
中国認証 2014 年 CQC 通知 
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 

SAC 公告 
第 27 号 
(12/5) 

最新版規格 旧版規格 実施開始日 規格タイトル 

  GB 4706.13-2014   GB 4706.13-2008  2016-01-01 冷蔵機器、製氷機と製氷機の個別要求事項 

  GB 4706.18-2014   GB 4706.18-2005  2016-01-01 バッテリ充電器のための個別要求事項 

  GB 4706.36-2014   GB 4706.36-1997  2016-01-01 商用電気温水ボイラーおよび液体ヒーターの個別要求事項 

  GB 4706.46-2014   GB 4706.46-2005  2016-01-01 搾乳機のための個別要求事項 

  GB 4706.47-2014   GB 4706.47-2005  2016-01-01 動物の繁殖及び飼育のための電気加熱器の個別要求事項 

  GB 4706.7-2014   GB 4706.7-2004  2016-01-01 掃除機と水吸引清掃機器の個別要求事項 

  GB 4706.80-2014   GB 4706.80-2005  2016-01-01 フットウォーマーと暖房マットの個別要求事項 

  GB 4706.81-2014   GB 4706.81-2006  2016-01-01 揮発装置の個別要求事項 

  GB 4706.82-2014   GB 4706.82-2007  2016-01-01 部屋加熱用フィルム加熱体の個別要求事項 

  GB 4706.90-2014   GB 4706.90-2008  2016-01-01 商用電子レンジの個別要求事項 

訳者注： 中国国家標準化管理委員会 SAC から上記家庭用電気機器の適用規格を含む、合計 234 個の適用規格を更新した知らせがありました。 
適用規格の更新リストの詳細は、以下の URL をご参照ください。 
公告 27 号：http://www.sac.gov.cn/gjbzgg/201427/ 

公告原文 
http://www.sac.gov.cn/gj
bzgg/201427/ 
 

CNCA 通知 
（12/29） 

一、CCC マーク印字許可の書換え業務について、 
1. CCC マーク印字許可を既に取得済みの企業で、且つ印字許可書の発行日が 2015 年 1 月 1 日（1 日を含む）以降の企業は、印字許可書

の書換え申請が無料で行える。CCC 印字許可書の発行日が 2015 年 1 月 1 日以前のものについては、許可書の取得企業が所有する印字

許可書の有効期限までに年間更新申請を行う。期限を過ぎて、CCC マークの届出登録を申請しない場合、新規申請として受理する。 
2. 最新版 CCC 印字許可書の様式を変更した。 

A. 印字許可書の「中国国家認証認可監督管理委員会」の捺印を「強制性産品認証標識審核専用章」の捺印に変更した。 
B. 有効期限の日付を変更した。従来の CCC 印字許可書に記載する発行日及び有効期限の表示を廃止し、最新版の印字許可書には印字

許可書の発行日のみとなる。印字許可書の発行日は申請の受理・印字する日付に準ずる。 
3. CCC 印字許可書の有効期限は、CCC 認証書の有効期限と同一とする。一つの印字許可書を複数の CCC 認証書に適用する場合で、その

中の一部の認証書が一時停止、取消、辞退等の理由で認証書が無効となった場合には、その他の有効な認証書については CCC マークを

継続的に使用することができる。 
4. CCC マークセンターは、CCC 印字許可書の書換え申請を審査及び受理する。原則として、CCC 認証書が有効な場合で印字許可書の有

効期限が 2015 年 1 月 1 日(1 日を含む)以降の印字許可書の書換え申請では、無料で許可書の発行作業を行う。 
5. 印字許可書の書換え申請を行う際に、「中国強制性製品認証印字/成形マーク許可書書換え申請書」の原紙を提出しなければならない。 

二、CCC マーク標準ラベルの回収作業 

通知原文： 
http://www.cnca.gov.cn/y
wzl/rz/qzxcpzl/rzbz/2014
12/t20141229_22548.sht
ml 
 
通知英語原文： 
（2015/1/4 発表） 
http://www.cnca.gov.cn/y
wzl/rz/qzxcpzl/rzbz/2015
01/t20150104_22561.sht
ml 
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1. CCC マークセンター本社及び各地窓口で行う標準ラベル回収作業については、申請企業が購入する窓口で返却手続きを行う。 
2. CCC マークセンター及び各地窓口は標準ラベルの回収申請を受理し審査する。申請資料及び返却数量に問題の無い申請については迅速

に申請者に返金手続きを行う。 
3. 申請企業は、ラベル返却時に以下の資料を提出しなければならない。 

A. CCC 標準ラベル返却申請書 
B. 破損のない CCC 標準ラベル 
C. CCC 標準ラベル購入時のレシート原紙 

★訳者注：上記一、1.項について、原文には 2014 年 1 月 1 日と記載されていますが、CCC マークセンターに確認した結果、2015 年 1 月 1 日が

正しいです。2015 年 1 月 1 日以前に取得された印字許可書については、現在無料で書換え申請を行うことが可能です。2015 年以後は、新規申

請の場合に有料となります。2015 年以後の年間更新申請の受理はありません。書換え申請及び新規申請の場合には JET 国際業務グループ宛にお

問い合わせください。kokusai@jet.or.jp 

CNCA 公告 
2014年45号 

(12/24) 

CNCA は、強制性製品認証対象範囲の説明及び定義表を発表しました。CCC 強制認証の対象品目は合計 20 カテゴリの 158 製品となります。2013
年 30 号公告は、本公告の発表日より失効しました。 
強制的製品認証リストの定義表（2014 年改定版）は、意かの URL をご参照ください。 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201412/W020141224395314953942.pdf 
 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/t
zgg/ggxx/ggxx2014/201
412/t20141224_22499.s
html 
 

CNCA 公告 
2014年40号 

(11/27) 

CNCA は、強制性製品認証対象品目と 2014 年 HS コード対照表を 2014 年 11 月 27 日より発表しました。 
対象表は、以下の URL をご参照ください。 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201411/W020141127566284210109.doc 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/t
zgg/ggxx/ggxx2014/201
411/t20141127_22296.s
html 

CCC 強制認

証実施要求 
12/03 

CCC 製品認証に於いて、政府の関連機関のエネルギー節約、材料節約の技術応用の指導要領に従い、CQC が『低電圧アセンブリ製品 CCC 認

証の TLF 母線（バス）使用上の技術管理ガイド』及び『低電圧アセンブリ製品の TLF 母線の応用ガイド』を公表しました。 
付属書 1：『低電圧アセンブリ製品 CCC 認証の TLF 母線（バス）使用上の技術管理ガイド』 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/12/03/1417554625490693-1417554625610197.docx 
付属書 2:『低電圧アセンブリ製品の TLF 母線の応用ガイド』 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/12/03/1417554625490693-1417554625671549.pdf 

公告原文：
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/xwzx/tzgg/webinf
o/2014/12/14175546254
90693.htm 

CQC 通知 
12/26 

実施規則：CQC33-461296-2014 太陽光発電系統連系システム用蓄電コンバータ

実施規則 

CQC は通知日より左記太陽光発電系統連携シス

テムコンバータ及び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.cn/c
hinese/xwzx/tzgg/webinf
o/2014/12/14195412632
43025.htm 

適用規格：CNCA／CTS0022-2013 太陽光発電系統連系システム用蓄電コンバータ

技術基準 

実施規則：CQC92-461134-2014 風力発電システムの電力特性実施細則 
通知原文： 
 

適用規格：IEC61400-12-1:2005 風力発電システム－第 12-1 部：風力発電システ

ムの電力性能試験 

CQC 通知 
12/24 実施規則：CQC11-464114-2014 「ポータブルタイプ電子機器製品用リチウムイ

オン電池及び電池パックの安全認証実施規則」 
ポータブルタイプ電子機器製品用リチウムイオ

ン電池及び電池パックの安全認証実施規則：

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
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適用規格：GB31241-2014 
Lithium ion cells and batteries used in 
portable electronic equipments―Safety 
requirements 

CQC11-464114-2014、申請カテゴリ：CQC マー

ク任意認証 142003 は改定した。 
適用規格は、従来の；CQC3306-2013 から

GB31241-2014 に改定した。通知日より CQC は

最新版実施規則及び適用規格に従い認証を行う。 

xx/webinfo/2014/12/141
9368678207433.htm 
 

 CQC 通知 
12/2 

CQC マーク任意認証のケイ素発熱部品、赤外線電球（ユバの加熱ランプ）、フィルム状の電熱部品、柔軟性のある加熱部品の安全認証業務を本通

知の公表日より受理開始する。 
製品名：ケイ素発熱部品、赤外線電球（ユバの加熱ランプ）、フィルム状の電熱部品、柔軟性のある加熱部品 
実施規則：CQC11-448315-2014 ケイ素発熱部品安全認証実施規則 
     CQC11-465121-2014 赤外線電球（ユバの加熱ランプ）安全認証実施規則 
     CQC11-448316-2014 フィルム状の電熱部品安全認証実施規則 
     CQC11-448317-2014 柔軟性のある加熱部品安全認証実施規則 
 
適用規格：JB/T10320-2002  家庭及び類似用途の電熱器具用ケイ素発熱部品 
     GB/T 23140-2009 赤外線電球（ユバの加熱ランプ） 
     GB/T 28204-2011 家庭及び類似用途の電熱器具用フィルム状の電熱部品 
     QB/T 2163-2012 電気カーペット、電熱パッド及び類似する柔軟性のある発熱ワイヤ 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/xwzx/tzgg/webinf
o/2014/12/14175546247
32467.htm 

CQC 通知 
11/27 

太陽光発電システム専用ケーブル： 
実施規則：CQC11-463515-2014『太陽光発電システム専用ケーブル安全認証実施規則』 
適用規格：CQC1102-2013『太陽光発電システム専用ケーブル製品認証技術基準』 
 

CQC マーク任意認証の左記実施規則及び適用規

格が改定された。 
改定内容は以下の通り： 
1、 CQC11-463515-2014  
① 有効期限は、3 年に修正した 
② 更新申請の要求を追加した 
③ CQC 金太陽認証マークを追加した 
④ 『製品認証の適合性声明』の要求事項を追加

した 
2、 CQC11-463414-2014 
① 有効期限は、3 年に修正した 
② 更新申請の要求を追加した 
③ 『製品認証の適合性声明』の要求事項を追加

した 
本通知の公表日より、最新版適用規格で認証を行

います。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2014/11/1417
035808251194.htm 
 

定格電圧 300/500V 以下の LSZH 熱可塑性混合物絶縁及びシース付きケーブル： 
実施規則：CQC11-463414-2014『定格電圧 300/500V 以下の LSZH 熱可塑性混合物絶縁及び

シース付きケーブル安全認証実施規則』 
適用規格：CQC1303-2013『太陽光発電システム専用ケーブル製品認証技術基準』 
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CQC 通知 
11/27 

実施規則： 
CQC13-463514-2
011 

実施規則： 
CQC13-463514-2014 

『風力発電用耐ねじりフレキシブルケーブル任

意認証実施規則』 

CQC マーク任意認証の適用規格：

GB/T29631-2013 は、2013 年 7 月 19 日発表し、

2013 年 12 月 2 日から実施開始した。適用規格の

変更に応じて、CQC 任意認証の実施規則

CQC13-463514 は、2014 年版に更新した。 
本通知の公表日より、最新版適用規格で認証を行

います。旧版規格から最新版規格への書換え申請

は、試験を伴なう。 
最新版実施規則への更新申請は、製造業者が、次

回の定期工場調査完了前まで更新申請を提出しな

ければならない。適用規格の版上げ申請及び認証

書の書換え申請は、2015 年 11 月 26 日前までに完

了しなければならない。期限を過ぎても新規格へ

の切替えが完了していない場合、認証書は一時停

止とする。2016 年 11 月 26 日前までに認証書の書

換えは完了しない場合、認証書を取消す。 
上記適用規格の更新と合わせて、実施規則は以下

の内容を改定した。 
① 適用規格は GB/T29631-2013 に更新した 
② 認証書の有効期限は、3 年に修正した 
③ 定期抜取試験の要求を修正した 
④ 更新申請の要求を追加した 
⑤ 『製品認証の適合性声明』の要求事項を追加

した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2014/11/1417
035807969271.htm 
 

 適用規格： 
GB/T 29631-2013 

定格電圧 1.8/3kV の風力発電用耐ねじりフレキ

シブルケーブル 
Flexible and torsion resistant cables of rated 
voltages up to and including 1.8/3 kV for wind 
turbine 

 

CNCA 公告 
2014年 40号 

 

CCC 強制性製品認証目録製品と 2014 年 HS コード対照表を発表しました。 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201411/W020141127566284210109.doc 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/tz
gg/ggxx/ggxx2014/20141
1/t20141127_22296.shtm
l 

 

CQC 通知 
11/27  

実施規則
CQC33-461239-2013 

『太陽光発電システム用系統連携インバーター

認証実施規則』 

 

CQCマーク任意認証の実施規則 CQC33-461239-2013
の改定版を発表されました。 

改定内容は、適用規格 CNCA/CTS0006-2010の追加の

みです。申請者は、必要に応じて、適用規格の選定

が可能です。この実施規則の修正は、認証書の変更

及び書換え等の手続きが不要です。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/11/141703
5807924192.htm 
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http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1417035807969271.htm
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201411/W020141127566284210109.doc
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201411/t20141127_22296.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201411/t20141127_22296.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201411/t20141127_22296.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201411/t20141127_22296.shtml
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1417035807924192.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1417035807924192.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1417035807924192.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1417035807924192.htm
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CQC 通知 
11/25 

