical control assemblies 

電気制御装置 
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CQC 通知 
10/31 

 CQC 実施規則：
CQC33-461232-2012 

オフグリッド型制御装置、インバータ、インバータ制御

装置認証実施規則 
風力発電、太陽光発電用オフグリッド型インバータ

制御一体型装置の CQC 任意認証実施規則が修正さ

れた。 
修正内容は： 
1． 適用規格 
 オフグリッド型風力発電用制御装置：

JB/T6939.1-2004, JB/T6939.2-2004 
 オフグリッド型風力発電用インバータ：

GB/T 20321.1-2006、GB/T 20321.2 -2006（訳

者注：新規追加） 
 オフグリッド型風力発電用インバータ制御一

体型装置：JB/T6939.1-2004, 
JB/T6939.2-2004,  GB/T 20321.1-2006、
GB/T 20321.2 -2006 

2． 製品毎の適用規格を見直した。 
3． 工場品質検査の試験要求及び重要部品の要求

を修正した。 
 

通知原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/11/1351702865
586137.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/rootfiles/
2012/11/01/1312218
390242607-1351702
865941642.pdf 
 

 適用規格の追加： 
GB/T20321.1-2006 

－ 

Inverter of wind and solar 
energy supply power system 
for off-grid—Part 1:Technical 
specification 
風力発電、太陽光発電用オフグ

リッド型インバータ給電装置

－第 1 部：技術要件 
 

 適用規格の追加： 
GB/T20321.2-2006 － 

Inverter of wind and solar 
energy supply power system 
for off-grid—Part 2:Testing 
method 
風力発電、太陽光発電用オフグ

リッド型インバータ給電装置

－第 2 部：試験方法 

CQC 公告 
10/8 
CCC 

強制認証 

GB7258-2004 GB7258-2012 － 
Safety specifications for 
power-driven vehicles 
operating on roads 
エンジン駆動車安全技術要件 

オートバイ及びオートバイエンジン、自動車製品の

強制認証の適用規格GB7258-2012年版が 2012年 5
月 11 日に発表され、2012 年 9 月 1 日から、実施開

始される。 
認証の年版の更新手続きは、2012 年 9 月 1 日から

実施開始し、2013 年 8 月 31 日前までに完了する必

要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認

証書は一時休止とされ、更新手続きが 2013 年 11
月 30 日前までに完了しない場合には、認証書は取

り消される。 
注意点： 
1. 新しい適用規格の実施日前までに出荷された

製品、市場へ流通した製品、且つ製造予定のな

い認定品について、認証書の書換えは不要で

す。 
2. オートバイ類製品の移行期限の個別要求：最新

版適用規格の第 15.8 項 4.1.3 条の規定製品は、

車輌の識別コードの刻印位置及び識別の可視

性について、適用規格の実施日から起算し第 25
ヶ月目から実施開始とする。この項目について

移行期間はない。2014 年 9 月 1 日から新規申

請や認定製品に関しては適用規格の要求を満

オートバイ及びオー

トバイエンジン類の

公告原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/10/134963004
0256523.htm 
 
自動車製品の公告原

文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/10/134963004
0325938.htm 
 
適用規格の追加試験

項目は、公告原文を

ご参照下さい。 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1351702865586137.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1351702865586137.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1351702865586137.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1351702865586137.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1351702865586137.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/01/1312218390242607-1351702865941642.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/01/1312218390242607-1351702865941642.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/01/1312218390242607-1351702865941642.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/01/1312218390242607-1351702865941642.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/01/1312218390242607-1351702865941642.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040256523.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040256523.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040256523.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040256523.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040256523.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040325938.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040325938.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040325938.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040325938.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040325938.htm
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たす必要がる。 
3. 自動車製品の特殊項目の年版更新移行期限は

以下の通り： 
 規格第 15.1 項 8.4.1 条の規定製品：2014 年 1

月 1 日まで 
 規格第 15.2 項 8.6.5 条の規定製品：2013 年 3

月 1 日まで 
 規格第 15.4 項 4.1.2 条、4.1．4 条、4.1．5 条、

11.8．2 条の規定製品：2013 年 3 月 1 日まで 
 規格第 15.5 項 4.1.6 条、7.2.11 条、12.1.5 条

の規定製品：2013 年 9 月 1 日まで 
 規格第 15.7 項 4.1.5 条、12.1.5 条の規定製品：

2014 年 3 月 1 日まで 
 規格第 15.8 項 4.1.3 条、7.2.11 条の規定製品：

2014 年 9 月 1 日まで 
 規格第 15.9 項の規定製品は、2016 年 3 月 1

日まで 
 

CQC 通知 
9/21 

 
珠検認函

[2010]14号 
CNCA 確認

函 
2010/9/16 

GB4706.1-199
8 
 

適用規格： 
GB4706.1-2005 

IDT： 
IEC60335-1:2004 

Ed4.1 

Household and similar 
electrical appliances - Safety - 
Part 1: General requirements 
家庭用及び類似用途の電気機

器－安全性－第 1 部：一般要求

事項 
 

冷却機器、アイスクリームメーカー、製氷機の CQC
任意認証の実施規則が 2010 年 9 月 16 日に CNCA
より発表された。「製冷機具、アイスクリームメー

カー及び製氷機の強制認証適用範囲確認函」－【珠

検認函[2010]14 号】に基づき修正された。 
 
アイスクリームメーカー、製氷機を CQC 任意認証

の適用品目に追加し、適用規格は GB4706.1-2005 及

び GB4706.13-2008 とする。新版実施規則に基づい

て、通知の公表日から申請の受理を行う。 
 
【CNCA2010 年第 14 号確認函】 
CCC 認証の適用品目である製氷機、アイスクリー

ムメーカーは、家庭用冷蔵庫及び食料品冷凍庫と組

合せてユニットタイプのものを示す。独立式の製氷

機、アイスクリームメーカーは、CCC 強制認証の

適用外品と規定された。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/09/134816052
5251231.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/rootfiles/
2012/09/21/1312218
388279980-1348160
525345824.pdf 
珠検認函[2010]14 号

－CNCA 確認函： 
http://www.cnca.gov.
cn/cnca/zwxx/ggxx/g
w/2010ngw/09/3162
83.shtml 

GB4706.13-20
04 

適用規格： 
GB4706.13-2008 

IDT： 
IEC 60335-2-24 

:2007 

Household and similar 
electrical appliances - Safety - 
Part 2-24: Particular 
requirements for refrigerating 
appliances, ice-cream 
appliances and ice makers 家

庭用及び類似用途の電気機器

－安全性－第 2-24 部：冷却用

機器，アイスクリーム機器及び

製氷機の特定要求事項 
 

実施規則： 
CQC12-4481

12 
-2009 

実施規則（改正版）： 
CQC12-448112-2009 

冷却機器、アイスクリームメーカー、製氷機の安全及び

EMC 認証実施規則 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1348160525251231.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1348160525251231.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1348160525251231.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1348160525251231.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1348160525251231.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/21/1312218388279980-1348160525345824.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/21/1312218388279980-1348160525345824.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/21/1312218388279980-1348160525345824.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/21/1312218388279980-1348160525345824.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/21/1312218388279980-1348160525345824.pdf
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/gw/2010ngw/09/316283.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/gw/2010ngw/09/316283.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/gw/2010ngw/09/316283.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/gw/2010ngw/09/316283.shtml
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CQC 通知 
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MIIT 公告 
第 14 号 

中国産業情報部（MIIT）公告 2012 年第 14 号『高効率旧式モーター製品の淘汰リスト（第二次発表）』の規定に従い、Y 型モーターのエネルギー効率ラ

ベルの変更や、届出登録の取消は、2012 年 10 月 1 日から実施開始とする。淘汰リストの対象製品の認証設計合理化、構造の変更等は、エネルギー効率

ラベルの最新版適用規格 GB18613-2012 に適合しなければならない。 
エネルギー効率ラベルの変更や、CQC 任意認証の変更申請は、通知の発行日から受理開始とする。 

MIIT 公告原文： 
http://www.miit.gov.cn
/n11293472/n1129383
2/n12845605/n139168
98/14560365.html 
CQC 通知原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/xwzx/tzg
g/webinfo/2012/09/1
347815110977744.h
tm 

CQC 通知 
9/6 

適用規格：

GB/T19141-2003 
実施規則： 
CQC61-448261 
     -2009 

適用規格：

GB26969-2011 － 

Minimum allowable values of 
energy efficiency and energy 
efficiency grades for domestic 
solar water heating systems 
家庭用太陽光温水システムエ

ネルギー消費効率限定値及び

エネルギー消費効率レベル 

家庭用太陽光温水システムの CQC 省エネ任意認証

の最新版適用規格 GB26969-2011 年版が 2011 年 7
月 19 日に発表され、2012 年 8 月 1 日以後に実施開

始される。 
GB/T19141-2011 年版が 2011 年 9 月 9 日 29 日に

発表され、2012 年 8 月 1 日以後に実施開始される。 
適用規格と合わせて、CQC は CQC61-448261-2012
版の実施規則を発表した。 
CQC 任意認証の年版の更新手続きは、2012 年 12
月 1 日前までに完了する必要がある。新版規格への

更新については追加試験が必要です。試験サンプル

は、抜取り方式で行う。認証書の書換えは、2013
年 1 月 1 日前までに完了する必要がある。期限を過

ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とさ

れる。 
適用規格の変更について、 
1． 追加試験を伴う。 
2． 適用規格 GB26969-2011 を追加した。 
3． 工場調査に対し、GB26969-2011 への適合項目