実施規則： 
QC31-439137-20
10 

実施規則： 
CQC31-439137-2014 『水熱ヒートポンプ省エネ認証実施規則』 

CQC マーク任意認証の適用規格：

GB30721-2014 は、2014 年 6 月 9 日発表され、2015
年 4 月 1 日から実施開始した。適用規格の変更に応

じて、CQC任意認証の実施規則CQC31-439137は、

2014 年版に更新した。 
本通知の公表日より、最新版適用規格で認証を行な

う。旧版規格から最新版規格への書換え申請は、試

験を伴なう。 
最新版実施規則への更新申請は、製造業者が、次回

の定期工場調査完了前まで更新申請を提出しなけ

ればならない。適用規格の版上げ申請及び認証書の

書換え申請は、2016 年 4 月 1 日前までに完了しな

ければならない。期限を過ぎても新規格への切替え

が完了していない場合、認証書は一時停止とする。

2016 年 7 月 1 日前までに認証書の書換えは完了し

ない場合、認証書を取消す。 
上記適用規格の更新と合わせて、実施規則は以下の

内容を改定した。 
⑥ 適用規格は、CQC3123-2010 から

GB30721-2014 版に更新した 
⑦ 適用範囲を修正した 
⑧ 試験根拠及び試験要求事項を修正した 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/11/141686
2907536935.htm 
 
適用規格の相違点内容： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/11/25
/1416862907536935-141
6862907624675.doc 
 適用規格： 

CQC3123-2010 
適用規格： 
GB30721-2014  

『水熱（地熱）ヒートポンプのエネルギー消費効

率限定値およびエネルギー消費効率レベル』 

CQC 通知 
11/25 JB/T 10216-2000 JB/T 10216-2013 

電気制御及び配電用ケーブルサポートシステム 
Cable support system for electric control 
distribution 

CQC マーク任意認証の適用規格：JB/T 10216-2013
は、2013 年 12 月 31 日発表され、2014 年 7 月 1
日から実施開始した。 
本通知の公表日より、最新版適用規格で認証を行な

う。旧版規格から最新版規格への書換え申請は、試

験を伴なう。適用規格の版上げ申請及び認証書の書

換え申請は、2015 年 7 月 1 日前までに完了しなけ

ればならない。期限を過ぎても新規格への切替えが

完了していない場合、認証書は一時停止とする。

2015 年 12 月 31 日前までに認証書の書換えは完了

しない場合、認証書を取消します。 
上記適用規格の更新と合わせて、実施規則は以下の

内容を改定した。 
① 適用規格は、JB/T 10216-2000 版から

JB/T 10216-2013 版に変更した 
② 指定試験の内容を追加した 
③  認証書の有効期限は、４年から長期有効に修正

した 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/11/141686
2897702126.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1416862907536935.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1416862907536935.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1416862907536935.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1416862907536935.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/11/25/1416862907536935-1416862907624675.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/11/25/1416862907536935-1416862907624675.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/11/25/1416862907536935-1416862907624675.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/11/25/1416862907536935-1416862907624675.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1416862897702126.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1416862897702126.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1416862897702126.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1416862897702126.htm
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④ 定期確認検査試験の頻度は、ロット毎或いは２

年に少なくとも１回実施すると修正した 
⑤ 更新申請の規定を削除した 

CQC 通知 
11/25 

CQC マーク任意認証の風力発電機シリーズ製品認証業務を本通知の公表日より受理を開始する。 
1、製品名：風力発電機用非同期発電機 
実施規則：CQC34-461123-2014 風力発電機用非同期発電機実施規則 
適用規格： 
GB/T19071.1-2003  Asynchronous generator for wind turbine generator systems—Part 1:Technical condition 
GB/T19071.2-2003  Asynchronous generator for wind turbine generator systems—Part2:Test method 
GB/T23479.1-2009  Wind turbine—Double-fed asynchronous generator—Part 1:Technical specification 
GB/T23479.2-2009  Wind turbine—Double-fed asynchronous generator—Part 2:Testing methods 
2、風力発電機用同期発電機 
実施規則：CQC34-461124-2014 風力発電機用低速度永久磁石同期発電機実施規則 
適用規格： 
GB/T25389.1-2010  Wind turbine low-speed permanent magnet synchronous generator—Part 1:Technical conditions 
GB/T25389.2-2010  Wind turbine low-speed permanent magnet synchronous generator—Part 2:Testing methods 
3、 風力発電機用ギアボックス 
実施規則：CQC34-461314-2014  風力発電機用ギアボックス実施規則 
適用規格：GB/T19073-2008  Gearbox of wind turbine generator system 
4、風力発電機用制御装置 
実施規則：CQC34-461297-2014 風力発電機用制御装置実施規則 
適用規格： 
GB/T19069-2003  Technical condition for electrical controller of wind turbine generator systems 
GB/T19070-2003  Test method for electrical controller of wind turbine generator systems 
5、風力発電機用フルパワーコンバータ 
実施規則： CQC34-461298-2014 風力発電機用フルパワーコンバータ実施規則 
適用規格： 
GB/T25387.1-2010  Full-power converter of wind turbine generator systems—Part 1:Technical condition 
GB/T25387.2-2010  Full-power converter of wind turbine generator systems—Part 2:Test method 
6、風力発電機用ダブル給電コンバータ 
実施規則： CQC34-461299-2014 風力発電機用ダブル給電コンバータ実施規則 
適用規格： 
GB/T25388.1-2010  Double-fed converter of wind turbine generator system—Part 1:Technical condition 
GB/T25388.2-2010  Double-fed converter of wind turbine generator system—Part 2:Test method 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/11/1416862906660
259.htm 
 

 CQC 通知 
11/15 

CQC マーク任意認証の電気自動車充電システム用ケーブルの安全認証業務を本通知の公表日より受理開始する。 
製品名：電気自動車充電システム用ケーブル 
実施規則：CQC11-463426-2014  電気自動車充電システム用ケーブル実施規則 
適用規格： 

  CQC1103-2014：《電気自動車充電システム用ケーブル技術基準 第 1 部分 共通要求事項》 
  CQC1104-2014：《電気自動車充電システム用ケーブル技術基準 第 2 部分 交流充電システム用ケーブル》 

        CQC1105-2014：《電気自動車充電システム用ケーブル技術基準 第 3 部分 直流充電システム用ケーブル》 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/11/1416171695281
432.htm 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416862906660259.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416862906660259.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416862906660259.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416862906660259.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416171695281432.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416171695281432.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416171695281432.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416171695281432.htm
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 CQC 通知 
11/15 

CQC マーク任意認証の家庭及び類似用途の電気製品－空気清浄器安全及び EMC、除菌、浄化、省エネ、環境認証業務を本通知の公表日より受理開

始する。 
  製品名：空気清浄器 
  実施規則：CQC64-448157-2014 家庭及び類似用途の電気製品－空気清浄器安全及び EMC、除菌、浄化、省エネ、環境認証 

適用規格： 
1）GB4706.1-2005 《家庭及び類似用途の電気製品の安全要求事項 第一部分：共通要求》 IDT: IEC 60335-1:2004(Ed4.1)  Household and 

similar electrical appliances—Safety—Part 1:General requirements 
   2）GB4706.45-2008 《家庭及び類似用途の電気製品の安全要求事項 空気清浄器の個別要求事項》 IDT: IEC 60335-2-65:2005(Ed2.0)  

Household and similar electrical appliances—Safety—Particular requirements for air-cleaning appliances 
   3）GB4343.1-2009 《家庭用電気製品、電動工具及び類似器具の電磁両立性 EMC 要求 第一部分：エミッション》 IDT: CISPR 14-1:2005  

Electromagnetic compatibility—Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus—Part 1:Emission 
   4）GB4343.2-2009 《家庭用電気製品、電動工具及び類似器具の電磁両立性 EMC 要求 第二部分：イミューニティ》 IDT: CISPR 14-2(Ed.1.2):2008  

Electromagnetic compatibility—Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus—Part 2:Immunity 
   5）GB17625.1-2012 《電磁両立性 EMC 限度値−１相当たりの入力電流≤16A）》 IDT: IEC 61000-3-2:2009＋Cor.1(第 3.2 版)  

Electromagnetic compatibility—Limits—Limits for harmonic current emissions(equipment input current ≤16 A per phase) 
    6）GB17625.2-2007 《EMC 限度値− 1 相当り 16A 以下の定格電流を持ち、かつ、条件付接続に左右されない装置用の公共低電圧電源系統におけ

る電圧変化、電圧変動及びフリッカの限度》 IDT: IEC 61000-3-3:2005 Electromagnetic compatibility (EMC)—Limits—Limitation of 
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per 
phase and not subject to conditional connection 

   7) GB/T18801-2008 《空気清浄器》 Air Cleaner 
   8) GB21551.1-2008 《家庭及び類似用途の電気製品の抗菌、除菌、清浄機能 共通要求事項》 General requirement of antibacterial and 

cleaning function for household and similar electrical appliances 
   9) GB21551.3-2010 《家庭及び類似用途の電気製品の抗菌、除菌、清浄機能の個別要求事項》 注：オプションの発生部品について、GB 4706.45

の第 6、20、21、25、27 項に適用しない。 Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical appliances—Particular 
requirements of air cleaner 

本通知公表日より、旧実施規則 CQC12-448153-2009 空気清浄器の安全及び EMC 認証実施規則、CQC16-448156-2013 家庭及び類似用途の電

気製品－空気清浄器除菌、浄化認証実施規則は、最新版のCQC64-448157-2014に代替する。旧版実施規則で取得した安全及びEMCの任意認証書

及び除菌任意認証から最新版への書換え申請は、試験不要、書類審査のみとなります。旧版の浄化認証書から最新版への書換え申請は、PM2.5 の空

気清浄機能の追加試験が要求される。 
認証書の書換え申請は、2015 年 11 月 15 日前までに完了しなければならない。期限を過ぎても新規格への切替えが完了していない場合、認証

書は一時停止とする。2016 年 3 月 1 日前までに認証書の書換えは完了しない場合、認証書を取消します。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/11/1416171692877
895.htm 
 

CQC 通知 
11/04 JB/T 9663-1999 JB/T 9663-2013 『低電圧無効電力自動補償コントローラ』 

CQC マーク任意認証の適用規格：JB/T 9663-2013
は、2013 年 12 月 31 日発表され、2014 年 7 月 1
日から実施開始した。 
本通知の公表日より、最新版適用規格で認証を行

う。旧版規格から最新版規格への書換え申請は、試

験を伴なう。適用規格の版上げ申請及び認証書の書

換え申請は、2015 年 7 月 1 日前までに完了しなけ

ればならない。期限を過ぎても新規格への切替えが

完了していない場合、認証書は一時停止とする。

2015 年 12 月 31 日前までに認証書の書換えは完了

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/11/141504
8510882368.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416171692877895.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416171692877895.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416171692877895.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1416171692877895.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1415048510882368.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1415048510882368.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1415048510882368.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/11/1415048510882368.htm
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しない場合、認証書を取消します。 
上記適用規格の更新と合わせて、実施規則は以下の

内容を改定した。 
① 適用規格は、 JB/T 9663-1999 版から

JB/T 9663-2013 に修正 
② 適用範囲は拡大した 
③ 申請単位の区分規定を修正した 
④ 更新時の審査要求を修正した 
⑤ 認証書の有効期限は、4 年から 5 年に変更した 

CQC 通知 
11/04 

CQC12-461237-2
009 

CQC12-461237-2009
（改定版） 

『家庭及び類似用途の電気機器外部接続電源ア

ダプタ、充電器及び内蔵スイッチング電源安全及

び EMC 認証実施規則』 

CQC マーク任意認証の実施規則－家庭及び類似用

途の電気機器外部接続電源アダプタ、充電器及び内

蔵スイッチング電源安全及び EMC 認証実施規則の

改定を行った。 
改定内容： 
プラグインタイプの電源アダプタ或いは充電器に

対し、GB2099.1-2008『家庭及び類似用途のプラグ

ソケット 第一部分 共通要求事項』を追加した。 
本通知の公表日より家庭及び類似用途の電気機器

外部接続電源アダプタ、充電器及び内蔵スイッチン

グ電源製品は、新しい実施規則に従い行う。 
認証書の書換え申請は、試験を伴います。手続きは、

2015 年 12 月 31 日前までに完了しなければならな

い。期限を過ぎても新規格への切替えが完了してい

ない場合、認証書は一時停止とする。2016 年 6 月

30 日前までに認証書の書換えは完了しない場合、

認証書を取消す。 
非プラグインタイプの電源アダプタ或いは充電器

の認証書について、書換え申請が不要とする。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/11/141504
8508116040.htm 

 CQC 通知 
11/03 

CQC マーク任意認証の高圧分路コンデンサ装置安全認証業務を本通知の公表日より受理開始する。 
  製品名：高圧分路コンデンサ装置 
  CQC 実施規則：CQC11-462145-2014  高圧分路コンデンサ装置安全認証実施規則 
  適用規格： 
  DL/T604-2009 高圧分路コンデンサ装置使用時の技術条件 
  JB/T7111-1993 高圧分路コンデンサ装置 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/11/1415048510034
872.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1415048510034872.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1415048510034872.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1415048510034872.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1415048510034872.htm
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CQC 通知 
11/02 

CQC マーク任意認証の風力発電ユニット認証業務を本通知の公表日より受理開始する。 
製品名称：風力発電ユニット 
CQC 実施規則：CQC13-461133-2013  風力発電ユニット認証実施規則』 
適用規格：  
GB/Z 25458-2010 風力発電ユニット適合性認証実施規則及びプロセス NEQ: IEC WT 01:2001  Rules and procedures for conformity testing 

and certification of wind turbine generator system 
GB 18451.1-2012 風力発電ユニット 設計要件 IDT: IEC 61400-1:2005  Wind turbine generator systems—Design requirements 
GB/T 18451.2-2012 風力発電ユニット系統連系風車の性能計測方法 IDT: IEC 61400-12-1:2005  Power performance measurements of 

electricity producing wind turbines 
GB/T 20320-2013 風力発電ユニット 系統連系風車の電力品質特性の測定及び評価 IDT: IEC 61400-21:2008  Measurement and assessment of 

power quality characteristics of wind turbines generator systems 
GB/T 22516-2008 風力発電ユニット 騒音測定方法 IDT: IEC 61400-11:2002  Acoustic noise measurement techniques of wind turbine 

generators systems 
GB/Z 25426-2010 風力発電ユニット 機械的荷重の計測方法 MOD: IEC TS 61400-13:2001  Wind turbine generator systems measurement of 

mechanical loads 
 

通知原文：
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/11/1414876322124
378.htm 
 
 

CQC 通知 
10/31  実施規則： 

CQC31-465192-2014 
『汎用照明器具用無指向性セルフバラスト式

LED 灯省エネ認証実施規則』 

汎用照明器具用無指向性セルフバラスト式 LED 灯

の性能要求事項の GB/T 24908-2014 年版は、2014
年 9 月に発表され、CQC は最新版適用規格に従い、

汎用照明器具用無指向性セルフバラスト式 LED 灯

省エネ認証の実施規則の修正を行います。 
2014 年 11 月 15 日より、CQC31-465192-2014 に

従い、認証を実施開始とする。2014 年 11 月 14 日

前までに認証取得した製品について、最新版実施規

則への更新申請は、製造業者が、次回の定期工場調

査完了前まで更新申請を提出しなければならない。

認証書の書換えは、2015 年 11 月 14 日前までに完

了しなければならない。期限を過ぎても新規格への

切替えが完了していない場合、認証書は一時停止と

する。2016 年 2 月 14 日前までに認証書の書換えは

完了しない場合、認証書を取消します。 
実施規則の改定内容は、以下の通り： 
① 適用範囲は修正した。 
② 4.1 の適用規格を修正した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/10/141504
8509202096.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1414876322124378.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1414876322124378.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1414876322124378.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/11/1414876322124378.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1415048509202096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1415048509202096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1415048509202096.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1415048509202096.htm
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適用規格： 
CQC3130-2011 

適用規格： 
 GB/T 24908-2014 

『汎用照明器具用無指向性セルフバラスト式

LED 灯性能要求』 

③ 5.1.2 のサンプル数の要求、提出サンプルの代

表モデルの要求は、色温度の最も低いもの、消

費電力の最大のものに修正した。 
④ 5.2.1 の適用規格を修正した。 
⑤ 5.2.2 試験項目及び試験要求は、

GB/T24908-2014 の要求に従い、早期失効、色

の不均等性の試験項目を追加し、色度公差、初

期彩度、定格平均寿命、標記等は、

GB/T24908-2014 に準じて修正した。初期発光

効果を GB30255-2013 に従い試験すると修正

した。光バイオリアクターの安全性から青色光

の危険性に修正し、0 類或いは I 類製品のみ受

け入れると変更した。 
⑥ 5.2.3 試験時間枠を修正した。 
⑦ 6.1.1 の表 3 を修正した。 
⑧ 8.4 定期抜取検査の試験項目の内、初期彩度試

験から色度公差試験に変更した。 
⑨ 重要部品材料リストから整流ダイオード及び

電力半導体デバイスを削除した。 

CQC 通知 
10/31 

CQC 省エネ任意認証、安全及び EMC 認証について、以下の新規認証を本通知の公表日より受理を開始する。 
① 製品名称：ダブルキャップ LED ランプ 

CQC 実施規則：CQC31-465197-2014 『ダブルキャップ LED ランプ省エネ認証実施規則』 
適用規格：CQC 3148-2014『ダブルキャップ LED ランプ省エネ認証技術基準』 

② LED フラットタイプ照明器具 
CQC 実施規則：CQC31-465317-2014 『LED フラットタイプ照明器具省エネ認証実施規則』 
適用規格：CQC3147-2014 『LED フラットタイプ照明器具省エネ認証技術基準』 

③ ダブルキャップ LED ランプ 
CQC 実施規則：CQC12-465196-2014  『ダブルキャップ LED ランプ安全及び EMC 認証実施規則』 
適用規格：CQC 1106-2014『ダブルキャップ LED ランプ安全及び EMC 認証技術基準』 

通知原文：
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/10/1414702912752
398.htm 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1414702912752398.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1414702912752398.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1414702912752398.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1414702912752398.htm
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CQC 通知 
10/31 

 実施規則： 
CQC31-465131-2013 

『汎用照明器具用セルフバラスト式蛍光灯省エ

ネ認証実施規則』 

汎用照明器具用セルフバラスト式蛍光灯の性能要

求事項の GB/T17263-2013 年版は、2013 年 12 月

17 日に発表し、2014 年 11 月 1 日より実施開始し

た。 
CQC は、汎用照明器具用セルフバラスト式蛍光灯

省エネ認証実施規則 CQC31-465131-2013 を改定

した。 
2014 年 11 月 1 日より、最新版適用規格に従い申請

の受理及び認証書の発行を行う。 
最新版規格への更新申請は、製造業者が、次回の定

期工場調査完了前まで更新申請を提出しなければ

ならない。 
適用規格の更新は、試験を伴います。試験室は、最

新版の適用規格に従い、製品の確認（型番の定義方

法、マーク、早期失効等）及び試験（開閉回数）を

行う。 
適用規格の更新及び認証書の書換えは、2015 年 11
月 1 日前までに完了しなければならない。期限を過

ぎても新規格への切替えが完了していない場合、認

証書は一時停止とする。2016 年 2 月 1 日前までに

認証書の書換えは完了しない場合、認証書を取消し

ます。 
実施規則の改定内容は、以下の通り： 
⑩ 適用規格を更新した。 
⑪ GB/T17263-2013 に従い、申請単位を規定する

区分表１を修正した。 
⑫ 4.2.2 の提出資料リストを修正した。 
⑬ 適用規格の要求に従い、試験サンプルの代表モ

デル数量及び 4.3.2.2 の試験項目と要求を修正

した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/10/141515
1785389682.htm 
 
適用規格の変更内容： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/11/05
/1415151785389682-141
5151792744286.doc 
 

適用規格： 
GB/T 17263-2002 

適用規格： 
 GB/T 17263-2013 

『汎用照明器具用セルフバラスト式蛍光灯性能

要求』 

CNCA 公告 
2014年 36号 

中国国家認証認可監督管理委員会（CNCA）公告 
国家認管委 2014 年第 36 号公告 

『強制製品認証マーク発行管理業務改革の関連事項に関する国家認証認可監督管理委員会公告』 
 

 強制製品認証制度の改革深化を全面的に推進し、強制製品認証マーク（以下「CCC マーク」という）の管理を完全なものとし、企業にとっての利

便性を向上させるため、『強制製品認証管理規定』、『強制製品認証マーク管理規則』の規定に基づき、CNCA は CCC マーク発行管理業務に対し調整

を行うことを決定した。ここに関係事項を下記のとおり公告する。 
一、CCC マーク印字/成型許可書の有効期限調整 
 『中国強制製品認証マーク印字/成型許可書』（以下「CCC マーク許可書」という）の有効期間を、現行の 1 年間有効から、対応する強制製品認証

書の有効期間に同じとなるよう調整する。 

公告原文：  
http://www.cnca.gov.cn/tz
gg/ggxx/ggxx2014/20141
0/t20141028_21999.shtm
l 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1415151785389682.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1415151785389682.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1415151785389682.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1415151785389682.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/11/05/1415151785389682-1415151792744286.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/11/05/1415151785389682-1415151792744286.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/11/05/1415151785389682-1415151792744286.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/11/05/1415151785389682-1415151792744286.doc
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201410/t20141028_21999.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201410/t20141028_21999.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201410/t20141028_21999.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201410/t20141028_21999.shtml
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 本公告の公布前に取得し、かつ有効期間内にある CCC マーク許可書については、引き続き有効とする。CCC マーク許可書の所有者は、元の CCC
マーク許可書の有効期限日前に CCC マーク発行管理センターに申請を提出すれば、CCC マーク発行管理センターは直ちに認証書と同じ有効期間の

CCC マーク許可書へ書き換えを行う。 
二、CCC 標準仕様マークの回収業務の整備 
 認証取得企業に不用となった CCC 標準仕様マークが残っている場合、企業は CCC 標準仕様マークを CCC マーク発行管理センターに返却するこ

とができる。CCC マーク発行管理センターは、返却されたマークのサイズと数量に基づき、企業に対し関連の費用を返却する。 
三、CCC マーク印字/成型許可書の印章の仕様を調整 
 調整後の印章の仕様と押印の方式は下記のとおり。 

 
 本公告は 2015年 1 月 1日より施行する。 

CQC 通知 
10/13 

実施規則： 
CQC31-448172-2
009 

実施規則： 
CQC31-448172-2014 『家庭用電磁調理器の省エネ認証施規則』 

家庭用電磁調理器省エネ認証技術基準の

GB21456-2014 は、2014 年 4 月 28 日発表、2015
年 1 月 1 日より実施開始する。家庭用電磁調理器の

省エネ認証実施規則 CQC31-448172-2009 版を修

正し、CQC31-448172-2014 に更新した。 
 
本通知の公表日より、最新版適用規格で認証を実施

し、最新版規格の認証書を発行する。 
 
最新版規格への更新申請は、本通知の公表日より受

付を開始し、製造業者が、次回の定期工場調査完了

前まで更新申請を提出しなければならない。 
適用規格の更新は、試験を伴います。 
適用規格の更新及び認証書の書換えは、2015 年 10
月 1 日前までに完了しなければならない。期限を過

ぎても新規格への切替えが完了していない場合、認

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/10/141323
4130999878.htm 
 
適用規格相違点内容： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/10/1
4/1413234130999878-14
13234131164217.doc 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1413234130999878.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1413234130999878.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1413234130999878.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1413234130999878.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/14/1413234130999878-1413234131164217.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/14/1413234130999878-1413234131164217.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/14/1413234130999878-1413234131164217.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/14/1413234130999878-1413234131164217.doc
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適用規格： 
GB21456-2009 

適用規格：
GB21456-2014 

『家庭用電磁調理器のエネルギー消費効率限定

値およびエネルギー消費効率レベル－Minimum 
allowable values of the energy efficiency and 
energy efficiency grades for household induction 
cookers』 
★訳者注：強制性行政許可のエネルギー効率ラベ

ルの登録製品について、適用規格の年版更新手続

きも必要です。 

証書は一時停止とする。2016 年 1 月 1 日前までに

認証書の書換えは完了しない場合、認証書を取消し

ます。 
実施規則の改定内容は、以下の通り： 
① 適用規格更新した。 
② 適用範囲を修正した。 
③ 試験根拠及び要求を修正した。 
適用規格の変更点： 
① 適用範囲：一つまたは複数の加熱ユニットに使

用し、個々の加熱ユニットの定格消費電力は

700W～3500W の電磁調理器に修正した。 
② GB4706.14, GB4706.22、GB4706.29 を引

用した。 
③ 技術要求の第 4.1 及び第 4.2 項熱効率及び待機

状態消費電力値を改定した。 
 

CQC 通知 
10/8 

実施規則： 
CQC31-461235-2
009 

実施規則： 
CQC31-461235-2014 

『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』 

マイクロコンピュータ用スイッチング電源省エネ

認証技術基準の CQC3112-2014 は、2014 年 10 月 8
日発表、2014 年 12 月 1 日より実施開始する。マイ

クロコンピュータ用スイッチング電源省エネ認証

実施規則の CQC31-461235-2009 版を修正され、

CQC31-461235-2014 に更新した。 
 
最新版規格への更新申請は、本通知の公表日より受

付可能です。更新申請は、試験を伴います。認証書

の有効期限の変更がありません。 
適用規格の更新及び認証書の書換えは、2015 年 5
月 31 日前までに完了しなければならない。期限を

過ぎても新規格への切替えが完了していない場合、

認証書は一時停止とする。2015 年 8 月 31 日前まで

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/10/141271
5780146532.htm 
 
適用規格の相違点 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/10/0
8/1412715780146532-14
12715780280959.doc 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1412715780146532.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1412715780146532.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1412715780146532.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1412715780146532.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/08/1412715780146532-1412715780280959.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/08/1412715780146532-1412715780280959.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/08/1412715780146532-1412715780280959.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/08/1412715780146532-1412715780280959.doc
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技術基準： 
CQC3112-2009 

 
技術基準： 
CQC3112-2014 

『マイクロコンピュータ用スイッチング電源省

エネ認証技術基準』 

に認証書の書換えは完了しない場合、認証書を取消

されます。 
実施規則の変更内容は、以下の通り： 
① 技術基準は、CQC3112-2009 から

CQC3112-2014 に修正した 
② 工場の品質管理試験要求事項の内容を修正し

た。 
③ 複数の製造事業者の場合、定期工場調査の日数

要求を修正した。 
技術基準の修正内容： 
① 無負荷状態の定義を追加した 
② 動作時の効率値（指標）要求を修正し、効率因

数値要求を追加した。 
③ ＋5Vsb 出力の無いスイッチング電源の無負荷

効率値の要求を追加した。 

CQC 通知 
9/30 

 

GB21521-2008 
GB25956-2010 GB21521-2014 

コピー機、プリンタ及びファクス機のエネルギー

消費効率限定値およびエネルギー消費効率レベ

ル 
Minimum allowable values of energy efficiency 
and energy efficiency grades for copy 
machines,printers and fax machines 
 
★訳者注：強制性行政許可のエネルギー効率ラベ

ルの登録製品について、適用規格の年版更新手続

きも必要です。 

GB21521-2014年版は、2014年 4月 28日発表され、

2015 年 1 月 1 日から実施開始する。旧版規格の

GB21521-2008 コピー機及び GB25956-2010 プリ

ンタ、ファックス及び複合機のエネルギー消費効率

限定値およびエネルギー消費効率レベル規格は、

GB21521-2014 の実施より廃止する。また、コピー

機の実施規則 CQC31-451412-2009 及び

CQC31-452627-2010 を廃止し、修正版として

CQC31-452627-2014『コピー機、プリンタ、ファ

クス、複合機の省エネ認証実施規則』に更新し、発

表した。 
 
本通知公表日より、2014 年 12 月 31 日前までに、

GB 21521-2014 或いは旧版規格の何れで省エネ認

証を申請することができる。2015 年 1 月 1 日より、

最新版規格のみで認証を実施する。 
最新版規格への更新申請は、本通知の公表日より受

付可能です。更新申請は試験を伴います。認証書の

有効期限の変更はありません。 
適用規格の更新及び認証書の書換えは、2015 年 5
月 31 日前までに完了しなければなりません。期限

を過ぎても新規格への切替えが完了していない場

合、認証書は一時停止とする。2015 年 8 月 31 日前

までに認証書の書換えは完了しない場合、認証書を

取消します。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/10/141271
5769037568.htm 
 