を追加した。 
4． 認証マークを CQC 太陽光発電製品の認証マー

クに変更した。 
5．  

通知原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/09/134669169
3997781.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/rootfiles/
2012/09/06/1346864
451423713-1346864
451603131.pdf 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/rootfiles/
2012/09/06/1346894
586461051-1346894
586653827.doc 
 

適用規格：

GB/T19141-2011 － 

Specification of domestic solar 
water heating systems 

家庭用太陽光温水システム技

術条件 

実施規則： 
CQC61-448261-201

2 
家庭用太陽光温水システム省エネ認証実施規則 

CQC 通知 
9/4  適用規格： 

GB26920.1-2012 

IDT: 
ISO23953:2005 
NEQ： 
AS1731.14 
ARI Standard 1200 

Minimum allowable values of 
energy efficiency and energy 
efficiency grades of 
commercial refrigerating 
appliances Part 
1:Refrigerated display cabinets 
with remote condensing unit 

通知の公表日から CQC 任意認証の新規対象品目と

して、「冷蔵用ショーケースのリモートコンプレッ

サーユニット」の受理を開始する。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/09/134669169
3997781.htm 

http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13916898/14560365.html
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13916898/14560365.html
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13916898/14560365.html
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13916898/14560365.html
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/09/1347815110977744.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/09/1347815110977744.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/09/1347815110977744.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/09/1347815110977744.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/09/1347815110977744.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346864451423713-1346864451603131.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346864451423713-1346864451603131.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346864451423713-1346864451603131.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346864451423713-1346864451603131.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346864451423713-1346864451603131.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346894586461051-1346894586653827.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346894586461051-1346894586653827.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346894586461051-1346894586653827.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346894586461051-1346894586653827.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346894586461051-1346894586653827.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm
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ショーケースリモートコンプ

レッサーユニットエネルギー

消費効率限定値及びエネルギ

ー消費効率レベル 
 

実施規則原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/rootfiles/
2012/09/04/1346691
694342080-1346691
694385702.pdf 

GB/T21001.3-2010 
IDT: 
ISO23953-1:2005ISO
23953-2:2005 

Refrigerated display 
cabinets—Part 3:Test rating 
冷蔵用ショーケース 試験評

価 
実施規則： 

CQC31-448113-201
2 

冷蔵用ショーケース省エネ認証実施規則 

CQC 通知 
9/3 

9/18 
10/15 

適用規格： 
JB/T4088-1999 
GB4706.1-1998 

適用規格： 
JB/T4088-2012 － 「日用品の管型電熱部品技術

要求事項」 管型電熱部品の CQC 任意認証の最新版適用規格

JB/T4088-2012 年版が 2012 年 5 月 24 日に発表さ

れ、2012 年 12 月 1 日以後に実施開始される。 
CQC 任意認証の年版の更新は、本通知公表日から

受理開始する。CQC 認証書の書換えは、2013 年 11
月 1 日前までに完了する必要がある。期限を過ぎて

も完了しない場合には、認証書は一時休止とされ

る。 
年版更新の対象範囲は、旧 JB/T4088-1999 及び

GB4706.1-1998 に適用する管型電熱部品とする。 
適用規格及び実施規則の変更は、 
1． 追加試験を伴う。 
2． GB4706.1-1998 は、廃止された。 
3． 適用範囲及び申請単位の規定が変更された。 
4． 認証結果の審査日数を追加した。 
5． 工場調査の定期確認検査及び全数検査の項目

を変更した。 
6． 部品の動作寿命の分類規定を廃止した。動作寿

命及び試験方法は、適用規格の規定に準ずる。 
7． 認証書の更新(リニューアル)申請は、有効期限

の 12 ヶ月前に提出することがお勧めです。 

通知原文： 
10/15： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/10/1351184449
278014.htm 
通知原文 9/18： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/09/134790129
1042352.htm 
通知原文 9/3： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/09/134660537
1719049.htm 
新しい実施規則： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/rootfiles/
2012/10/15/1312218
387632540-1350234
601860569.pdf 
追加試験項目： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/rootfiles/
2012/09/18/1347901
291042352-1347901

実施規則： 
CQC11-448311 

-2010 

実施規則：

CQC11-448311-201
2 

日用品の管型電熱部品任意認証実施規則 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/04/1346691694342080-1346691694385702.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/04/1346691694342080-1346691694385702.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/04/1346691694342080-1346691694385702.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/04/1346691694342080-1346691694385702.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/04/1346691694342080-1346691694385702.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1351184449278014.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1351184449278014.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1351184449278014.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1351184449278014.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1351184449278014.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1347901291042352.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1347901291042352.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1347901291042352.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1347901291042352.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1347901291042352.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346605371719049.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346605371719049.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346605371719049.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346605371719049.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346605371719049.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/10/15/1312218387632540-1350234601860569.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/10/15/1312218387632540-1350234601860569.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/10/15/1312218387632540-1350234601860569.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/10/15/1312218387632540-1350234601860569.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/10/15/1312218387632540-1350234601860569.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/18/1347901291042352-1347901291102573.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/18/1347901291042352-1347901291102573.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/18/1347901291042352-1347901291102573.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/18/1347901291042352-1347901291102573.doc
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291102573.doc 

CQC 通知 
8/31 GB17896-1999 GB17896-2012 － 

Minimum allowable values of 
energy efficiency and energy 

efficiency grades of ballasts for 
tubular fluorescent lamps 

管型蛍光灯安定器エネルギー

消費効率限定値及びエネルギ

ー消費効率レベル 

管型蛍光灯安定器の CQC 省エネ任意認証の最新版

適用規格 GB17896-2012 年版が 2012 年 5 月 11 日

に発表され、2012 年 9 月 1 日以後に実施開始され

る。 
CQC 任意認証の年版の更新は、2012 年 9 月 1 日か

ら受理開始する。CQC 認証書の書換えは、2013 年

9 月 1 日前までに完了する必要がある。期限を過ぎ

ても完了しない場合には、認証書は一時休止とさ

れ、更新手続きが 2013 年 12 月 1 日前までに完了

しない場合には、認証書は取り消される。 
適用規格の変更について、追加試験を伴う。 
訳者注：試験設備や試験方法に関して、旧規格より

厳しくなりましたので、余裕を持って申請を行って

下さい。 
 

通知原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/08/134634615
7257048.htm 
 

CQC 通知 
8/31 

 

適用規格：

CQC3114-2009  
実施規則： 

CQC31-045201-2
009 

適用規格：

GB28380-2012 
実施規則： 

CQC31-045201-201
2 

－ 

Minimum allowable values of 
energy efficiency and energy 
grades for microcomputers 

マイクロコンピューターエネ

ルギー消費効率限定値及びエ

ネルギー消費効率レベル 

中国標準化委員会公告 2012 年第 9 号により、適用

規格 GB28380-2012 年版が 2012 年 5 月 11 日に発

表され、2012 年 9 月 1 日以後に実施開始される。 
CQC 任意認証の年版の更新は、本通知の発表日か

ら受理を開始する。CQC 認証書の書換えは、2013
年 8 月 31 日前までに完了する必要がある。期限を

過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止と

され、更新手続きが 2013 年 11 月 30 日前までに完

了しない場合には、認証書は取り消される。 
実施規則の改定については、適用範囲を調整し、サ

通知原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzb
zxx/bzhbxx/webinfo/
2012/08/134634614
5847854.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/rootfiles/
2012/09/10/1312218

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/18/1347901291042352-1347901291102573.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346157257048.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346157257048.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346157257048.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346157257048.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346157257048.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346145847854.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346145847854.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346145847854.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346145847854.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346145847854.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/10/1312218402677724-1347210163786578.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/10/1312218402677724-1347210163786578.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/10/1312218402677724-1347210163786578.pdf
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ーバー類製品は適用外と明確にした。また、試験に

対する要求事項も追加された。 
 

402677724-1347210
163786578.pdf 
年版更新の追加試験

項目原文： 
http://www.cqc.com.
cn/chinese/rootfiles/
2012/08/31/1346346
145847854-1346346
146294749.doc 

CQC 通知 
08/29 

CQC33-461239 
-2011 
工場品質管理試

験項目要求

（CNCA/CTS000
4:2009A）： 
1 ボディと構

造 
2 インバータ

効率 
3 系統連係電

流高調波 
4 効率因数 
5 直流分量 
6 電磁環境両

立性 
7 保護機能 
8 絶縁耐電圧 

CQC33-461239 
-2011 

工場品質管理試験項

目要求 
（ CNCA/CTS0004:
2009A）： 
1 ボディと構造 
2 インバータ効

率 
3 系統連係電流

高調波 
4 効率因数 
5 直流分量 
6 ヒートアイラ

ンド防止保護

試験 
7 EMC 
8 保護機能 
9 直流過電圧保

護 
10 通信機能 
11 自動 On/Off 試

験 
12 ソフトスター

ト試験 
13 誘電強度 
14 ファランクス

絶縁抵抗測定 
15 ファランクス

待機電流測定 
 

太陽光発電系統連系保護用インバータ認証実施規則 
太陽光発電系統連系保護用インバータ認証の工場

品質管理試験要求事項の試験項目（適用規格：

CNCA/CTS0004:2009A）を追加した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn
/chinese/gkwj/rzbzxx/b
zhbxx/webinfo/2012/0
8/1346173275073245.
htm 
 