適用規格の相違点（中文） 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/10/0
8/1412715769037568-14
12715769603489.doc 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1412715769037568.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1412715769037568.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1412715769037568.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/10/1412715769037568.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/08/1412715769037568-1412715769603489.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/08/1412715769037568-1412715769603489.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/08/1412715769037568-1412715769603489.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/08/1412715769037568-1412715769603489.doc
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CQC 通知 
9/15 GB20943-2007 GB20943-2013 

「シングル出力式 AC-DC 及び AC-AC 外部電源

エネルギー消費効率限定値およびエネルギー消

費効率レベル」 
Minimum allowable values of energy efficiency 
and evaluating values of energy conservation for 
single voltage external AC-DC and AC-AC power 
supplies 

GB20943-2013 版は、2014 年 9 月 1 日実施開始し、

PC モニター、スキャナー、フラット型 TV、デジタ

ル TV 受信機、インターネット交換機、ブロードバ

ンドアクセス端末機器等の省エネ認証の適用規格

及び認証実施規則の要求に従い、外部電源を利用す

る場合、外部電源は、GB20943-2013 の評価基準に

適合する必要があります。 
本通知公表日より、上記完成品の製造業者が、次回

の定期工場調査完了前までに製品に使用する外部

電源に対し、GB20943-2013 に適合するかを確認す

る必要があります。電源の製造業者は適用規格の最

新版への更新申請を行わなければならない。適用規

格の更新及び認証書の書換えは、2015 年 6 月 1 日

前までに完了しなければならない。期限を過ぎても

新規格への切替えが完了していない場合、認証書は

一時停止とする。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/09/141072
8501490926.htm 

CQC 公告 
9/01 
↓ 

9/05 

実施規則：CNCA-C08-01:2004 
CQC 実施細則：CQC-C0801-2014 

強制性製品認証実施細則 音響設備：
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/02/1409618826324831-1409618826554252.pdf 公告原文：

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/09/1409618826324
831.htm 

実施規則：CNCA-C09-01:2004 
CQC 実施細則：CQC-C0901-2014 

強制性製品認証実施細則 情報処理機器 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/02/1409618826324831-1409618835597971.pdf 

実施規則：CNCA-C16-01:2004 
CQC 実施細則：CQC-C1601-2014 

強制性製品認証実施細則 通信端末設備 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/02/1409618826324831-1409618829724421.pdf 

実施規則：CNCA-C07-01:2004 
CQC 実施細則：CQC-C0701-2014 

強制性製品認証実施細則 家庭及び類似用途の設備 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/24/1409518892070749-1411506315986183.pdf 

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/09/1409518892070
749.htm 

実施規則：CNCA-C21-01:2004 
CQC 実施細則：①CQC-C2101-2014 
       ②CQC-C2102-2014 

① 強制性製品認証実施細則 装飾内装製品
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/03/1409691715080506-1409691715304047.pdf 

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/09/1409691715080
506.htm 

② 強制性製品認証実施細則 タイル製品： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/03/1409691715080506-1409691715370228.pdf 

実施規則：CNCA-C13-01:2004 
CQC 実施細則：CQC-C1301-2014 

強制性製品認証実施細則 安全ガラス 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/03/1409642623992653-1409691714408342.pdf 

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/09/1409642623992
653.htm 

実施規則：CNCA-C10-01:2004 
CQC 実施細則：CQC-C1001-2014 

強制性製品認証実施細則 照明器具 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409691715871447-1409864509481021.pdf 

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/09/1409691715871
447.htm 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/02/1409618826324831-1409618826554252.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409618826324831.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409618826324831.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409618826324831.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409618826324831.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/02/1409618826324831-1409618835597971.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/02/1409618826324831-1409618829724421.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/24/1409518892070749-1411506315986183.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409518892070749.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409518892070749.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409518892070749.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409518892070749.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/03/1409691715080506-1409691715304047.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409691715080506.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409691715080506.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409691715080506.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409691715080506.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/03/1409691715080506-1409691715370228.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/03/1409642623992653-1409691714408342.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409642623992653.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409642623992653.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409642623992653.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409642623992653.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409691715871447-1409864509481021.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409691715871447.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409691715871447.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409691715871447.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409691715871447.htm
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実施規則：CNCA-C04-01:2004 
CQC 実施細則：CQC-C0401-2014 

強制性製品認証実施細則 小電力モーター 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/09/1410210122686633-1410210123200882.pdf 

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/09/1410210122686
633.htm 

実施規則：CNCA-C05-01:2004 
CQC 実施細則：CQC-C0501-2014 

強制性製品認証実施細則 電動工具 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864509647441-1409864509813156.pdf 

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/09/1409864509647
441.htm 

実施規則：CNCA-C06-01:2004 
CQC 実施細則：CQC-C0601-2014 

強制性製品認証実施細則 溶接機 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864509898551-1409864510063159.pdf 
 

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/09/1409864509898
551.htm 

  

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/09/1410210122686633-1410210123200882.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1410210122686633.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1410210122686633.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1410210122686633.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1410210122686633.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864509647441-1409864509813156.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864509647441.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864509647441.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864509647441.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864509647441.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864509898551-1409864510063159.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864509898551.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864509898551.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864509898551.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864509898551.htm
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実施規則：CNCA-C02-01:2004 
① CQC 実施細則：CQC-C0201.01-2014 
② CQC 実施細則：CQC-C0201.02-2014 
③ CQC 実施細則：CQC-C0201.03-2014 
④ CQC 実施細則：CQC-C0201.04-2014 
⑤ CQC 実施細則：CQC-C0201.05-2014 
⑥ CQC 実施細則：CQC-C0201.06-2014 
⑦ CQC 実施細則：CQC-C0201.07-2014 
⑧ CQC 実施細則：CQC-C0201.08-2014 

強制性製品認証実施細則 

① CQC-C0201.01-2014 強制性認証実施細則 電気附属-コードセット 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510261077.pdf 

② CQC-C0201.02-2014 強制性認証実施細則 電気付属品-家庭及び類似用途のプラグ、ソケット 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510211554.pdf 

③ CQC-C0201.03-2014 強制性認証実施細則 電気付属品-家庭及び類似用途の固定式電気装置の開

閉器
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510310449.pdf 

④ CQC-C0201.04-2014 強制性認証実施細則 電気付属品-工業用プラグ、ソケット及びカプラー   
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510330934.pdf 

⑤ CQC-C0201.05-2014 強制性認証実施細則 電気付属品-家庭及び類似用途の器具用カプラー 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510339217.pdf 

⑥ CQC-C0201.06-2014 強制性認証実施細則 電気付属品-温度ヒューズ 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510348011.pdf 

⑦ CQC-C0201.07-2014 強制性認証実施細則 電気付属品-家庭及び類似用途の固定式電気装置、電気

附属品の外殻 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510362981.pdf 

⑧ CQC-C0201.08-2014 強制性認証実施細則 電気付属品-小型ヒューズの管型ヒューズ 
    http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510386439.pdf 

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/09/1409864510109
129.htm 
 

CCC 強制

認証公告 
10/16 

実施規則：CNCA-C03-02:2014 
CQC 実施規則：CQC-C0302-2014 

強制性認証実施細則：CQC-C0302-2014 強制性認証実施細則 低電圧器具 低電圧部品  
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/11/03/1413406898412161-1414962132721263.pdf 
 

http://www.cqc.com.cn/
chinese/xwzx/tzgg/webi
nfo/2014/10/141340689
8412161.htm 

CCC 強制

認証公告 
10/15 

実施規則：CNCA-C03-01:2014 
CQC 実施規則：CQC-C0301-2014 

強制性認証実施細則：CQC-C0301-2014 強制性認証実施細則 低電圧器具 低電圧アセンブリ製品 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/15/1413320502834573-1413320503059830.pdf 
 

http://www.cqc.com.cn/
chinese/xwzx/tzgg/webi
nfo/2014/10/141332050
2834573.htm 

 

実施規則：CNCA-C01-01:2004 
CQC 実施細則：CQC-C0101-2014 

強制性製品認証実施細則 電線ケーブル類製品 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510446770-1409864510533738.pdf 
 

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/09/1409864510446
770.htm 

実施規則：CNCA-C19-01:2004 
CQC 実施細則：CQC-C1901-2014 

強制性製品認証実施細則 盗難防止警報製品-侵入探知器 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510588176-1409864510641010.pdf 
 

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/09/1409864510588
176.htm 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510261077.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510211554.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510310449.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510330934.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510339217.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510348011.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510362981.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510109129-1409864510386439.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510109129.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510109129.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510109129.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510109129.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/11/03/1413406898412161-1414962132721263.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1413406898412161.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1413406898412161.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1413406898412161.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1413406898412161.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/10/15/1413320502834573-1413320503059830.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1413320502834573.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1413320502834573.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1413320502834573.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/10/1413320502834573.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510446770-1409864510533738.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510446770.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510446770.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510446770.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510446770.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/05/1409864510588176-1409864510641010.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510588176.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510588176.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510588176.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/09/1409864510588176.htm
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CQC 通知 
9/1 

旧適用規格： 
GB/T 5169.12-2006 

新適用規格： 
GB/T 5169.12-2013 

IDT:  IEC 60695-2-12:2010 
耐火性試験―電気・電子―第２－１２部：グロー

ワイヤ／ホットワイヤ試験方法―材料に対する

グローワイヤ燃焼性指数（ＧＷＦＩ） 
Fire hazard testing for electric and electronic 
products—Part 12: Glowing/hot-wire based test 
methods—Glow-wire flammability index(GWFI) 
test method for materials 

CQC 非金属材料及び附属品性能に関する安全認証

の適用規格 GB/T5169.12、GB/T5169.13：2013 版

は、2013 年 12 月 17 日公表され、2014 年 4 月 9
日から実施開始した。本通知公表日より、非金属材

料の適用規格は最新版で行なう。認証書の書換え

は、2015 年 4 月 9 日前までに完了しなければならな

い。期限を過ぎても新規格への切替えが完了してい

ない場合、認証書は一時停止とする。更新手続きが

2016 年 4 月 9 日前迄に完了しない場合には、旧認

証書は取り消される。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/09/140951
8890802979.htm 
適用規格の相違点： 
GB5169.12： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/09/0
1/1409518890802979-14
09518890986057.doc 
GB5169.13: 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/09/0
1/1409518890802979-14
09518891315032.doc 

 

GB/T 5169.13-2006 GB/T 5169.13-2013 

IDT:  IEC 60695-2-13:2010 
１３部：グローワイヤ／ホットワイヤ試験方法―

材料に対するグローワイヤ着火温度指数（GWIT）
Part 13:Glowing/hot-wire based test 
methods—Glow-wire ignition 
temperature(GWIT)test method for materials 

CQC 通知 
9/1 

CQC 安全認証実施規則： 
CQC11-461214-2014 

スイッチング電源用変圧器安全認証実施規則 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/
1312218387314774-1409518890271646.pdf 

CQC 任意認証のスイッチング電源用変圧器安全認

証実施規則 CQC11-461214-2014 は改訂した。 
変更内容： 
1. 適用規格は、更新した 
2. 適用範囲は、従来「内部周波数 500Hz、定格周

波数 500Hz～1MHz」から「定格周波数 500Hz
以上但し 100MHz 以内」に変更した。定格出力

は、「単相変圧器 25kVA 以下、2 相以上の変圧

器は 40kVA 以下」に改訂した。 
3. 附属書 3、適用規格 GB8898-2011 の場合、絶

縁抵抗は全数試験（日常試験）項目から除外し、

定期確認試験のみに修正した。 
GB19212.17-2013 は、2013 年 12 月 17 日に公表さ

れ、2014 年 11 月 14 日から実施開始する。実施開

始日前までは、新版規格若しくは旧版規格の何れで

も申請することができる。2014 年 11 月 14 日以後、

最新版適用規格に従い試験を行い、最新版規格の認

証書を発行する。 
適用規格の年版更新申請は、規格の相違点に対する

追加試験が要求されます。認証書の書換えは、2015
年 11 月 14 日前までに完了しなければならない。期

限を過ぎても新規格への切替えが完了していない

場合、認証書は一時停止とする。更新手続きが 2016
年 11 月 14 日前迄に完了しない場合には、旧認証書

は取り消される。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/09/140951
8889333142.htm 
 

 

旧適用規格： 
GB19212.1-2003 

新適用規格： 
GB19212.1-2008 

IDT: IEC61558-1:2005 

変圧器，電源装置，リアクトル及びこれに類する

装置の安全性―第 1部：通則及び試験 

Safety of power transformers, power 

supplies, reactors and similar products—Part 

1:General requirements and tests 

GB19212.18-2006 GB19212.17-2013 

IDT:  IEC 61558-2-16:2009 

入力電圧１ １００Ｖ以下の変圧器，リアクト

ル，電源装置及びこれに類する装置の安全性―第

２－１６部：スイッチモード電源装置及びスイッ

チモード電源装置用変圧器の個別要求事項及び

試験 

Safety of transformers, reactors, power 

supply units and similar products for supply 

voltages up to 1 100 V—Part 17:Particular 

requirements and tests for switch mode power 

supply units and transformers for switch mode 

power supply units 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518890802979.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518890802979.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518890802979.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518890802979.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1409518890802979-1409518890986057.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1409518890802979-1409518890986057.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1409518890802979-1409518890986057.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1409518890802979-1409518890986057.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1409518890802979-1409518891315032.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1409518890802979-1409518891315032.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1409518890802979-1409518891315032.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1409518890802979-1409518891315032.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1312218387314774-1409518890271646.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1312218387314774-1409518890271646.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518889333142.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518889333142.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518889333142.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518889333142.htm
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CQC 通知 
9/1 適用規格：GB30255-2013 

「汎用照明器具用無指向性セルフバラスト LED
灯エネルギー消費効率限定値およびエネルギー

消費効率レベル」 
Minimum allowable values of energy efficiency 
and energy efficiency grades of non-directional 
self-ballasted LED-lamps for general lighting 
services 

左記汎用照明器具用無指向性セルフバラスト LED
灯の省エネ認証適用規格 GB30255-2013 は、2014 年

9 月 1 日から実施開始する。GB30255-2013 の規定に

従い評価し、2013 年版の認証書を発行する。2014
年 8 月 31 日前までに取得した認証製品について、

実施開始日より、次の定期工場調査前までに適用規

格の更新及び認証書書換え申請を行なう。試験室に

て、従来の光効率測定値に基づいて再評価を行な

う。エネルギー効率限定値及び消費効率レベルは、

GB30255-2013 の表１のレベル 2 以上に適合しなけ

ればならない。認証書の書換えは、2015 年 8 月 31
日前までに完了しなければならない。期限を過ぎて

も新規格への切替えが完了していない場合、認証書

は一時停止とする。更新手続きが 2015 年 11 月 30
日前迄に完了しない場合には、旧認証書は取り消さ

れる。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/09/140951
8887611345.htm 
 

 

CQC 通知 
8/29 

CQC 安全認証実施規則「CQC11-462182-2014」 

「クラス I及びバッテリ動力車両用途の開閉器

付き保護接地ポータブル残留電流デバイス

（SPE-PRCD）認証実施規則」 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/
01/1312218388561973-1409518887089330.pdf 

CQC は、通知日より左記クラス I及びバッテリ動

力車両用途の開閉器付き保護接地ポータブル残留

電流デバイス（SPE-PRCD）製品の認証を開始する。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/08/1409086908092
886.htm 
 適用規格：GB 29303-2012  

MOD: IEC62335:2008 
「クラス I及びバッテリ動力車両用途の開閉器

付き保護接地ポータブル残留電流デバイス

（SPE-PRCD）」 

「Switched protective earth portable residual 
current devices for class Ⅰ and battery 
powered vehicle applications」 

CNCA 
公告 26 号 

8/28 

強制認証指定認証機関リスト及び業務範囲 http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140828554707669547.pdf 実施規則原文 
http://www.cnca.gov.cn/tz
gg/ggxx/ggxx2014/20140
8/t20140828_21265.shtm
l 

強制認証指定試験機関リスト及び業務範囲 http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140828554707810176.pdf 

CQC 通知 
8/27 

CQC 省エネ認証実施規則

「CQC31-461281-2014」 

「LED モジュール用交流電子式制御装置の省エ

ネ認証実施規則」 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/08
/27/1409086909459461-1409086910439092.pdf 

CQC は、通知日より左記 LED モジュール用交流電

子式制御装置の省エネ認証を開始する。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/08/1409086908092
886.htm 
 適用規格：CQC3146-2014 「LED モジュール用交流電子式制御装置の省エ

ネ認証技術規範」 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518887611345.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518887611345.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518887611345.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/09/1409518887611345.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1312218388561973-1409518887089330.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/09/01/1312218388561973-1409518887089330.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/08/1409086908092886.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/08/1409086908092886.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/08/1409086908092886.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/08/1409086908092886.htm
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140828554707669547.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/t20140828_21265.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/t20140828_21265.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/t20140828_21265.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/t20140828_21265.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140828554707810176.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/08/27/1409086909459461-1409086910439092.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/08/27/1409086909459461-1409086910439092.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/08/1409086908092886.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/08/1409086908092886.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/08/1409086908092886.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/08/1409086908092886.htm
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CNCA-C11-01：2014 自動車 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544696096752.pdf 
CNCA-C11-02：2014 オートバイ 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544696722528.pdf 
CNCA-C11-03：2014 オートバイエンジン 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544697037218.pdf 
CNCA-C11-04：2014 自動車シートベルト 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544697349540.pdf 
CNCA-C11-05：2014 原動機付き車両用ホーン 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544697505495.pdf 
CNCA-C11-06：2014 原動機付き車両のブレーキホース 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544697810661.pdf 
CNCA-C11-07：2014 自動車の外部照明および光信号装置 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544697973446.pdf 
CNCA-C11-08：2014 原動機付き車両の間接視野装置 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544698125331.pdf 
CNCA-C11-09：2014 自動車室内用アクセサリー 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544698444185.pdf 
CNCA-C11-10：2014 自動車ドアロックおよびドア支持部品 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544698591219.pdf 
CNCA-C11-11：2014 自動車燃料タンク 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544698751063.pdf 
CNCA-C11-12：2014 自動車シートおよびシートヘッドレスト 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544699069829.pdf 
CNCA-C11-13：2014 車体反射標識 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544699220108.pdf 
CNCA-C11-14：2014 自動車ドライブレコーダー 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544699539111.pdf 
最新版の実施規則は 2015 年 1 月 1 日より実施される 
最新版実施規則と旧版実施規則の照合は、以下の URL で確認出来ます 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544695787504.doc 
上記実施規則に従い、各認証機関は、2014 年 12 月 31 日前までに実施細則を確立し、CNCA へ届け、

CNCA の承認を頂いてから運用開始とする。新しい実施規則施行前までに、非量産車輌の認証方式、車

輌改造、ガソリンの消耗等、最新実施規則により変更した管理規定と関連する 3C 認証取得済みの完成

車輌は、引続き認証書の有効使用が出来る。但し、認証書にカバーされる全ての製品及び企業は、2016
年 12 月 31 日前までに、最新実施規則の要求に適合しなければならない。期限を過ぎて、最新実施規

則の要求に適合しない製品の認証書は、一時休止とする。最新版実施規則を実施開始日の前までに取得

された、その他の車輌及び安全附属品類製品の認証書は、継続的に使用することができる。実施規則年

版更新申請について、有効期限更新、適用規格更新、製品変更と一緒に自動的に行なうことが出来る。 
実施規則の変更した主な内容は以下の通り： 
1．“自動車外部照明及び光信号装置”に、“車輌後尾部の表示板”を追加した。 
2．“自動車内部装飾材料”に“部分乗客室、運転室、トランクなどの荷物室あるいはエンジンルームの

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/tz
gg/ggxx/ggxx2014/20140
8/t20140827_21252.shtm
l 
 

http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544696096752.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544696722528.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544697037218.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544697349540.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544697505495.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544697810661.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544697973446.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544698125331.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544698444185.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544698591219.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544698751063.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544699069829.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544699220108.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544699539111.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/W020140827544695787504.doc
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/t20140827_21252.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/t20140827_21252.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/t20140827_21252.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201408/t20140827_21252.shtml
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内部装飾材料”を追加した。 
3．適用規格名の変更に従い、適用製品名は、“自動車バックミラー”から“原動機付き車両の間接視野

装置”に変更した。適用範囲も適用規格に準じて改訂した。 

強制認証公

告 
8/1 

GB18099-2000 GB18099-2013 

NEQ: ECE R91:2008 
Photometric characteristics of side-marker 
lamps for motor vehicles and their trailers 
エンジン駆動車及びトレーラー車の側面標識ラ

ンプの測光特性 

CCC 強制認証の新規格の実施要求に関する通知： 
自動車用灯具及び車製品に関する新規格

GB18099-2013、GB18409-2013 は 2013 年 9 月 18
日に公表し、2014 年 7 月 1 日から正式に実施する。

2014 年 7 月 1 日から最新版適用規格への新規受理

及び更新申請を受理開始とする。2014 年 7 月 1 日

前までに CCC 認証取得済みの製品について、2016
年 7 月 1 日前までに、最新版適用規格への更新申請

を行なう。適用規格を更新の際に、フィラメント電

球以外の光源を使用する側面標識ランプ及び赤色

の側面標識ランプについて、測光特性試験を追加し

なければならない。その他の製品の更新申請は、書

類審査のみ、相違点の追加試験は不要とする。 
適用規格の更新について、更新の期限までに変更申

請及び更新申請等と一緒に行うもので、変更及び更

新などが無ければ、旧版規格の認証結果について、

有効とする。 
適用規格の更新申請は、2016 年 7 月 1 日前までに

完了しなければならない。期限を過ぎても新規格へ

の切替えが完了していない場合、認証書は一時停止

とする。更新手続きが 2016 年 10 月 1 日前迄に完

了しない場合には、旧認証書は取り消される。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/08/140709
9774740521.htm 
 GB 18409-2001 GB 18409-2013 

NEQ: ECE R77:2011 
Photometric characteristics of parking 
lamps for power-driven vehicles 
自動車パーキングライトの測光特性 
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1. CNCA-C01-01：2014 強制性製品認証実施規則 －ワイヤー、ケーブル製品  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572287476615.pdf 

2. CNCA-C02-01：2014 強制性製品認証実施規則－保護回路スイッチ及び接続器（電気付属品） 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721596347009814.pdf 

3. CNCA-C03-01：2014 強制性製品認証実施規則－低電圧アセンブリ装置  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572289503954.pdf 

4. CNCA-C03-02：2014 強制性製品認証実施規則－低電圧電気部品  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572290750249.pdf 

5. CNCA-C04-01：2014 強制性製品認証実施規則－小電力モーター  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572291698352.pdf 

6. CNCA-C05-01：2014 強制製品認証実施規則－電動工具  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572292631884.pdf 

7. CNCA-C06-01：2014 強制性製品認証実施規則－溶接機  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572293571445.pdf 

8. CNCA-C07-01：2014 強制製品認証実施規則－家庭用及びこれに類する機器  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572294667735.pdf 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/tz
gg/ggxx/ggxx2014/20140
7/t20140721_20896.shtm
l 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/08/1407099774740521.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/08/1407099774740521.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/08/1407099774740521.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/08/1407099774740521.htm
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572287476615.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721596347009814.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572289503954.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572290750249.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572291698352.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572292631884.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572293571445.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572294667735.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/t20140721_20896.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/t20140721_20896.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/t20140721_20896.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/t20140721_20896.shtml
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9. CNCA-C08-01：2014 強制製品認証実施規則－オーディオ及びビデオ機器  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572295445110.pdf 

10. CNCA-C09-01：2014 強制製品認証実施規則－情報技術機器 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140731408317694740.pdf 

11. CNCA-C10-01：2014 強制製品認証実施規則－照明器具  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572298102875.pdf 

12. CNCA-C13-01：2014 強制製品認証実施規則－安全ガラス 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572299194746.pdf 

13. CNCA-C14-01：2014 強制製品認証実施規則－農業機器  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572299357067.pdf 

14. CNCA-C16-01：2014 強制性製品認証実施規則－電気通信端末機器  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140731408319254955.pdf 

15. CNCA-C19-01：2014 強制製品認証実施規則－防犯製品  
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572300757336.pdf 

16. CNCA-C19-02：2014 強制製品認証安全防犯セイフティボックス製品 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572301075295.pdf 

17. CNCA-C21-01：2014 強制性製品認証実施規則－装飾内装製品 

http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572301223315.pdf 

新版実施規則と旧版実施規則の照合表は以下の URLで確認することが出来ます。 

http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721598054663224.doc 

 

最新版の実施規則は 2014 年 9 月 1 日より実施される。（訳者注：実施規則等の最新版関連規定の参考

和訳は翻訳完了後、随時販売予定です。） 
 照明機器類、安定器類のカテゴリに「高強度ガス放電当用電子式安定器」「LED モジュール用直流

或いは交流電子制御装置」が強制認証対象品目として追加された。 
 低電圧機器類－漏電保護装置のカテゴリに「家庭用及び類似用途のソケットタイプ残留電流デバ

イス－SRCD」が追加された。 
 低電圧機器類－遮断装置のカテゴリに「家庭用及び類似用途の B タップ残留電流回路遮断器（B

タイプ RCCB 及び B タイプ RCBO)」、「家庭用及び類似用途のセレクトタイプの過電流保護遮断

器－SMCB）の 2 つの製品が追加された。 
 電線ケーブル類に JB/T8735.2-2011, JB/T8734.2～JB/T8734.6-2012 の更新と共に適用規格に定め

る製品が追加された。 
（訳者注：CCC 指定認証機関は CNCA が良質な認証サービスを提供する方針で、製品実施規則（カテ

ゴリ）毎に１～３社の指定認証機関を追加することを公表しました。） 
第二次認証機関追加リスト：CNCA2012 年第 35 号公告をご参照下さい。 
公告原文：http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2012/201212/t20121231_5873.shtml  
追加機関リスト：
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/31/18A33DC3CD3679566221121A2B282E0C
.doc 
指定認証機関及び試験室の追加に関しては、以下の情報をご参照下さい。 
CNCA2014 年公告第 17 号 

http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572295445110.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140731408317694740.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572298102875.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572299194746.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572299357067.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140731408319254955.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572300757336.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572301075295.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721572301223315.pdf
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140721598054663224.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/31/18A33DC3CD3679566221121A2B282E0C.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/31/18A33DC3CD3679566221121A2B282E0C.doc
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http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201406/t20140606_20415.shtml 
第三時認証機関追加リスト： 最新号の強制認証指定認証機関及び指定試験室追加リストの決定通知

CNCA2014 年公告第 25 号（2014 年 7 月 30 日発表）をご参照下さい。 
公告原文：http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/t20140730_20992.shtml 
追加機関リスト：http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140730614209106924.doc 
 
（以下、訳者注） 
認証実施規則以外の認証に係る「実施細則」（定期部品確認試験の要求等を含む）は、各認証機関によ

って定められるので、各々の認証機関が発表する実施細則の内容は異なることが考えられます。 
最新版の実施規則の内容において今回注目すべきことは、以下の変更点が考えられます。 
1．申請方式は型式試験＋認証取得後の維持管理となる。すなわち初回工場調査の規定を削除した。 
2．認証取得後の維持管理は、定期工場調査＋製造現場の抜き取り試験＋市場抜き取り試験を実施する。 
3．認証機関は製造企業に対して分類管理を行う。分類管理の結果と合わせ、申請の基本方式に基づく

事情を考慮し、企業の品質保証能力および製品の一致性管理（初回工場調査）等の関連要素に加え、認

証取得後の維持管理の各種方法と組み合わせて、申請者に適用する認証方式を確定する。 
4．製造企業の分類管理方式を導入した。 
新しい実施規則は、2014年 9月 1日から実施開始します。実施開始日の前までに取得された認証書は、

継続的に使用することができる。実施規則年版更新申請について、認証書の有効期限更新、適用規格更

新、製品変更と一緒に自動的に行なうことが出来る。新に追加された製品について、2015年 9 月 1日

以後、CCC認証なしでの出荷、販売、輸入等の営業目的の活動は禁止となります。 

CQC 任意

認証通知 
7/28 

CQC11-462211-2009 CQC11-462211-2014 低電圧アセンブリ装置及び制御設備のエンクロ

ージャ安全認証実施規則 

CQC 任意認証規則の改訂に関する通知： 
左記低電圧アセンブリ装置及び制御設備のエンク

ロージャ安全認証実施規則を改訂した。 
改訂内容は以下の通り： 
1． 認証の申請単位の区分方法を変更した。 
2． サンプルに関する要求を変更した。 
3． 認証書の有効期限を4年有効から長期有効に変