新しい実施規則： 
http://www.cqc.com.cn
/chinese/rootfiles/2012
/08/30/1312218390242
607-134625975393821
7.pdf 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/10/1312218402677724-1347210163786578.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/10/1312218402677724-1347210163786578.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/31/1346346145847854-1346346146294749.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/31/1346346145847854-1346346146294749.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/31/1346346145847854-1346346146294749.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/31/1346346145847854-1346346146294749.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/31/1346346145847854-1346346146294749.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346173275073245.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346173275073245.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346173275073245.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346173275073245.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346173275073245.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/30/1312218390242607-1346259753938217.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/30/1312218390242607-1346259753938217.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/30/1312218390242607-1346259753938217.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/30/1312218390242607-1346259753938217.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/30/1312218390242607-1346259753938217.pdf
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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 

CQC 公告 
(強制認証) 

8/17 

GB9706.1-1995 

GB9706.1-2007 
2007 年 7 月 2 日発表 
2008 年 7 月 1 日実施 
適用製品： 
1. 心電図計 
2. 血液透析装置 
3. 医療用 X 線診断装置 
4. 人工心肺用ローラー

ポンプ 
5. 人工心肺装置ローラ

ー式拍動血液ポンプ 
6. 人工心肺装置の熱交

換タンク 

IDT: 
IEC 

60601-1:1988 

Medical electrical equipment—Part 
1:General requirements for safety 
医用電気機器 - 第 1 部：安全に関する一般的

な要件 
 

左記医療機器の最新版適用規格は、

既に公表紙実施されました。適用規

格年版を統一する為、CCC強制認証

の適用規格として、本公告発表日か

ら最新版の実施を開始します。 

 

強制製品認証制度の有効な実施を

保証するため、『規格改定時の強制

製品認証関連問題に関する通知』

（国認科聯［2005］18号）及び『強

制製品認証の適用規格改定時の関

連要求事項に関する公告』（認監委

2012 年第 4 号）の関連規定に基づ

き、強制製品認証における上記 4規

格の新版適用に関する要求事項を

下記のとおり明確にする。 

一、新版規格実施の日から、既に CQC

は新版規格に基づいて関連製品の

認証を実施している。 

二、新版規格に基づく認証取得がな

されていない製品については、旧版

規格の認証書の認証取得者が本公

告発表の日から新版規格認証への

書換え申請を提出し、必要な場合は

サンプルを提出して型式試験を行

い、新版規格に基づく確認を完了さ

せる。 

 旧版規格の認証書の書換えは本

公告の発表日以降、最初の定期調査

が終了（是正期間含む）する前に完

了させなければならず、期限を過ぎ

ても完了しなかった場合は旧版規

格の認証書を一時停止とする。 

 旧版規格の認証書の書換えは

2013年 7月 1日より前に完了しなけ

ればならず、期限を過ぎても完了し

なかった場合は旧版規格の認証書

を一時停止とし、2013年 10月 1日

CQC 公告原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/08/13451
36660096145.htm 
年版更新実施要領

（中文）： 
1.GB9706.1-2007 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/08/20/134
5136660096145-13
45396542094841.d
oc 
2. B9706.15-2008 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/08/20/134
5136660096145-13
45396542112645.d
oc 
3. YY0267-2008 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/08/20/134
5136660096145-13
45396542125802.d
oc 
4. YY0053-2008 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/08/20/134
5136660096145-13
45396542142673.d
oc 
 

GB9706.15-1999 

GB9706.15-2008 
2008 年 12 月 15 日発表 
2010 年 2 月 1 日実施 
適用製品： 
医療用 X 線診断装置 

IDT: 
IEC 

60601-1-1:2000 

Medical electrical 
equipment—Part1:General requirements for 
safety—1.Collateral standard:Safety 
requirements for medical electrical systems 
医用電気機器－第 1-1 部：安全性の一般要求事

項－副通則：医用電気システムの安全要求事項 

YY0267-1995 

YY0267-2008 
2008 年 4 月 25 日発表 
2009 年 12 月 1 日実施 
適用製品： 
血液浄化装置の体外循

環血液回路 

MOD:ISO8638 
+αGB19335 の

試験条件 MOD: 
ISO1135-4:1998 

Cardiovascular implants and  
artificial organs – Extracorporeal  
blood circuit for haemodialysers,  
haemodiafilters and haemofilters 
心臓血管インプラント及び体外システム－血

液透析器，血液フィルタ及び血液濃縮器用の体

外血液回路 
 
Blood flow products for single use - General 
specification 
医用輸血器具－第 4 部：使い捨て輸血セット 

YY0053-91 

YY0053-2008 
2008 年 4 月 25 日発表 
2009 年 12 月 1 日実施 
適用製品： 
中空繊維透析器 

MOD: 
ISO8637:2004 

Cardiovascular implants and  
artificial organs –  
Haemodialysers, haemodiafilters,  
haemofilters and  
haemoconcentrators 
心臓血管インプラント及び体外システム－血

液透析器，血液透析フィルタ，血液フィルタ及

び血液濃縮器 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1345136660096145.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1345136660096145.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1345136660096145.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1345136660096145.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1345136660096145.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542094841.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542094841.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542094841.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542094841.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542094841.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542094841.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542112645.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542112645.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542112645.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542112645.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542112645.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542112645.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542125802.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542125802.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542125802.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542125802.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542125802.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542125802.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542142673.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542142673.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542142673.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542142673.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542142673.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542142673.doc
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より前に書き換えを完了しなかっ

た場合は、旧版規格の認証書を取り

消す。 

三、新版規格の実施前に出荷されて

市場に出回っており、かつ今後二度

と製造されない認証製品について

は、認証書の書換えを行う必要はな

い。 

CNCA 公告

117 号令 
(強制認証） 

8/14 

1. 製品鉱業用可撓ゴムキャブタイヤケーブル 【0102】  
実施規則：CNCA-01C-002:2007 

公告発表日より、CCC 強制認証対

象リストから左記製品を除外する。

認証書及び使用されていないラベ

ルは、認証機関及び CCC マーク管

理センターへ返却して下さい。 
 
認証機関 CQC は、8 月 14 日から上

記認証書に対し、取消作業を開始す

る。また、認証取得したメーカーに

対し、CQC 通知の公表日より左記

製品の CCC 強制認証から CQC 任

意認証への書換え申請の受理を開

始する。申請を希望する際に、有効

な型式試験レポート及び工場調査

レポートを提出する必要がある。 
訳者注：型式試験レポート及び工場

調査結果が有効であれば、書類審査

のみで書換え可能です。 

CNCA 公告原文： 
http://www.cnca.go
v.cn/cnca/zwxx/ggx
x/648334.shtml 
 
除外製品リスト： 
http://www.cnca.go
v.cn/cnca/zwxx/ggx
x/images/2012/08/
14/C6F700771A7B
EDF8B1791F8C7
0F064C2.doc 
 
CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/xwzx
/tzgg/webinfo/2012
/08/134513664954
9632.htm 

2. 金融及び商取引決済機器(EMC)  【0912】 
実施規則：CNCA-01C-021:2001 

3. 映像及び音声信号のケーブル分配システム－（機器の EMC） 【0815】 
実施規則：CNCA-01C-018:2001 

4. 衛星テレビ、ラジオ受信機 【0816】  
実施規則：CNCA-01C-019:2001 

CQC 通知 

8/16 

5. チューナー 【0803】 実施規則：CNCA-01C-017:2010 
6. 白黒又はモノクロテレビ受信機及びモノクロテレビ受信機 【0810】 

実施規則：CNCA-01C-017:2010 
7. 車の内部装飾部品の座席シート保護カバー 【1111】 

実施規則：CNCA-02C-060:2005 
8. 車の内部装飾部品で製品の実寸がサンプルの標準サイズ 356mm×100mm より小さいもの。例えば：密閉用テー

プ、装飾テープ、スピーカーカバー、車内照明及びフロアー、座席シートカバー、ドアの内側保護パネル、前席

/両サイド/後部保護パネル、車の天井用保護部品等 【1111】 
実施規則：CNCA-02C-060:2005 

NDRC 
AQSIQ 
CNCA 
連合公告 
第 19 号 
(強制届出) 

6/21 

－ 

適用規格： 
GB26920.1-2011 

－ 

「家庭用太陽光温水システムエネルギー消

費効率限定値及びエネルギー消費効率レベ

ル」 
  

中国国家発展及び改革委員会、国家

品質監督検験検疫総局及び CNCA
の連合公告 2012 年第 19 号令が発

表され、エネルギー効率ラベルの強

制届出登録目録第九回対象リスト

が公表されました。 
2012 年 9 月 1 日以後、左記適用製

品について、エネルギー効率ラベル

の表示及び所管機関へ届出登録を

開始とする。2012 年 9 月 1 日前ま

でに既に工場から出荷した製品或

いは中国へ輸出した製品について、

エネルギー効率ラベルの表示及び

届出登録は、2013 年 9 月 1 日まで

公告原文： 
http://www.energy
label.gov.cn/News
Detail.aspx?ID=99
8 
実施規則原文： 
冷蔵ショーケー

ス：

http://www.energy
label.gov.cn/UserF
iles/远置冷凝机组

冷藏陈列柜能效标

识实施规则.pdf 
太陽光温水システ

適用製品： 
1. リモートコンプレ

ッサーユニット冷

蔵ショーケース 
2. 家庭用太陽光温水

システム 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/648334.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/648334.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/648334.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/08/14/C6F700771A7BEDF8B1791F8C70F064C2.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/08/14/C6F700771A7BEDF8B1791F8C70F064C2.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/08/14/C6F700771A7BEDF8B1791F8C70F064C2.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/08/14/C6F700771A7BEDF8B1791F8C70F064C2.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/08/14/C6F700771A7BEDF8B1791F8C70F064C2.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/08/14/C6F700771A7BEDF8B1791F8C70F064C2.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/08/1345136649549632.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/08/1345136649549632.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/08/1345136649549632.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/08/1345136649549632.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/08/1345136649549632.htm
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=998
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=998
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=998
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=998
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に完了しなければならない。 ム： 
http://www.energy
label.gov.cn/UserF
iles/家用太阳能热

水系统能源效率标

识实施规则.pdf 

   

 

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 

CQC 通知 

7/4 

実施規則： 
CQC61-448261 

-2009 
適用規格：

GB/T19141-2003 

実施規則： 
CQC61-448261-2012 

 

「家庭用太陽光温水システム省エネ環

境認証実施規則」 
CQC 省エネ任意認証の「太陽光温水システ

ム省エネ認証実施規則」が改訂されました。

新しい適用規格 GB26969-2012 を追加し、

従来の適用規格 GB/T19141-2003 年版は、

2011 年の要求に更新した。 
訳者注：新規申請及び認証書の書換えは、公

表日から受理を開始しています。 

通知原文：

http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/07/13396
42728100478.htm 
 

適用規格： 
GB/T19141-2011 

「家庭用太陽光温水システム技術条

件」 

GB26969-2011 
「家庭用太陽光温水システムエネルギ

ー消費効率限定値及びエネルギー消

費効率レベル」 

CQC 通知 

7/5 

実施規則： 
CQC 11-462111-

2009 

GB18802.1-2002 IEC 61643-1：1998 

（IDT） 

Surge protective devices connected  
to low-voltage power distribution  
systems—Part 1:Performance  
requirements and testing methods 
低電圧サージ保護装置－第 1 部：性能

要求事項及び試験方法 左記の、サージ保護装置に関する中国 CQC
マークの安全認証は、「サージ保護装置適合

性評価規則」（中国気象局公告―中気函

[2011]106 号令に従い改訂しました。 
訳者注：申請は、公表日から受理を開始して

います。 

通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/07/13414
07936242784.htm 
サージ保護装置適

合性評価規則原文： 
http://zwgk.cma.go
v.cn/web/showsend
info.jsp?id=4017 

GB/T 18802.21-2004 IEC 61643-21:2000 

Low-voltage surge protective  
devices—Part21:Surge protective  
devices connected to  
telecommunications and signaling 
networks—Performance 
requirements and testing methods
低電圧サージ保護装置－第 21 部：電

気通信及び信号発生ネットワークに

接続したサージ保護装置－性能要求

事項及び試験方法 

CQC 通知 

7/30 

電子レンジ省エネ CQC 任意認証実施規

則：CQC 31-448147-2010  

「家庭用及び類似用途の電子レンジ

省エネ認証実施規則」 

CQC 省エネ任意認証の「家庭用及び類似用

途の電子レンジ省エネ認証実施規則」が改訂

されました。 
エネルギー効率の規定及び待機電流の規定

が修正されました。 

通知原文： 
http://www.cqc.co

m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/07/13435

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1339642728100478.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1339642728100478.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1339642728100478.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1339642728100478.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1339642728100478.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341407936242784.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341407936242784.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341407936242784.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341407936242784.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341407936242784.htm
http://zwgk.cma.gov.cn/web/showsendinfo.jsp?id=4017
http://zwgk.cma.gov.cn/web/showsendinfo.jsp?id=4017
http://zwgk.cma.gov.cn/web/showsendinfo.jsp?id=4017
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1343581265848224.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1343581265848224.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1343581265848224.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1343581265848224.htm
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訳者注：新規申請及び認証書の書換えは、公

表日から受理を開始しています。 
81265848224.htm 
実施規則原文： 

http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/07/30/131
2218400917131-13
43581266329034.p
df 

エネルギー

効率実施に

関する問題

点の説明 
7/9 

GB18613-2006 GB18613-2012 
参考：IEC60034-30 

Minimum allowable values of 
energy efficiency and energy 
efficiency grades for small and 
medium three-phase asynchronous 
motors 

中型、小型モーターのエネルギー消費

効率限定値及びエネルギー消費効率

レベル 

エネルギー効率強制届出登録制度の中型、小

型類モーターの適用規格が公表されました。

最新番の適用規格 GB18613-2012 は、2012
年 9 月 1 日から実施開始とされます。届出登

録のラベル更新について、 
1. 適用範囲：電圧 1000V 以下、50Hz の三

相交流電動機。定格消費電力は、0.75kW
～375kW の範囲のもの。極数は、2 極、

4 極、及び 6 極のシングルスピード密閉

セルフファン冷却タイプ、N 設計、連続

動作汎用電動機或いは汎用防爆電動機。 
2. 適用外モーター： 

① その他の設備とモールドし一体す

るモーター、分離して試験出来ない

もの。例えばポンプ、ファン、コン

プレッサー、減速ボックス等に使用

するモーター 
② 特殊機械を駆動する為の専用モー

ター。例えば、始動トルクの大きい

もの、特殊要求のトルク剛性/制限ト

ルク特性のもの、大量の駆動/停止循

環のもの、回転子の慣性の小さいも

の） 
③ 比較的厳しい電源環境で使用する

特殊設計したモーター。（例えば、

モーターの始動電流が極めて大き

いものではない、電力ネット電圧お

よび/または周波数が大きく変動す

る環境）。 
④ 特殊な環境条件で使用されている

モーター、例えば、標高の高い場所

で使用するモーター、排煙モータ

通知原文： 
http://www.energy
label.gov.cn/News
Detail.aspx?ID=10
20 
 
最新版エネルギー

効率ラベルの仕様： 
http://www.energy
label.gov.cn/UserF
iles/附件：中小型三

相异步电动机能效

标识样式和规

格.pdf 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1343581265848224.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1312218400917131-1343581266329034.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1312218400917131-1343581266329034.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1312218400917131-1343581266329034.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1312218400917131-1343581266329034.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1312218400917131-1343581266329034.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1312218400917131-1343581266329034.pdf
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1020
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1020
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1020
http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1020
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ー、織物用モーターなど 
⑤ 安全面要求及び特定の設計上の制

約による製造された防爆モーター。

（例えば、エアギャップを大きくす

る、始動電流を低くする、密閉性を

強化する）。 
⑥ 可変条件に応じて、特別に設計され

たモーター 
⑦ クレン用電気ホイスト及び建設機

械に設置する円錐形のローターモ

ーター 
⑧ 内部に電磁ブレーキ付きのモータ

ー。 
⑨ S1 および操作時間が 80％或いはそ

れ以上に到達する S3 動作方式以外

のモーター 
⑩ 巻線形回転子誘導電動機; 
⑪ 二重巻線及び多重巻線モーター 

3. エネルギー効率ラベルの表示仕様の変

更は有りません。エネルギー効率ラベル

の年版更新は、再度届出を提出する必要

があります。年版更新の場合、フレーム

サイズ毎（80-160、180-280,315-355）
から一モデルの試験レポートを提出し

届出登録を行う。その他のモデルの試験

レポート提出は不要です。新規申請の場

合には、フレームサイズ毎から二モデル

の試験レポートを提出する必要がある。 
4. エネルギー効率ラベルの年版更新は、公

表日から実施開始とする。2012 年 9 月 1
日以後、全ての中型、小型モーターにつ

いて、新しい適用規格 GB18613-2012
の規定に従い、表示しなければならな

い。 
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公告番号

(発表月/日) 
製品名 新規格番号 

実施規則 新しい適用規格 変更状況 公告のリンク先 

 
CQC 通知 

7/13 

汎用絶縁変圧器 GB8898-2001 CQC12-045700-200
9 

 a.汎用絶縁変圧器： 
  1）GB19212.1-2008 
  2) GB19212.5-2011 
 b.一般用途安全絶縁変圧器： 
  1) GB19212.1-2003 
  2）GB19212.7-2006 
 c.IT 機器用用絶縁変圧器： 
  1）GB4943.1-2011 ： 

第 1.7 項 ；第 2.9.2 項 ；第 2.10 項；第 4.5 項；第

4.7 項；第 5.2 項；第 5.3 項；附属書 C 変圧器 
 d.音響設備用絶縁変圧器： 
 1）GB8898-2011： 

第 5 項；第 7 項；第 10.2 項；第 10.3 項；第 11 項；

第 13 項；第 14.3 項；第 20 項  

実施規則を併合した： 
CQC11-461213-2012 

通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/07/13414
08192658667.htm 
修正目録一覧表： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/07/30/134
1408192658667-13
43581265819580.x
ls 
 