更した。 
4． 定期確認検査の周期を 3 年に 1 回に変更した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/07/140649
4913278551.htm 
実施規則原文： 
 

CQC 任意

認証通知
7/11 

CQC11-464114-2013 CQC11-464114-2014 携帯式電子機器用リチウムイオン電池及び電池

パックの安全認証実施規則 

CQC 任意認証規則の改訂に関する通知： 
左記の携帯式電子機器用リチウムイオン電池及び

電池パックの安全認証実施規則が改訂された。 
改訂内容は以下の通り： 
1. 附属書 2「携帯式電子機器用リチウムイオン電

池の工場品質管理試験要求事項」、附属書 3「携

帯式電子機器用リチウムイオン電池パックの

工場品質管理試験要求事項」定期検証検査の項

目を追加した。 
2. 実施規則の第 7.2 項の定期抜取り試験の規定を

修正した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/07/140502
6187427411.htm 
 

http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201406/t20140606_20415.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/t20140730_20992.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201407/W020140730614209106924.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1406494913278551.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1406494913278551.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1406494913278551.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1406494913278551.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1405026187427411.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1405026187427411.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1405026187427411.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1405026187427411.htm
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CQC 任意

認証通知 
7/04 

実施規則更新： 
CQC31-461236-2014  
「単一出力電圧式AC-DC及びAC-AC電源装

置省エネ認証実施規則」 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/07
/04/1312218402642360-1404434293492480.pdf 
適用規格の更新： 
GB 20943-2013「単一出力電圧式 AC-DC 及び

AC-AC 電源装置のエネルギー消費効率限定

値およびエネルギー消費効率レベル」 

CQC 任意認証規則の改訂に関する通知： 
左記単一出力電圧式 AC-DC 及び AC-AC 電源装置の CQC 任意認証の認証規則が改訂された。 
今回の規格更新に関する要求は以下の通り： 
1. 通知日より 2014 年 9 月 1 日前までに新版規格或いは旧版規格の何れも省エネ認証を申請すること

ができる。2014 年 9 月 1 日以後の申請受付及び認証書発行は、GB 20943-2013 版のみとなる。 
2. 認証機関にて年版更新手続き及び認証書の更新申請を行うとともに、新・旧規格の差違試験を受け、

新規格に基づいた製品確認を行い、新規格の任意認証書に更新すること。 
旧規格の任意認証書は、2015 年 6 月 1 日より前までに認証書更新手続きを完了すること。期限を過ぎ

ても新規格への切替えが完了していない場合、認証書は一時停止とされ、更新手続きが 2015 年 9 月 1
日前迄に完了しない場合には、旧認証書は取り消される。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/07/140443
4292576545.htm 
 
適用規格の変更内容 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/07/0
4/1404434292576545-14
04434304481322.doc 
 

CQC 任意

認証通知 
6/25 

実施規則修正： 
CQC31-461122-2014  「永久磁石同期電動機 PMSMのエネルギー認証実施規則」 
http://www.cqc.com.cn/chinese/cprz/zyxcprz/rzfw/zyjyrzfw/webinfo/2011/08/1312218401283559.htm 
適用規格の変更： 
GB 30253—2013「永久磁石同期電動機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」 

CQC 任意認証規則の改訂に関する通知： 
左記永久磁石同期電動機の CQC 任意認証の認証規

則は改訂された。 
改訂内容は以下の通り： 
1. 適用範囲を拡大した。 
2. 適用規格を GB30253-2013 へ変更した。 
3. 認証モジュールを修正し、初回工場調査の規定

を削除した。 
4. 工場能力評価報告に関する要求を追加した。 
3. 通知公表日から最新版実施規則に従い、認証を

行う。適用規格の更新及び認証書の書換え申請

は、2015 年 7 月 1 日前までに完了しなければ

ならない。期限を過ぎても新規格への切替えが

完了していない場合、認証書は一時停止とす

る。 

通知原文 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/06/140364
3709368727.htm 
 

CQC 任意

認証通知 
6/24 

実施規則修正： 
CQC14-464232-2014 電気自動車非車載型充電器実施規則
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/24/1312218391308917-1403557313505262.pdf 
適用規格追加： 
NB/T33008.1-2013「電気自動車充電設備技術要求事項 第一部分：非車載型充電器 」 

CQC 任意認証規則の改訂に関する通知： 
左記電気自動車充電製品の CQC 任意認証の認証規

則が改訂された。 
改訂内容は以下の通り： 
１．認証モジュールに製品検査の認証方法を追加

した。 
２．認証書有効期限は、申請モジュールにより区分

される。モジュール１：有効期限は 1 年間、モ

ジュール 2:有効期限は長期有効 
３．認証マークを変更した。 
４．附属書１の工場品質管理試験要求事項の内容

を修正した。 
５．適用規格を追加した。 
通知公表日から最新版実施規則に従い認証を行う。

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/06/140355
7313316540.htm 
 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/07/04/1312218402642360-1404434293492480.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/07/04/1312218402642360-1404434293492480.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1404434292576545.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1404434292576545.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1404434292576545.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/07/1404434292576545.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/07/04/1404434292576545-1404434304481322.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/07/04/1404434292576545-1404434304481322.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/07/04/1404434292576545-1404434304481322.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/07/04/1404434292576545-1404434304481322.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/cprz/zyxcprz/rzfw/zyjyrzfw/webinfo/2011/08/1312218401283559.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403643709368727.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403643709368727.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403643709368727.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403643709368727.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/24/1312218391308917-1403557313505262.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557313316540.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557313316540.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557313316540.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557313316540.htm
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また、認証取得製品の認証書は継続的に有効とす

る。申請者の意向により、申請モジュールの変更が

できる。申請モジュールの変更は追加試験を伴うの

で、注意が必要。 

CQC 任意

認証通知 
6/24 

CQC 任意

認証通知 
6/20 

実施規則修正： 
CQC14-464233-2014 電気自動車車載型充電器(ケーブル制御ボックス ICCB を含む)実施規則 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/24/1312218391308917-1403557313528918.pdf 
適用規格追加： 
QC/T 895-2011「電気自動車コンダクティブ式車載充電器」 
  （訳者注：コンダクティブ式はプラグイン式と考えられる。） 
GB20044-2012「電気附属品 家庭及び類似用途の過電流保護無しの移動式残留電流デバイス

（PRCD）」 

CQC 任意認証規則の改訂に関する通知： 
左記電気自動車充電製品の CQC 任意認証の認証規

則が改訂された。 
改訂内容は以下の通り： 
６．認証モジュールに製品検査の認証方法を追加

した。 
７．認証書有効期限は、申請モジュールにより区分

される。モジュール１：有効期限は 1 年間、モ

ジュール 2:有効期限は長期有効 
８．認証マークを変更した。 
９．附属書１の工場品質管理試験要求事項の内容

を修正した。 
１０． 適用規格を追加した。 
通知公表日から最新版実施規則に従い認証を行う。

また、認証取得製品の認証書は継続的に有効とす

る。申請者の意向により、申請モジュールの変更が

できる。申請モジュールの変更は追加試験を伴うの

で、注意が必要。 
CQC 任意認証規則の改訂に関する通知： 
左記の家庭用洗濯機プログラム制御装置に関する

CQC 任意認証の認証規則が改訂された。 
改訂内容は以下の通り： 
洗濯機のプログラム制御装置のソフトウェアに対

する評価要求を追加した。 
１．3.1 項申請単位の規定を修正した。 
２．3.2.3 製品に関連する提出資料を修正した。 
３．4.1.2 サンプル数の規定を修正した。 
４．4.2.2 試験項目及び方法、試験要求を修正した。 
５．5.1.2 一致性検査の要求を修正した。 
６．8.1 認証書の維持に関する要求を修正した。 
７．8.2.3 拡大に対する内容を追加した。 
８．8.4 認証書に対する要求を追加した。 
認証書の更新について、2015 年 7 月 1 日前までに

完了しなければならない。期限を過ぎても新規格へ

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/06/140355
7313316540.htm 
 
通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/06/140355
7312367953.htm 
 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/06/2
4/1312218387632540-14
03557312578115.pdf 
 

実施規則修正： 
CQC14-464234-2014 電気自動車交流充電スタンド実施規則 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/24/1312218391308917-1403557313586367.pdf 
適用規格追加： 
NB/T 33008.2-2013「電気自動車充電設備技術要求事項 第二部 交流充電スタンド」 

実施規則：CQC13-446441-2010「家庭用洗濯機プログラム制御装置性能及び安全認証実施規則」 
適用規格：GB/T17499-2008 家庭用洗濯機プログラム制御装置 
B 類或いは C 類ソフトウェアのプログラマブルコントローラに対する、GB4706.1-2005 家庭及び

類似用途の電気機器安全要求 第一部共通要求事項 附属書 R の試験を追加した。 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/24/1312218391308917-1403557313528918.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557313316540.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557313316540.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557313316540.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557313316540.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557312367953.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557312367953.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557312367953.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1403557312367953.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/24/1312218387632540-1403557312578115.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/24/1312218387632540-1403557312578115.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/24/1312218387632540-1403557312578115.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/24/1312218387632540-1403557312578115.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/24/1312218391308917-1403557313586367.pdf
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の切替えが完了していない場合、認証書は一時停止

とする。 

CCC 強制

認証公告 
6/10 

GB 7251.1-2005 GB 7251.12-2013 

IDT: IEC 61439-2:2011 
Low-voltage switchgear and controlgear 
assemblies—Part 2:Power switchgear and 
controlgear assemblies 
低電圧スイッチギア及びコントロールギアアセ

ンブリ設備―第二部：電力スイッチギア及びコン

トロールギアアセンブリ製品 

左記電力スイッチギア及びコントロールギアアセ

ンブリ設備の適用規格 GB7251.12-2013 年版は、

2013 年 12 月 31 日に発表され、2015 年 1 月 13 日

から運用開始とされています。本公告の公表日より

CCC 認証の申請時に最新版規格と旧版規格の何れ

かで申請することができる。2015 年 1 月 13 日から

の CCC 認証の申請は、最新版のみとなる。 
認証書の書換えは、適用規格実施日の 2015 年 1 月

13 日から次回の定期工場調査実施する前までに完

了する必要がある。 
認証書の適用規格更新手続き及び認証書の書換え

は、2016 年 1 月 13 日前までに完了しなければなら

ない。期限を過ぎても新規格への切替えが完了して

いない場合、認証書は一時停止とされ、更新手続き

が 2016 年 4 月 13 日前迄に完了しない場合には、

旧認証書は取り消される。 
年版更新は、試験を伴い、試験期間が長いため、余

裕を持って申請を行うようお願いします。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/06/140234
7969551303.htm 
 
適用規格の相違点： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/06/1
0/1402347969551303-14
02347969660035.doc 
 

CQC 任意

認証通知 
6/3 

実施規則：
CNCA/CTS 0001-2011 
 

実施規則：
CNCA/CTS 0001- 
2011A 
  

太陽光発電コンバイナ設備認証規則 
 
 

太陽光発電コンバイナ設備の適用規格

CNCA/CTS0001-2011A は、2014 年 4 月 18 日に発

表され、2014 年 4 月 18 日から実施開始された。 
太陽光発電コンバイナ設備のCQCPV任意認証につ

いては、通知の発表日から最新版技術要求事項に従

い認証を行い、最新版規格の認証書を発行する。 
旧版規格で認証を取得した製品については、次回の

定期工場調査完了前までに適用規格の更新申請を

提出しなければならない。適用規格の更新は試験を

伴う。認証書の更新は 2015 年 5 月 31 日前までに

完了しなければならない。期限を過ぎても新規格へ

の切替えが完了していない場合、認証書は一時停止

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/06/140174
3084517808.htm 
 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/06/0
5/1312218390242607-14
01915710955883.pdf 
 
変更点リスト： 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1402347969551303.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1402347969551303.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1402347969551303.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1402347969551303.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/10/1402347969551303-1402347969660035.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/10/1402347969551303-1402347969660035.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/10/1402347969551303-1402347969660035.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/10/1402347969551303-1402347969660035.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1401743084517808.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1401743084517808.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1401743084517808.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/06/1401743084517808.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/05/1312218390242607-1401915710955883.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/05/1312218390242607-1401915710955883.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/05/1312218390242607-1401915710955883.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/05/1312218390242607-1401915710955883.pdf
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適用規格： 
CQC33-462194-2011 

適用規格： 
CQC33-462194-2014 太陽光発電コンバイナ設備技術要求事項 

とされ、更新手続きが 2015 年 11 月 30 日前迄に完

了しない場合には、旧認証書は取り消される。工場

調査の実施は、年度フォローアップ審査或いはカテ

ゴリ追加審査の方法に準じて行う。 
実施規則の修正内容は以下の通り： 
1. 実施規則は、CNCA/CTS 0001-2011 から 2011A

に修正した 
2. 適用規格は、CQC33-462194-2014 に更新した 
3. 適用範囲は、ファランクスコンバイナボックス

からファランクスコンバイナ設備に変更した 
4. 初回工場調査の日数、全数検査及び定期確認検

査、重要部品リストの規定を修正した 

http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/06/0
3/1401743084517808-14
01743085863209.doc 
 

CQC 任意

認証通知 
5/23 

CQC11-442541-2010 
整流子安全認証実施

規則 

JB/T10107-2006 電動工具整流子 CQC 任意認証規則の改訂に関する通知： 
左記の整流子に関する CQC 任意認証の認証規則は

改訂された。 
改訂内容は以下の通り： 
１．適用範囲を拡大した。エンジン駆動車及びディ

ーゼル車用エンジン整流子が追加され、適用規

格 JB/T6708-2007 を追加した。 
２．認証書有効期限は、４年間有効から 3 年間有効

に変更した。 
３．認証モジュールを修正し、工場調査及び認証書

取得後の定期管理に関する要求を削除した。 
４．認証書更新時の審査要求事項を追加した。 
５．適合性宣言書 CQC11-442541.02-2010 の要求

を追加した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/05/140079
2502552153.htm 
実施規則原文 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/05/2
3/1312218387849157-14
00792502964219.pdf 
 