汎用絶縁変圧器 
GB 19212.1-200
3 
GB 19212.5-200
6 

CQC11-461213-200
9 

汎用絶縁変圧器 
GB 19212.1-200
3 
GB 19212.7-200
6 

CQC11-461215-200
9 

汎用絶縁変圧器 GB8898-2001 CQC12-045700-200
9 

オーディオ及びビデオ機

器用スイッチ型電源トラ

ンス 

GB8898-2001 CQC11-461214-200
9 

 1) GB19212.1-2003 
 2) GB19212.18-2006 
 3) GB4943.1-2011： 

第 1.7 項 ；第 2.9.2 項；第 2.10 項；第 4.7 項 ；第 5.2
項；附属書 C 変圧器  

 4）GB8898-2011： 
第 5 項；第 10.2 項；第 10.3 項；第 13 項；第 14.3 項；

第 20 項 

実施規則を併合した： 
CQC11-461214-2012 

スイッチ型電源用絶縁変

圧器 
GB4943-2001 CQC12-045670-200

9 

モード電源絶縁変圧器を

切り替える 

GB 19212.1-200
3 
GB19212.18-20
06 

CQC11-461216-200
9 

消磁コイル 
GB8898-2001 CQC11-471811-200

9 
GB8898-2011 第 14.3 項 適用規格年版更新，実

施規則改訂

CQC11-471811-2009 

リレー 
GB8898-2001 CQC11-462151-200

9 
1）GB 8898-2011 第 5 項，第 10 項，第 13 項，第 14.6

項 
2）GB 15092.1-2010 

適用規格年版更新，実

施規則改訂

CQC11-462151-2012 

バリスタ 

GB/T10193-199
7 
GB/T10194-199
7 

CQC11-471551-200
9 

1）GB/T 10193-1997 
2）GB/T 10194-1997 
3）GB8898-2011 第 14.12 項 
4）GB4943.1-2011 第 1.5.9.1 項及び附属書 Q 

適用規格年版更新，実

施規則改訂

CQC11-471551-2012 

ヒューズ抵抗器 
SJ2865-1988   
 SJ2866-1988 

CQC11-471211-200
9 

1）SJ 2865-1988 
2）SJ 2866-1988 

実施規則更新，更新细

节

CQC11-471211-2009 
プリント回路基板（ボー GB8898-2001 CQC11-471302-201 GB 8898-2011 第 5.1、20.1.3 項 適用規格年版更新，実

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341408192658667.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341408192658667.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341408192658667.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341408192658667.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341408192658667.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1341408192658667-1343581265819580.xls
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1341408192658667-1343581265819580.xls
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1341408192658667-1343581265819580.xls
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1341408192658667-1343581265819580.xls
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1341408192658667-1343581265819580.xls
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1341408192658667-1343581265819580.xls
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ド） GB4943-2001 1 GB 4943.1-2011 第 1.7.1 項及び附属書 A6 施規則改訂

CQC11-471302-2011 

金融、事務機器、情報通

信機器及び関連部品、付

属品 

GB4943-2001  
GB9254-2008 
GB17625.1-200
3 
GB/T17618-199
8 
YD/T993-1998 
YD1032-2000 
GB19484.1-200
4 
GB19483-2004 

CQC12-045670-200
9 

 1) GB4943.1-2011 
 2) GB9254-2008 
 3) GB17625.1-2003 
 4）GB/T17618-1998 
 5) YD/T993-1998 
 6) YD1032-2000 
 7) YD1169.1-2001 
 8）GB19483-2004 
 9）GB19484.1-2004 
 10）YD/T1597.1-2007 
 11）YD/T1592.1-2007 
 12）YD/T1595.1-2007 

適用規格年版更新，実

施規則改訂

CQC12-045670-2009 

オーディオ及びビデオ機

器、マルチメディア機器

及び関連部品、付属品 

GB8898-2001 
GB17625.1-200
3 
GB13836-2000 
GB13837-2003 
SJ3273-1990 

CQC12-045700-200
9 

 1)GB8898-2011 
 2)GB13837-2003 
 3)GB17625.1-2003 
 4)GB13836-2000 

適用規格年版更新，実

施規則改訂

CQC12-045700-2009 

 

オーディオ、ビデオ機器

用抵抗器 

    

GB 4943.1-2011 第 1.5.7 項 

CQC 新しい任意認証

実施規則 
CQC11-471212-2012 
2012.6.30 公表，

2012.7.5 実施 

 

IT 機器用ブリッジ抵抗

器（二重絶縁または強化

絶縁かにブリッジ接続す

るもの） 

    GB 8898-2011 第 14.1 項 CQC 新しい任意認証

実施規則 
CQC11-471213-2012 
2012.6.30 公表，

2012.7.5 実施 

高電圧部品及び附属品 

    GB8898-2011 CQC 新しい任意認証

実施規則 
CQC11-469400-2012 
2012.6.30 公表，

2012.7.5 実施 

直熱式はしご形正温度係

数サーミスタ 

    1）GB/T 7153-2002 
2）GB14536.1-2008 第 15 章，第 17 章，第 J15 章，第

J17 章 
3）GB8898-2011 第 14.5.3 項 

CQC 新しい任意認証

実施規則 
CQC-11-471553-2012 
2012.6.30 公表，

2012.7.5 実施 
電子機器用器具スイッチ     1）GB15092.1-2010 CQC 新しい任意認証
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2）GB 8898-2011 第 10.2，10.3，13，14.6 項 実施規則 
CQC11-461292-2012 
2012.6.30 公表，

2012.7.5 実施 

IT 機器、オーディオ、ビ

デオ機器用リチウムイオ

ン電池パック 

    1）GB4943.1-2011：第 1.7 項，第 2.1 項，第 2.2 項，第

2.9 項，第 2.10 項，第 4.1 項，第 4.2 項，第 4.3 項，

第 4.5 項，第 4.7 項，第 5.3 項 
2）GB8898-2011：第 5 項，第 7 項，第 9 項，第 10 項，

第 11 項，第 13 項，第 14.10 項，第 20 項 

CQC 新しい任意認証

実施規則 
CQC11-464113-2012 
2012.6.30 公表，

2012.7.5 実施 

IT 機器、オーディオ及び

ビデオ機器用カプラー 

    1）GB4943.1-2011 第 2.10 項，第 5.2 項 
2）GB8898-2011 第 10 項，第 13 項 

CQC 新しい任意認証

実施規則 
CQC11-471543-2012 
2012.6.30 公表，

2012.7.5 実施 

絶スイッチングトランス

用縁巻線 

    1）GB4943.1-2011 附属書 U 
2）GB8898-2011 附属書 H 
3）GB19212.1-2003 附属書 K 

CQC 新しい任意認証

実施規則 
CQC11-463113-2012 
2012.6.30 公表，

2012.7.5 実施 

 

フライバックトランス 
GB8898-2001，
SJ3273-1990 

CQC12-045700-200
9 

 CQC 任意認証から削

除された 

 

PC マザーボード（電源

干渉や放射性妨害波） 
GB4943-2001，
GB9254-2008 

CQC12-045670-200
9 

 CQC 任意認証から削

除された 
DC モーターの軸流ファ

ン 
GB4943-2001，
GB9254-2008 

CQC12-045670-200
9 

 CQC 任意認証から削

除された 
高圧収集（プリセット）

ポテンショメータ 
GB8898-2001, 
SJ3273-1990 

CQC12-045700-200
9 

 CQC 任意認証から削

除された 

携帯電話の充電器 

GB4943-2001    
GB9254-2008 
GB17625.1-200
3 
GB/T17618-199
8 
YD/T993-1998 
YD1032-2000 
GB19484.1-200
4 
GB19483-2004 

CQC12-045670-200
9 

 CQC 任意認証から削

除された 

ルーター 
GB4943-2001 
GB9254-2008 
GB17625.1-200

CQC12-045670-200
9 

 CQC 任意認証から削

除された 
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3 
GB/T17618-199
8 
YD/T993-1998 
YD1032-2000 
GB19484.1-200
4 
GB19483-2004 

ゲートウェイ（音声） 

GB4943-2001 
GB9254-2008 
GB17625.1-200
3 
GB/T17618-199
8 
YD/T993-1998 
YD1032-2000 
GB19484.1-200
4 
GB19483-2004 

CQC12-045670-200
9 

 CQC 任意認証から削

除された 

 

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 

CQC 通知 

6/25 

 

実 施 規 則 ：

CQC31-439113-2012 

 

「冷却塔省エネ認証実施規則」 
左記の冷却塔に関する中国 CQC マークの省

エネ認証が、この通知の発表日から受理開始

とされます。 
訳者注：中国质量认证中心（英文缩写 CQC）。 

通知原文：

http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/06/13396
42512673288.htm 

適 用 規 格 ：

CQC3136-2012 

「オープン式冷却塔省エネ認証技術規

範」 

  

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642512673288.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642512673288.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642512673288.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642512673288.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642512673288.htm
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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 

CQC 通知 
6/20 CQC3118-2010 CQC3118-2011  建築ドア、窓、壁の省エネ認証技術

基準 

CQC 任意認証の建築ドア、窓等の省エネ認

証適用規格 CQC3118-2011 版が公表されま

した。旧版規格の認証書は、次回の定期工場

調査前までに更新しなければなりません。適

用規格の更新は、サンプルの抜き取り試験が

実施されます。試験項目は、熱伝導係数です。

年版更新申請は、定期工場調査の抜取りと合

わせて実施する事が可能です。 
CQC 認証書の書換えは、2013 年 7 月 1 日前

までに完了する必要があります。期限を過ぎ

ても完了しない場合には、認証書は一時休止

とされ、一時休止期限内に認証書の書換えを

完了出来ない場合、認証書は取消されます。 

通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/06/13396
42455186802.htm 
 

CQC 通知 
6/14 

(新しい認

証) 