JB/T6742-2007 小電力電動機整流子 

JB/T6708-2007 エンジン駆動車及びディーゼル車用エンジン整

流子 技術要件 

強制認証 
公告 
5/16 

GB15579.1-2004 GB15579.1-2013 

IDT: IEC 60974-1:2005 
Arc welding equipment－Part 1:Welding power 
sources 
アーク溶接器 第一部 溶接電源 

左記アーク溶接器の適用規格は、2014 年 8 月 7 日

から 2013 年版の運用を開始とされています。 
年版更新は 5 月 16 日から受理を開始する。2014 年

8 月 6 日までは、新版規格若しくは旧版規格の何れ

かで申請可能です。2014 年 8 月 7 日からは、2013
年版のみ運用されます。 
認証書の書換えは、適用規格実施日の 2014 年 8 月

6 日から次回の定期工場調査を実施する前までに完

了する必要がある。 
認証書の適用規格更新手続及び認証書の書換えは、

2015 年 8 月 7 日前までに完了しなければならない。

期限を過ぎても新規格への切替えが完了していな

い場合、認証書は一時停止とされ、更新手続きが

2015 年 11 月 7 日前迄に完了しない場合には、旧認

公告原文公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/05/140018
7708769115.htm 
相違点及び追加試験の要

求（中文）は以下のリン

クご参照下さい。 
GB15579.1： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/05/1
6/1400187708769115-14
00187708857140.doc 
GB15579.5：
http://www.cqc.com.cn/ch

GB15579.5-2005 GB15579.5-2013 
IDT: IEC 60974-5:2007 
Arc welding equipment—Part 5:Wire feeders 
第五部 ワイヤー装置 

GB15579.7-2005 GB15579.7-2013 
IDT: IEC 60974-7:2005 
Arc welding equipment—Part 7:Torches 
第七部 溶接トーチ 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/03/1401743084517808-1401743085863209.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/03/1401743084517808-1401743085863209.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/03/1401743084517808-1401743085863209.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/06/03/1401743084517808-1401743085863209.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1400792502552153.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1400792502552153.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1400792502552153.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1400792502552153.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/23/1312218387849157-1400792502964219.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/23/1312218387849157-1400792502964219.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/23/1312218387849157-1400792502964219.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/23/1312218387849157-1400792502964219.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1400187708769115.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1400187708769115.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1400187708769115.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1400187708769115.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708857140.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708857140.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708857140.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708857140.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708879818.doc
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証書は取り消される。 
年版更新は試験を伴いますので、ご注意下さい。 
 

inese/rootfiles/2014/05/1
6/1400187708769115-14
00187708879818.doc 
GB15579.7：
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/05/1
6/1400187708769115-14
00187708897667.doc 

強制認証公

告 
5/12 

GB 19484.1-2004、

YD/T1597.1-2007 
GB/T 19484.1-2013 

Requirements and measurement methods of 
electromagnetic compatibility for 800 MHz/2 GHz 
cdma2000 digital cellular mobile 
telecommunications system— Part 1:User 
equipment and ancillary equipment 
800MHz/2GHz CDMA2000 デジタルセルラー移

動通信システムの EMC 要求及び測定方法 第一

部：ユーザ装置と補助装置 

CCC 強制認証の新規格の実施要求に関する通知： 
通信端末設備（移動端末）製品に関する新規格

GB19484.1-2013 は 2013 年 11 月 12 日に公表し、

2014 年 2 月 1 日から正式に実施する。本公告の発

表日から最新版適用規格への更新申請を受理開始

とする。適用規格の更新について、更新の期限まで

に変更申請及び更新申請等と一緒に行うもので、変

更及び更新などが無ければ、旧版規格の認証結果に

ついて、有効とする。 
今回の通信端末設備に関する新規格実施の要求は

以下の通り： 
１．新規申請及び適用規格の更新申請について、

GB/T19484.1-2013 に従い試験を行う。 
２．従来の認証データを活用し、認証の拡大申請を

行う場合、申請者が新版規格或いは旧版規格の

何れかを指定し、申請することができる。 
３．定期工場調査は、認証書に記載する適用規格の

年版に準じて行う。 
４．CCC 強制認証の年版更新申請並びに、中国「標

準化法」に規定する内容及び責任にも同時に適

合しなければならない。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/05/139984
2211209739.htm 
 

CQC 通知 
4/28 

CQC33-462214-2013(カテゴリ No.024014) PV モジュールバックシート認証実施規則 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/04/

28/1312218390242607-1398632558944181.pdf 

CQC 任意認証規則の改訂に関する通知： 
左記の CQC 任意認証の認証規則は改訂された。 
改訂内容は以下の通り： 
1.申請モジュールは、「製品の型式試験＋適合性宣言

書＋認証取得後の定期管理」  に変更された。 
2. 申請提出資料に、適合性宣言書を提出することの

要求事項を追加した。 
3.定期工場調査第一回目の内容、時間及び工場調査

日数の規定を修正した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/04/139863
2558679037.htm 
 

CQC33-462215-2013(カテゴリ No.024015) PV モジュールエチレンー酢酸ビニル共重合体

（EVA）フィルム認証実施 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/04/

28/1312218390242607-1398632559008746.pdf 

CCC 強制

認証公告 
4/22 

GB14166-2003 
GB14167-2006 

GB14166-2013 
GB14167-2013 自動車および自動車シート･ベルト製品 

CCC 強制認証の新規格の実施要求に関する通知： 
完成車および自動車シート･ベルト製品に関する新規

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708879818.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708879818.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708879818.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708897667.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708897667.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708897667.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/05/16/1400187708769115-1400187708897667.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1399842211209739.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1399842211209739.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1399842211209739.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/05/1399842211209739.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/04/28/1312218390242607-1398632558944181.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/04/28/1312218390242607-1398632558944181.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/04/1398632558679037.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/04/1398632558679037.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/04/1398632558679037.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/04/1398632558679037.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/04/28/1312218390242607-1398632559008746.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/04/28/1312218390242607-1398632559008746.pdf
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格 GB14166-2013 および GB14167-2013 は 2013
年 5 月 7 日に公表し、2014 年 1 月 1 日から正式に

実施する。 
今回の自動車製品に関する新規格実施の要求は以

下の通り： 
５．変更申請を行う際に、製品概要及び技術パラメ

ーターを提出する。機械部の部品の RoHS 声明

を提出すること。 
６．最新版規格 GB14166-2013 第 6 章及び

GB14167-2013 の要求に従い追加試験を行う。 
７．衝撃緩和装置付きのシートベルト製品につい

て、状況に応じて GB14166-2013 の C1.6.1.1
の相違点試験を行う。試験結果は、

GB14166-2013 第 4.4.1.3 或いは 4.4.1.4 或いは

4.4.1.5 に適合する必要があります。 
８．プリテンションナー装置付きのシートベルト

製品について、企業分類管理及びリスク評価に

基づき、工場毎に少なくとも 1 つの型番のもの

を提出し、追加試験を行う。判定基準は、上記

3 番の要求を参照 
９．上記以外のシートベルト製品については、変更

申請時に追加試験がありません。 

/webinfo/2014/04/139811
4363732656.htm 

CFDA 
公布 
3/7 

国務院令 
第 276 号 

国務院令 
第 650 号 新「医療機器監督管理条例」（国務院令第 650 号） 

国家食品薬品監督管理総局（CFDA）は、2014 年 2
月 12 日に国務院常務委員会にて「医療機器監督管

理条例」を改正及び公表し、6 月 1 日から実施する。  
 
新条例は、医療機器登録制度の改正により、医療機

器の研究開発、生産、流通、使用等の原則を定め、

各分野における企業の監督管理の強化を図ってい

る。全部で八章八十条項あり、現行より 32 条項増

加し、広範囲にわたって追加・改訂されたが、16
項目あった旧条例は行政許可項目を9項目まで減ら

した。  
 
医療機器の登録制度について、新条例では、第Ⅰ類

の医療機器に対して届出管理、第Ⅱ類、第Ⅲ類の医

療機器に対して登録管理を新たに実施する。第Ⅱ類

と第Ⅲ類の医療機器に対して臨床試験が必要であ

るが、臨床試験の免除条件も提示されている。また

医療機器登録証の有効期限は現行の 4年から 5年に

条例原文： 
http://www.gov.cn/xinwen
/2014-03/31/content_264
9998.htm 
 
http://www.sda.gov.cn/W
S01/CL0784/97814.html 

http://www.gov.cn/xinwen/2014-03/31/content_2649998.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2014-03/31/content_2649998.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2014-03/31/content_2649998.htm
http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0784/97814.html
http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0784/97814.html
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延長された。 
その他、新条例では、医療機器の製造、出荷、販売

等に対する監督管理を強化し、トレーサビリティ

ー、リコールなどの制度を追加し、これをスムーズ

に施行するため、明確な要求と罰則も明示されてい

る。 
 
医療機器は製品のリスクが低いものから第Ⅰ～Ⅲ

類の３つのクラスに分けて管理されている。 
第Ⅰ類：通常の管理によって安全性、有効性を保証

できる医療機器 
第Ⅱ類 ：安全性、有効性を管理する必要のある医

療機器  
第Ⅲ類 ：体内に入れ、生命のサポート・維持に用

いるもの、人体に潜在的な危険性があり、安全性、

有効性を厳格に管理する必要のある医療機器  
 
すべての医療機器や医療器具については、「医療機

器管理監督条例」及び「医療機器登録管理条例」に 
より、SFDA の登録が必要であり、SFDA の承認を

得ていない医療機器は中国で使用・販売してはなら

ない。 
2013 年 4 月 23 日に中国国家品質監督検査検疫総

局、国家食品薬品監督管理総局、国家認証認可委員

会の連合公告（2013 年第 52 号）が公布され、現在、

CCC 認証を必要とする医療機器はない。 

CCC 強制

認証公告 
2/17 

YD/T 1592.1-2007 
YD/T 1595.1-2007 

YD/T1592.1-2012YD
/T1595.1-2012 

電気通信端末機器(携帯端末)の強制認証の新規格

YD/T1592.1―2012 および YD/T1595.1―2012 の

実施要求 

CCC 強制認証の新規格の実施要求に関する通知： 
電気通信端末機器（携帯端末）製品の強制認証は、

YD/T1592.1―2007，YD/T 1595.1―2007（旧規格）

の 代 替 と し て YD/T 1592.1―2012 ，

YD/T1595.1―2012 「 2GHz TD-SCDMA および

2GHz WCDMA デジタル移動通信システムの EMC
要求と測定方法 Part1：ユーザ装置と補助設備（新

規格）」に準拠して 2012 年 12 月 28 日に公表し、

2013 年 3 月 1 日から実施する。強制認証制度の有

効性を保証する為の新規格実施に関する要求は以

下の通り： 
   一、本通知公表日から新･旧規格は、強制認証を

実施する過程で順次切り替えていく方法を採用（規

格の差異は添付参照）。以下の状況が該当： 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/02/139258
4574528649.htm 
 
添付資料： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/rootfiles/2014/02/1
7/1392584574528649-13
92584574653420.doc 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/02/1392584574528649.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/02/1392584574528649.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/02/1392584574528649.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/02/1392584574528649.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/02/17/1392584574528649-1392584574653420.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/02/17/1392584574528649-1392584574653420.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/02/17/1392584574528649-1392584574653420.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2014/02/17/1392584574528649-1392584574653420.doc
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1、全項目試験の実施が必須の新申請 
2、変更に関連する項目のみ試験を実施する変更申

請 
  新規格に基づいて指定試験所で試験を実施後、

CQC が新規格の認証書を発行。 
  二、申請範囲拡大の為の既存の認証結果の利用に

ついては、旧規格で認証書を更新するか、新規格に

基づいて試験を実施し、認証書を発行するかを申請

者自らの意志で選択可能。  
  三、認証書発行後の追跡調査は有効な CCC 認証

書の最新版にて実施。 
  四、本通知の新規格の要求を実施し、関連製品も

中国標準化法の関連規定の責任条例に従うべきで

あり、決して免除されることはない。 
   五、各関連指定試験所は、新規格での試験能力

および試験室の資質認定･認可の取得情況を CNCA
および CQC に速やかに報告しなければならない。 

AQSIQ 
CNCA 

連合公告 
第 12 号 

1/28 
 

ＣＮＣＡ公告 12 号により、新たに追加された 59 種類の消防製品は、以下の通り： 
１．火災警報装置：ライン型温度感知型火災探知機、家庭用火災警報製品、都市消防遠隔監視製

品、可燃性ガス警報製品 

２．火災保護装置：防火塗料、ファイヤーブロック材料、耐火ケーブルトレイ、フレームアレス

ター及び防爆製品 

３．建築耐火構築材：防火ドア、防火ガラス、防火シャッター 

４．消防装備製品：消防士個人保護装備、消防オートバイ、レスキュー製品 

５．消防ホース：消防サクションホース 

６．消火剤：ガス消火剤、A类泡消火剤 

７．消火器：手持ちタイプ消火器、押車タイプ消火器、簡易式消火器 

８．消防給水設備製品：車用消防ポンプ、消防ポンプユニット、屋外用消火栓、室内用消火栓、

固定式消防給水設備、消防ポンプアダプタ、消防ガン、分水器及び集水器、消防用接続機器

具 

９．噴水タイプ消火製品：温度感知製品、パイプ及び接続器類、減圧バルブ、加速器、末端水調

整装置、プリアクションディバイス、自動追跡ジェット式消火装置 

１０． 泡タイプ消火設備製品：厨房設備消火装置、泡噴霧消火装置 

１１． ガス消火設備製品：高圧二酸化炭素消火設備、低圧酸化炭素消火設備、ハロゲン化水素消

火設備、不活性ガス消火設備、懸垂型ガス消火装置、キャビネット式ガス消火装置、油入変

国家品質監督検査検疫総局（AQSIQ）および CNCA
は、2014 年に「中華人民共和国消防法」と「中華

人民共和国認証認可条例」に基づき、家庭用火災報

知器、ガス漏れ警報機、防火扉、携帯消火器、消防

照明器具、避難誘導製品等 59 種類の消防製品に対

して強制認証を実施することを決定した（左記参

照）。 
2015年 9月 1 日からCCC強制性製品認証目録に

記載の消防製品の内、まだ CCC 認証書が無い、或

いは認証マークの表示がない製品の出荷、販売、輸

入或いはその他の経営活動の使用は禁止する。2014
年 9 月 1 日より、申請人は指定の認証機関にて当該

製品の認証申請を委託することが出来る。 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/tz
gg/ggxx/ggxx2014/20140
2/t20140208_15325.shtm
l 
対象品目リスト： 
http://www.cnca.gov.cn/c
nca/zwxx/ggxx/images/2
014/02/08/F978ECF4C3
21D1070F69A1D81838D
9E8.doc 

http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201402/t20140208_15325.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201402/t20140208_15325.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201402/t20140208_15325.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2014/201402/t20140208_15325.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/02/08/F978ECF4C321D1070F69A1D81838D9E8.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/02/08/F978ECF4C321D1070F69A1D81838D9E8.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/02/08/F978ECF4C321D1070F69A1D81838D9E8.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/02/08/F978ECF4C321D1070F69A1D81838D9E8.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/02/08/F978ECF4C321D1070F69A1D81838D9E8.doc
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圧器油排出窒素注入消火装置、エアロゾル消火装置 