GB/T20234-2006 

GB/T20234.1-2011 参考： 
IEC62196-1（CDV） 

Connection set of conductive 
charging for electric vehicles—Part 
1:General requirements 
電気自動車充電用接続装置－第 1 部

共通要求事項 

左記の、電気自動車充電用接続カプラーに関

する中国 CQC マークの安全認証が、この通

知の発表日から受理開始とされます。 

CQC 通知原文：

http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/06/13396
42335312878.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/06/14/133
9642337897617-13
39642337916161.p
df 
 

 
GB/T20234.2-2011 － 

Connection set for conductive 
charging of electric vehicles—Part 
2:AC charging coupler 
第 2 部：交流充電カプラー 

 
GB/T20234.3-2011 

 
－ 

Connection set for conductive 
charging of electric vehicles—Part 
3:DC charging coupler 
第 3 部：直流充電カプラー 

実施規則：

CQC11-462196-2012  電気自動車充電用接続装置（充電カ

プラー）の安全認証実施規則 

CQC 通知 
6/12 CQC 省エネ認証実施規則：CQC31-461121-2009 「中型、小型三相非同期モーター省

エネ認証実施規則」 

CQC 任意認証の「中型、小型三相非同期モ

ーター省エネ認証実施規則」が改訂されまし

た。新しい適用規格 GB18613-2012 の要求

に従い、適用範囲、適用規格、試験項目を改

訂しました。 
訳者注：公表日から受理を開始しています。 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/06/13349
23093683649.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642455186802.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642455186802.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642455186802.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642455186802.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642455186802.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642335312878.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642335312878.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642335312878.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642335312878.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642335312878.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/06/14/1339642337897617-1339642337916161.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/06/14/1339642337897617-1339642337916161.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/06/14/1339642337897617-1339642337916161.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/06/14/1339642337897617-1339642337916161.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/06/14/1339642337897617-1339642337916161.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/06/14/1339642337897617-1339642337916161.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334923093683649.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334923093683649.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334923093683649.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334923093683649.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334923093683649.htm
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CQC 通知 
6/4 GB18613-2006 GB18613-2012 － 

中型、小型三相非同期モーターのエ

ネルギー消費効率限定値及びエネル

ギー消費効率レベル 

左記の、中型、小型三相非同期モーター類製

品の適用規格 GB18613-2012 年版は、2012
年 9 月 1 日以後、実施開始される。 
2012 年 9 月 1 日以後は、最新版の適用規格

に従い、CQC 省エネ認証を行います。CQC
認証書の書換えは、2013 年 9 月 1 日前まで

に完了する必要があります。期限を過ぎても

完了しない場合には、認証書は一時休止とさ

れ、更新手続きが 2013 年 12 月 1 日前まで

に完了しない場合には、認証書は取り消され

ます。 
この適用規格の年版更新は、試験設備や、試

験方法に対する変更です。 
訳者注：CQC 任意認証以外については、

GB18613-2012 は、中国強制性行政許可のエ

ネルギー効率ラベルの型式届出登録の適用

規格でもあるので、9 月 1 日以後、モーター

類のエネルギー効率ラベルの申請及び試験

は、最新版規格に従い実施されます。既に届

出登録済みのものに対しては、規格の版上げ

手続きについて、エネルギー効率に関する所

管機関からの通知や規定は現時点ではあり

ません。 

CQC 通知原文：

http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/06/13349
22905835667.htm 
 

 

公告番号

(発表月/日) 公告内容概要 公告のリンク先 

CQC 通知 
5/14 

（CCC 認

証書更新の

知らせ） 

 
医療機器の CCC 認証実施規則の要求に基づき、CCC 認証書の発行後 5 年目に、認証製品に対して再評価を行わなければならず、

評価に合格した場合のみ認証書の有効性を維持することができます。この要求に基づき、2008 年に CCC 認証書を取得した医療機

器製品（認証取得年は認証書の番号による。即ち認証書番号の頭の 4 桁が 2008 である）については、2012 年から再審査を開始し

なければならず、再審査は CCC 認証書の最初の発行日から 5 年以内に完了しなければなりません。2003 年に CCC 認証書を取得し

た医療機器製品（認証取得年は認証書の番号による。即ち認証書番号の頭の 4 桁が 2003 である）については、2012 年から 2 度目

の再審査を開始しなければならず、再審査は初回の再審査の終了日から 5 年以内に完了しなければなりません。期限を過ぎて再審

査を完了していない認証書について、CQC は一時停止とするか、又は辞退として処理します。 
 2003 年及び 2008 年に取得した認証書を所持する企業は、各自の状況に基づき、認証製品の再審査を手配してください。 
 2002 年及び 2007 年に発行されて、いまだに再審査を完了していない認証書については、認証取得者は再審査の進捗状況を注視

し、認証書の有効性に影響が生じないよう気をつけてください。 

CQC 公告原文 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/xwzx
/tzgg/webinfo/2012
/05/133492239903
2100.htm 

 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334922905835667.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334922905835667.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334922905835667.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334922905835667.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334922905835667.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/05/1334922399032100.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/05/1334922399032100.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/05/1334922399032100.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/05/1334922399032100.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/05/1334922399032100.htm
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 既に有効期限が表示してある CCC 認証書については、認証取得者は認証書の有効期限に基づいて再審査を手配してください。 
 

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 

CQC 通知 
04/27 

（CQC 任

意認証） 

GB19212.5-2006 GB19212.5-2011 
IDT: 
IEC 61558-2-4:2009 
 

Safety of transformers, reactors, 
power supply units and similar 
products for supply voltages up to 
1 100 V—Part 5:Particular 
requirements and tests for 
isolating transformers and power 
supply units incorporating 
isolating transformers 
電源電圧が 1100 V 以下の電源変圧

器，リアクトル，電源装置及び類似

製品の安全性：絶縁変圧器及び絶縁

変圧器を内蔵する電源装置の特定要

求事項及び試験 

左記の、電源電圧が 1100 V 以下の電源変圧

器，リアクトル，電源装置及び類似製品の適

用規格 GB19212.5-2011 年版は、2012 年 5
月 1 日以後、最新版のみとなります。 
認証書の書換えは、2013 年 5 月 1 日前まで

に完了する必要があります。期限を過ぎても

完了しない場合には、認証書は一時休止とさ

れ、更新手続きが 2013 年 8 月 1 日前までに

完了しない場合には、認証書は取り消されま

す。 
この適用規格の年版更新は、規格間の相違点

の追加試験が実施されます。 

CQC 公告原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/04/13349
22094757474.htm 
適用規格の変更点： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/04/27/133
4922094757474-13
34922094835527.d
oc 
 

CQC 公告 
04/27 

(訳者注：

CCC 強制

認証) 

GB24407-2009 GB24407-2012 － The safety technique specifications 
of special school 

左記の、スクールバス及びスクールバス座席

及び固定アンカの適用規格 2012 年版は、

2012 年 5 月 1 日以後、最新版の適用規格の

みとなります。 
認証書の書換えは、2013 年 5 月 1 日前まで

に完了する必要があります。期限を過ぎても

完了しない場合には、認証書は一時休止とさ

れ、更新手続きが 2013 年 8 月 1 日前までに

完了しない場合には、認証書は取り消されま

す。 

CQC 公告原文 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/04/13349
22076120987.htm 
 

GB24406-2009 GB24406-2012 － 
The strength of student seat 
systems and their anchorages of 
special school bus 

CQC 公告 
4/10 

（訳者注：

CQC 任意

認証） 

GB8898-2001 GB8898-2011 

MOD: 
IEC 60065:2005 

Audio, video and similar electronic 
apparatus - Safety requirements 
オーディオ，ビデオ及び類似の電子

装置－安全要求事項 
 

情報技術機器、オーディオ・ビデオ及び類似

の製品並びに部品の CQC 任意認証の最新版

適用規格 2011 年版が公表された為、適用規

格の年版更新について、この通知の公表日か

ら受理を開始します。認証書の書換えは、最

新版適用規格の実施日より、第一回目の定期

工場調査（改善期間を含む）前までに完了す

る必要があります。期限を過ぎても完了しな

い場合には、認証書は一時休止となります。 
GB4943.1-2011 年版の認証書書換えは、

2013年 12月 1日前までに完了する必要があ

ります。期限を過ぎても完了しない場合に

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/04/13335
91185691792.htm 
 
適用規格の変更点： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/04/10/133
3591185691792-13

GB4943.1-2001 GB4943.1-2011 

MOD: 
IEC 60950-1:2005 

Information technology equipment 
- Safety - Part 1: General 
requirements 
情報技術機器－安全性－第 1 部：一

般要求事項 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922094757474.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922094757474.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922094757474.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922094757474.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922094757474.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/27/1334922094757474-1334922094835527.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/27/1334922094757474-1334922094835527.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/27/1334922094757474-1334922094835527.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/27/1334922094757474-1334922094835527.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/27/1334922094757474-1334922094835527.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/27/1334922094757474-1334922094835527.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922076120987.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922076120987.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922076120987.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922076120987.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922076120987.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591185691792.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591185691792.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591185691792.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591185691792.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591185691792.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591185691792-1333591186565764.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591185691792-1333591186565764.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591185691792-1333591186565764.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591185691792-1333591186565764.doc
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は、認証書は一時休止とされ、2014 年 3 月 1
日前までに完了しない場合には、認証書は取

り消されます。 
GB8898-2011 年版の認証書の書換えは、

2013年 11月 1日前までに完了する必要があ

ります。期限を過ぎても完了しない場合に

は、認証書は一時休止とされ、更新手続きが

2014 年 2 月 1 日前までに完了しない場合に

は、認証書は取り消されます。 
適用規格への年版更新について、サンプルを

提出し、追加試験を行います。 
部品の認証について、製品の適用範囲に応じ

て、特殊な使用環境要素（例：海抜高度及び

気候項件等）等にも適合しなければなりませ

ん。試験レポート及び認証書に、製品に適用

する海抜高度及び気候項件を明記しなけれ

ばなりません。 

33591186565764.d
oc 
 

CQC 公告 
4/10 

（訳者注：

CCC 強制

認証） 

GB8898-2001 GB8898-2011 

MOD: 
IEC 60065:2005 

Audio, video and similar electronic 
apparatus - Safety requirements 
オーディオ，ビデオ及び類似の電子

装置－安全要求事項 
 

オーディオ、ビデオ及び類似の電子装置の最

新版適用規格 2011 年版が、2011 年 10 月 31
日に公表され、2012 年 11 月 1 日から実施を

開始します。 
適用規格は、この通知の公表日から 2012 年

10 月 31 日までに、新版規格及び旧版規格の

何れでも、認証の適用規格として申請可能で

す。2012 年 11 月 1 日以後の申請は、最新版

の適用規格のみとなります。 
適用規格への年版更新については、サンプル

を提出し追加試験を行います。 
認証書の書換えは、2013 年 11 月 1 日前まで

に完了する必要があります。期限を過ぎても

完了しない場合には、認証書は一時休止とさ

れ、更新手続きが 2014 年 2 月 1 日前までに

完了しない場合には、認証書は取り消されま

す。 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/04/13335
91184988358.htm 
適用規格の変更点： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/04/10/133
3591184988358-13
33591185115188.d
oc 
 

CQC 公告 
4/10 

（訳者注：

CCC 強制

認証） 

GB4943.1-2001 GB4943.1-2011 

MOD: 
IEC 60950-1:2005 

Information technology equipment 
- Safety - Part 1: General 
requirements 
情報技術機器－安全性－第 1 部：一

般要求事項 
 

情報技術機器の最新版適用規格 2011 年版

は、2011 年 12 月 30 日に公表され 2012 年

12 月 1 日から実施を開始します。 
適用規格は、この通知の公表日から 2012 年

11 月 30 日までに、新版規格及び旧版規格の

何れでも、認証の適用規格として申請可能で

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/04/13335
91184608655.htm 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591185691792-1333591186565764.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591185691792-1333591186565764.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184988358.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184988358.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184988358.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184988358.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184988358.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184988358-1333591185115188.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184988358-1333591185115188.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184988358-1333591185115188.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184988358-1333591185115188.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184988358-1333591185115188.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184988358-1333591185115188.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184608655.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184608655.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184608655.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184608655.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184608655.htm
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す。2012 年 12 月 1 日以後の申請は、最新版

の適用規格のみとなります。 
適用規格への年版更新については、サンプル

を提出し追加試験を行います。 
認証書の書換えは、2013 年 12 月 1 日前まで

に完了する必要があります。期限を過ぎても

完了しない場合には、認証書は一時休止とさ

れ、更新手続きが 2014 年 3 月 1 日前までに

完了しない場合には、認証書は取り消されま

す。 

適用規格の変更点： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/04/10/133
3591184608655-13
33591184739038.d
oc 
 

CQC 通知 
4/9 CQC6101-2009 CQC6101-2012  家庭用レンジフードの省エネ環境保

護認証技術基準 

レンジフード省エネ認証の技術基準 2012 年

版は、2012 年 4 月 9 日から実施を開始しま

す。 
適用規格への年版更新については、サンプル

を提出し追加試験を行います。 
認証書の書換えは、2013 年 4 月 10 日前まで

に完了する必要があります。期限を過ぎても

完了しない場合には、認証書は一時休止とさ

れ、更新手続きが 2013 年７月 10 日前まで

に完了しない場合には、認証書は取り消され

ます。 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co

m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/04/13335
91157462118.htm  

CQC 通知 
3/28 

JB/T8735.1-1998 JB/T8735.1-2011  
定格電圧 450/750V のゴム絶縁コー

ド及びフレキシブルケーブル - 第 1
部：一般要求事項 

左記ケーブルの JB 規格 2011 年版の発表日

は 2011 年 5 月 18 日、規格の実施開始日は

2011 年 8 月 1 日です。CCC 強制認証の適用

規格として、本公告発表日から最新版の実施

を開始します。 
既に発行されている旧版規格の認証書につ

いては、申請者は次回の定期工場調査前まで

に認証書の書換え（変更）申請を提出しなけ

ればなりません。その場合には適用規格の相

違点に従った追加試験が行われます。 
認証書の書換えは、2013 年 3 月 1 日前まで

に完了する必要があります。期限を過ぎても

完了しない場合には、認証書は一時休止とさ

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/03/13328
67673129414.htm 
試験及びサンプル

の要求： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/03/28/133
2867673129414-13
32867675586452.d

JB/T8735.2-1998 JB/T8735.2-2011  
定格電圧 450/750V のゴム絶縁コー

ド及びフレキシブルケーブル 第 2
部:汎用ゴムフレキシブルケーブル 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184608655-1333591184739038.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184608655-1333591184739038.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184608655-1333591184739038.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184608655-1333591184739038.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184608655-1333591184739038.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184608655-1333591184739038.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591157462118.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591157462118.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591157462118.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591157462118.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591157462118.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867673129414.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867673129414.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867673129414.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867673129414.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867673129414.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675586452.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675586452.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675586452.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675586452.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675586452.doc
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JB/T8735.3-1998 JB/T8735.3-2011  

定格電圧 450/750V のゴム絶縁キャ

ブタイヤーコード及びフレキシブル

ケーブル 第 3 部：ゴム絶縁編組コー

ド 

れ、更新手続きが 2013 年 6 月 1 日前までに

完了しない場合には、認証書は取り消されま

す。 

oc 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/03/28/133
2867673129414-13
32867675609380.d
oc 

CQC 通知 
3/28 CQC31-451412-2009 「コピー機及び複合機の省エネ認証

実施規則」 

CQC 任意認証の「コピー機及び複合機の省

エネ認証実施規則」及び「パソコンモニター

省エネ認証実施規則」を改訂し、工場品質管

理試験要求事項が追加されました。承認及び

評価するエネルギー効率のレベルは、Ｉ級に

変更されました。 
訳者注：公表即実施とのことです 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/03/13328
67678047960.htm 
 

CQC31-452629-2009 「パソコンモニター省エネ認証実施

規則」 

CQC 通知 
3/28 CQC31-045201-2009 「パソコン省エネ認証実施規則」 

CQC 任意認証について、左記の実施規則を

改訂し、工場品質管理試験要求事項が追加さ

れました。 
訳者注：公表即実施とのことです 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co

m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/03/13328
67678149918.htm 

 
CQC31-461236-2009 

「シングル回路出力式 AC-DC, 

AC-AC 外部省エネ認証実施規則」 

CQC31-461235-2009 
「マイクロコンピュータ用スイッチ

ング電源省エネ認証実施規則」 

CQC31-452631-2009 「薄型テレビ省エネ認証実施規則」 

CQC31-452632-2009 
「カラーテレビ、ラジオ受信機の省

エネ認証実施規則」 

CQC31-472111-2009 
「デジタルテレビ受信機省エネ認証

実施規則」 

CQC31-461234-2009 「無停電電源省エネ認証実施規則」 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675586452.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675609380.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675609380.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675609380.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675609380.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675609380.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675609380.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678047960.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678047960.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678047960.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678047960.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678047960.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678149918.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678149918.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678149918.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678149918.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678149918.htm
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CQC31-452628-2009 
「デジタルプロジェクター省エネ認

証実施規則」 
CQC 通知 

3/15 

実施規則「CQC11-462155-2010」改訂通知 「電動式、機械式リレーの安全認証

実施規則」 

CQC 任意認証の「電動式、機械式リレーの

安全認証実施規則」を改訂し、リレーの非金

属材料に対する要求事項が追加されました。 
 
2010 年版の実施規則(CQC11-462155-2010
版)は、現行規則として適用されます。 
訳者注：公表即実施とのことです。 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/03/13317
44459651096.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/03/15/131
2218387632540-13
31744459096748.p
df 

CQC 通知 
3/15 

実施規則「CQC13-446441-2010」改訂通知 「家庭用洗濯機プログラム制御装置

の性能及び安全認証実施規則」 

CQC 任意認証の「家庭用洗濯機プログラム

制御装置の性能及び安全認証実施規則」を改

訂し、以下の定期確認試験項目を追加しまし

た： 
ブザー音量 
 
以下の全数試験項目が削除されました： 
機能、ブザー音量、感電保護、通常状態の絶

縁抵抗 
 
2010 年版の実施規則(CQC13-446441-2010
版)は、現行規則として適用されます。 
訳者注：公表即実施とのことです。 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/03/13317
44459538895.htm 
実施規則原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/03/15/131
2218387632540-13
31744459139471.p
df 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459651096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459651096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459651096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459651096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459651096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459096748.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459096748.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459096748.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459096748.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459096748.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459096748.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459538895.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459538895.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459538895.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459538895.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459538895.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459139471.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459139471.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459139471.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459139471.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459139471.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459139471.pdf
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GB4943-2001 GB4943-2011 MOD: 
IEC 60950-1:2005 