１２． 粉末消火設備製品：粉末消火設備、懸垂型粉末消火装置、キャビネット式粉末消火装置 

１３． 消防防煙排煙設備製品：防火排煙バルブ、消防排煙ダクト、防煙垂壁 

１４． 避難脱出製品：消防用緊急照明及び避難指示製品、消防安全標識、脱出用製品、自力救済

用呼吸器 

１５． 消防通信製品：火災通報受信設備、119番火災通報装置、消防車両動作管理装置 

CCC 強制

認証公告 
1/17 

 YD/T2583.14-2013 TD-LTE mobile terminal equipment. 
TD-LTE 移動端末機器の強制製品認証 

CCC 強制認証の追加規格の実施要求に関する通知： 
 
TD-LTE 移動端末機器の CCC 強制認証の実施に関

する通知に基づき、CNCA が明確にした TD-LTE 移

動端末機器の認証範囲に属する TD-LTE 移動端末機

器の強制認証実施規則の要求は以下の通り： 
 一、CQC 通知の公表日から TD-LTE 移動端末機

器は、追加規格 YD/T2583.14―2013「セルラ移動

通信機器の EMC 要求追加に応じた要求と測定方法

Part14：LTE ユーザ装置と補助設備」に準拠して試

験合格後に認証書を発行する。 
二、TD―LTE 移動端末機器として CCC 強制認証

を取得した製品で、YD/T2583.14 を含まない規格に

基づいて認証された認証書の所有者は、

YD/T2583.14 に基づいて速やかに追加申請し、試験

合格後、当然この規格に応じた認証書を取得すべき

である。認証書の更新手続きは 2014 年 7 月 1 日前

までに完了しなければならない。規定に従わずに認

証書有効期限の更新手続きを行わない場合、認証書

は CQC によって取消される。 
三、CQC 通知の公表日の前までに既に市場に出荷

され、且つ既に製造中止した認証製品に関しては、

認証書を更新する必要はない。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/xwzx/tzgg/webinfo/
2014/01/1389948188748
619.htm 

CQC 通知 
1/29 GB 16915.2-2000 GB 16915.2-2012 

Switches for household and similar fixed - part 2 : 
particular requirements - section 2 :electrical 
installations -electronic switches 
家庭用及び類似の固定電気設備用スイッチ 
第 2-1：電子スイッチの特殊要求 

CQC 任意認証の新規格および認証規則の実施に関

する通知： 
左記の最新版規格 GB 16915.2-2012「家庭用及び類

似の固定電気設備用スイッチ第 2-1：電子スイッチ

の特殊要求」は 2012 年 12 月 31 日に公表し、2013
年12月 1日から実施する。旧規格GB 16915.2-2000
を GB 16915.2-2012 に改訂し、通用規格

GB 16915.1-2003 と組み合わせて使用する。 
今回の規格更新に関する要求は以下の通り： 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/01/139094
2909066964.htm 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/01/1389948188748619.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/01/1389948188748619.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/01/1389948188748619.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2014/01/1389948188748619.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390942909066964.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390942909066964.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390942909066964.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390942909066964.htm
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1. 今回 CQC 任意認証に関連する製品：  
電子スイッチ、リモートコントロールスイッチ、

タイム･ディレイスイッチ（003011） 
2. 本通知公表日から認証機関は新規格に基づいた

申請のみを受入れ、新規格に基づいて認証書を発行

する。 
3. 旧規格 GB16915.2-2000 に基づいて認証取得さ

れた電子スイッチ、リモートコントロールスイッ

チ、タイム･ディレイスイッチ製品については、認

証機関に年版更新手続き及び認証書の更新申請を

行うとともに、新・旧版規格の差違試験を受け、新

規格に基づいた製品確認を行い、新規格の任意認証

書に更新すること。 
4. 旧規格の任意認証書は、2014 年 12 月 1 日より

前までに認証書更新手続きを完了すること。期限を

過ぎても新規格への切替えが完了していない場合、

認証書は一時停止とされ、更新手続きが 2015 年 12
月 1 日前迄に完了しない場合には、旧認証書は取り

消される。 

CQC 通知 
(強制認証

及び CQC
任意認証) 

1/24 

GB 14711-2006 GB 14711-2013 
General requirements for safety of small and 
medium size rotating electrical machines 
中小型回転電気機械の一般的安全要求 

CCC強制認証の適用規格およびCQC任意認証の適

用規格、並びに認証規則に関する通知： 
左記の新規格 GB14711-2013「中小型回転電気機械

の一般的安全要求」は 2013 年 7 月 19 日に公表し、

2013 年 12 月 2 日から正式に実施する。 
CQC 任意認証の新規格および新規格に関する認証

規則が更新された。本通知に関する要求は以下の通

り： 
1. 今回 CQC 任意認証の規格更新に関連する製品：  
中小型電機（006001） 
2. 新規格の要求 
①本通知公表日から認証機関は新規格に基づいた

申請のみを受入れ、新規格に基づいて認証書を発行

する。 
②旧規格で認証取得された製品については、認証機

関に年版更新手続き及び認証書の更新申請を行う

とともに、新・旧規格の差違試験を受け、新規格に

基づいた製品確認を行い、新規格の任意認証書に更

新すること。 
③旧規格で認証を受けている製品の認証書更新手

続きは、2014 年 12 月 2 日より前までに完了するこ

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/01/139052
3187035113.htm 

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390523187035113.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390523187035113.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390523187035113.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390523187035113.htm
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と。期限を過ぎても新規格への切替えが完了してい

ない場合、認証書は一時停止とされ、更新手続きが

2015 年 12 月 1 日前迄に完了しない場合には、旧認

証書は取り消される。 
3. 主な実施規則の修正内容は以下の通り： 
①GB14711-2006 から GB14711-2013 に更新。 
② 認証書の単位を主にシリーズ製品で区分し、試

験単位を主に機械の台数で区別する。 
③認証書の 4 年間という有効期間を廃止し、長期有

効とする。 
④検査項目《電流、アース抵抗》の追加の確認。 

AQSIQ 
CNCA 

連合公告 
第 6 号 
1/22 

GB27887-2011 

MOD: ECE R44 
Restraining devices for child occupants of 
power-driven vehicles 
自動車用チャイルドシート 

国家品質監督検査検疫総局（AQSIQ）およびCNCA
は、「中華人民共和国認証認可条例」に基づき、自

動車チャイルドシート等の固定システムに対して

CCC強制認証の実施を決定したことを公表した。 
公告公表日からCQC任意認証として申請受理が可

能。2014年9月1日以降は、CCC認証の受理及びCQC
任意認証からCCC強制認証書への書換えができる。

2015年9月1日以降は、CCC強制認証書未取得およ

びCCC強制認証マークの無い自動車チャイルドシ

ート等の固定システム製品は、出荷、販売、輸入あ

るいはその他の営業活動に使用してはならない。 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/c
nca/zwxx/ggxx/756137.s
html 

CQC 通知 
1/20 

CQC11-464223-201
3 

CQC13-464223-201
3 

Lithium-ion Battery for Evaluation of its 
Performance 
電動自転車用リチウムイオンバッテリーおよび

充電器の認証実施規則 

CQC 任意認証規則の改訂に関する通知： 
左記の CQC 任意認証の認証規則は改訂された。 
改訂内容は以下の通り： 
1.「安全・性能認証」から「製品安全認証」に改訂

し、認証マークも  から   に変更さ

れた。 
2. 関連する一部の性能試験項目を削除し、附属書 1
について QB/T2947.3-2008 の安全要求事項を追加

した。 
3. 項目 5.1.3 の指定試験を削除した。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/01/139033
8120591714.htm 

CCC 
強制認証公

告 
1/17 

GB18352.3-2005 GB18352.5-2013 

Limits and measurement methods for emissions 
from light-duty vehicles. （CHINA 5）. 
軽量車両汚染物質排出制限値および測量方法 
（中国第 5 段階） 

CCC 強制認証の新規格 GB18352.5-2013 実施要求

に関する通知： 
左記の軽自動車製品に関する新規格

GB18352.5-2013 は 2013 年 9 月 17 日に公表し、

2018 年 1 月 1 日から正式に実施する。 
1. 2013 年 9 月 17 日から 2018 年 1 月 1 日迄は、申

請者は自らの意志で新規格あるいは旧規格のいず

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/ch
inese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx
/webinfo/2014/01/138990
6123882610.htm 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/756137.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/756137.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/756137.shtml
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390338120591714.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390338120591714.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390338120591714.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1390338120591714.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1389906123882610.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1389906123882610.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1389906123882610.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2014/01/1389906123882610.htm
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れかを選択して認証申請することが出来る。 
2. 旧規格で認証取得した製品については、申請者は

2017 年 7 月 1 日より前までに、認証機関に対して

年版更新手続き及び認証書の書換え申請を実施す

ること。認証書の更新は、2018 年 1 月 1 日より前

までに手続きを完了する必要がある。期限を過ぎて

も完了しない場合、認証書は一時停止となり、3 ヶ

月を過ぎても手続きが完了しない場合は、旧版認証

書は取消（無効）となる。 
3. 2018 年 1 月 1 日以降、最新版規格の

GB18352.3-2013 は、GB18352.3-2005『軽量車両

汚染物質排出制限値および測量方法（中国第 3，4
段階）』を代替する。2023 年 1 月 1 日より前までに、

第 3、4 段階の軽自動車に対し「使用中車両の適合

性検査」を GB18352.3-2005 の規定に従い実施す

る。 
4. 2018 年 1 月 1 日より前に既に出荷、市場流通し、

且つ今後生産する予定のない認証取得製品に関し

ては、認証書の更新をする必要はない。 

CNCA 
公告 

第 2 号 
1/8 

CNCA-00C-007 

「強制性製品認証実施規則 － 情報発信・伝

達・公開」 
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2
014/01/21/F72EE9FD25EDD7C8E315F054DDA
CD097.doc 

CNCA は、「中華人民共和国認証認可条例」、「強制

性製品認証管理規定」、および「国家認証認可監督

管理委員会による CCC 強制認証実施規則に関する

文書類の調整法案および要求を明確にする通知」

（国認証（2013）39 号）に基づき、左記の汎用実

施規則を制定した。 
この実施規則は公布日より実施する。 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/c
nca/zwxx/ggxx/754534.s
html 
 

CNCA 
公告 

第 1 号 
1/2 

CNCA-00C-005 

「強制性製品認証実施規則 － 工場品質保証

能力要求」 
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2
014/01/14/96E2C13D1E676467D507F99255316
F79.doc 
CCC 強制認証目録に記載されている対象製品の

製造企業が、CCC 強制認証に要求される品質保証

能力を持続的に確保するよう指導するもの 

CNCA は、工場品質保証能力等 CCC 強制認証実施

規則の公布に関する通知を公表した。 
CNCA は、「中華人民共和国認証認可条例」、「強制

性製品認証管理規定」、および「CNCA による CCC
強制認証実施規則に関する文書類の調整法案およ

び要求を明確にする通知」（国認証（2013）39 号）

に基づき、左記２つの CCC 強制認証汎用実施規則

を制定したことを公表した。  
これらの汎用実施規則は、今後公表される具体的な

製品の認証実施規則と組み合わせて使用し、2014
年に 9 月 1 日より実施する。 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/c
nca/zwxx/ggxx/752836.s
html 
 

CNCA-00C-006 

「強制性製品認証実施規則 － 工場検査通用

要求」 
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2
014/01/14/635232146FCDC320C9F2EF6EFEF1
E4E4.doc 
CCC 強制認証機関による工場検査実施の一致性

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/01/21/F72EE9FD25EDD7C8E315F054DDACD097.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/01/21/F72EE9FD25EDD7C8E315F054DDACD097.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/01/21/F72EE9FD25EDD7C8E315F054DDACD097.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/754534.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/754534.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/754534.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/01/14/96E2C13D1E676467D507F99255316F79.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/01/14/96E2C13D1E676467D507F99255316F79.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/01/14/96E2C13D1E676467D507F99255316F79.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/752836.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/752836.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/752836.shtml
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/01/14/635232146FCDC320C9F2EF6EFEF1E4E4.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/01/14/635232146FCDC320C9F2EF6EFEF1E4E4.doc
http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2014/01/14/635232146FCDC320C9F2EF6EFEF1E4E4.doc
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を指導するもの 

 
 
 
 
上記の広告・通知は、JET が参考資料として和訳したものです。疑義がある場合は「公告のリンク先」にアクセスの上、中国語の原文に基づいてご判断頂きます

ようお願い申し上げます。また、公告・通知に関連する変更申請や新規申請は、JET にて代行することが可能ですのでお気軽に下記までご連絡ください。 
お問合せの際は、対象となる製品の仕様や外観の判る資料と一緒にメールでご要望をお送り頂ければ、迅速に対応させて頂きます。何卒宜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 
ビジネス推進部 国際業務グループ 
TEL: 03-3466-9818 FAX: 03-3466-5142 
E-mail: kokusai@jet.or.jp 
 

 

 