Information technology equipment 
- Safety - Part 1: General 
requirements 
情報技術機器－安全性－第 1 部：一

般要求事項 
適用規格の実施開始日：2012 年 12
月 1 日 

左記適用規格は、2012 年末までに年版更新

を行う予定です。適用規格の新版と旧版間の

相違点内容及び年版更新の手続きなどにつ

いては、CQC が中心になり 2 月下旬～3 月

上旬頃にセミナーを中国国内各地で実施す

る予定です。 
 
訳者注：これから CB レポートを活用し、新

規 CCC・CQC 認証を取得するメーカーは、

極力最新版の適用規格のCBレポートを活用

し、申請を行うことをお勧めします。また、

適用規格の実施開始前までは、CCC/CQC 認

証は旧版規格で受理されますので、年版更新

の手続きについては、それぞれの適用規格の

実施開始日及び CNCA、CQC 公告を参照し

て下さい。 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/02/09/132
8720592116180-13
28720592179966.p
df 
中国標準化委員会 
公告 2011 年 23 号

（IT） 
http://www.sac.gov
.cn/gjbzgg/201123/ 
公告 2011 年-22 号

（AV） 
http://www.sac.gov
.cn/gjbzgg/201122/ 

GB8898-2001 GB8898-2011 MOD: 
IEC 60065:2005 

Audio, video and similar electronic 
apparatus - Safety requirements 
オーディオ，ビデオ及び類似の電子

装置－安全要求事項 
適用規格の実施開始日：2012 年 11
月 1 日 

CQC 通知 
2/2 

IEC60884-2-1-200
6 

GB2099.1-2008 
GB2099.6-2008 

IDT: 
IEC 60884-2-1:2006 

Plugs and socket-outlets for 
household and similar 
purposes-Part 2:Particular 
requirements for fused plugs 
家庭用及び類似用途のプラグ及びコ

ンセント－第 2-1 部：プラグヒュー

ズの特定要求事項 

プラグヒューズの CQC 任意認証実施規則

「CQC11-462126-2009」について、内容修

正を行いました。実施規則に規定された適用

規格：IEC60884-2-1-2006 は、

GB2099.6-2008 に変更しました。適用規格

については内容に変更が有りません。これか

ら新規申請を行う場合には、新しい指定規格

に従い認証を行います。 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/02/13282
02095444996.htm 
 

CQC 通知 
1/19 

 CQC 3130-2011 
 

－ CQC3130-2011「汎用照明用無指向

性（全方向型）セルフバラスト LED
照明器具の省エネ認証技術基準」 

左記「汎用照明用全方向型セルフバラスト

LED 照明器具」に対し、CQC 省エネ認証(任
意認証)の対象品目として実施を開始しまし

た。 
 
訳者注：中国国内製造及び国内販売する製品

については、CQC 省エネ認証の取得が中国

政府購買対象及び政府補助金の項件です。 

CQC 通知原文：

http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/01/13269
92800700462.htm 
実施規則： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/01/16/132
6647038046880-13
26647038105740.p
df 

CQC31-465192 
-2011 

－ CQC31-465192-2011「汎用照明用無

指向性セルフバラスト LED 照明器

具省エネ認証実施規則」 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/02/09/1328720592116180-1328720592179966.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/02/09/1328720592116180-1328720592179966.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/02/09/1328720592116180-1328720592179966.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/02/09/1328720592116180-1328720592179966.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/02/09/1328720592116180-1328720592179966.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/02/09/1328720592116180-1328720592179966.pdf
http://www.sac.gov.cn/gjbzgg/201123/
http://www.sac.gov.cn/gjbzgg/201123/
http://www.sac.gov.cn/gjbzgg/201122/
http://www.sac.gov.cn/gjbzgg/201122/
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/02/1328202095444996.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/02/1328202095444996.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/02/1328202095444996.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/02/1328202095444996.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/02/1328202095444996.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/01/1326992800700462.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/01/1326992800700462.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/01/1326992800700462.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/01/1326992800700462.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/01/1326992800700462.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038046880-1326647038105740.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038046880-1326647038105740.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038046880-1326647038105740.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038046880-1326647038105740.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038046880-1326647038105740.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038046880-1326647038105740.pdf
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 CQC5106-2011  CQC5106-2011「電球型蛍光灯の水

銀量認証技術基準」 
左記「電球型蛍光灯の水銀量認証」に対し、

CQC 環境認証の対象品目として実施を開始

しました。 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/gkwj/
rzbzxx/bzhbxx/web
info/2012/01/13269
92800624761.htm 
実施規則： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/rootfi
les/2012/01/16/132
6647038362358-13
26647038568331.p
df 
 

 CQC51-465191 
-2011 

 CQC51-465191-2011「電球型蛍光灯

の水銀量認証実施規則」 

CQC 公告 
2/6 

2012 年 1 月 18 日に、中国太陽光発電に関する政府補助の「2012 年金太陽実証プロジェクト業務通知」（財建［2012］21 号）が公表されました。政府補

助対象範囲、項件、補助内容、申請方法等について規定されました。また、プロジェクトの附属書１に、太陽光ユニット、発電系統連結保護装置及び蓄

電池等の太陽光発電に関わる重要部品や設備に対し、国が承認した認証機関の認証を取得しなければならないことを規定した。中国 CQC は、国が承認

した太陽光発電製品の認証機関です。 
2012 年年金太陽実証プロジェクトのリンク先は、以下の通りです。 
http://jjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/tongzhigonggao/201202/t20120201_625315.html 
http://www.nea.gov.cn/2012-02/02/c_131387275.htm 
 
訳者注：CQC 太陽光発電認証に関わる実施規則は、以下の通りです。 
シリコン太陽電池モジュール CQC33-471541-2009 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385073313.pdf 
オフグリッドコントローラ、インバータ、制御インバータ一体装置 CQC33-461232-2009 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385088808.pdf 
スタンドアロン太陽光発電システム CQC33-464141-2009 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385107208.pdf 
薄膜太陽光発電モジュール CQC33-471542-2009 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385126172.pdf 
グリッド接続インバータ CQC33-461239-2011 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/06/1312218390242607-1325783139706615.pdf 
太陽光発電システム用蓄電池 CQC33-464142-2010 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385159513.pdf 
太陽電池モジュール用ジョイントボックス CQC33-462192-2010 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385179435.pdf 
集光型太陽光発電製品 CQC33-464143-2010 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385200766.pdf 
PV アレイコンバイナボックス CQC33-462194-2011 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385219581.pdf 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/cprz/
zyxcprz/tzgg/webi
nfo/2012/02/13284
61257568571.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/01/1326992800624761.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/01/1326992800624761.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/01/1326992800624761.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/01/1326992800624761.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/01/1326992800624761.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038362358-1326647038568331.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038362358-1326647038568331.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038362358-1326647038568331.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038362358-1326647038568331.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038362358-1326647038568331.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038362358-1326647038568331.pdf
http://jjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/tongzhigonggao/201202/t20120201_625315.html
http://www.nea.gov.cn/2012-02/02/c_131387275.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385073313.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385088808.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385107208.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385126172.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/06/1312218390242607-1325783139706615.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385159513.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385179435.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385200766.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385219581.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/cprz/zyxcprz/tzgg/webinfo/2012/02/1328461257568571.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/cprz/zyxcprz/tzgg/webinfo/2012/02/1328461257568571.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/cprz/zyxcprz/tzgg/webinfo/2012/02/1328461257568571.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/cprz/zyxcprz/tzgg/webinfo/2012/02/1328461257568571.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/cprz/zyxcprz/tzgg/webinfo/2012/02/1328461257568571.htm
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2012 年 1 月 1 日、CQC 任意認証のマーク（ラベル）申請について、以下の調整を行いました。 
1. CQC は標準ラベルの販売を停止する。申請者は CQC マークの使用方法について、自ら選定することが出来る。 
2. CQC 任意認証マークの使用許可及び購入は、届出登録方法に変更する。登録許可書は電子版を発行し、従来の紙による「中国質量認証中心標識使用

許可書」の発行は中止する。 
訳者注：CQC マーク印字許可の届出登録は、複数の認証書を一括で登録することができます。既に登録済みの認証書については、再申請及び変更申請を

行う必要がありません。まだ届出していない新規の認証書の場合には、届出登録する必要があります。 

CQC 通知原文： 
http://www.cqc.co
m.cn/chinese/xwzx
/tzgg/webinfo/2012
/01/132681968739
0585.htm 
 

 

上記の公告及び通知については、JET が参考和訳したものですので、疑義がある場合には「公告のリンク先」の欄に記載のリンクにアクセスし、中国語の原文を

基に御判断ください。また、公告・通知に関連した変更申請や新規申請については JET で代行を行うことが可能ですので、御遠慮なく下記のお問合せ先までお知

らせください。その場合には、対象となる製品の仕様や外観の分かる資料と御要望をメールで送付して頂ければ、迅速な対応ができますので、よろしくお願い致し

ます。 
 

【お問合せ先】 
一般財団法人 電気安全環境研究所 
東京事業所 国際業務担当グループ 
TEL: 03-3466-9818 FAX: 03-3466-5142 
E-mail: kokusai@jet.or.jp 
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