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＜中国標準規格(GB 規格)の日本語版 入手先情報＞ 
中国国家標準化管理委員会(SAC）が発行する標準規格(原文,日本語版,英語版)の正規販売代理店サイト 

「中国標準規格総合サイト GB NAVI」  
http://gbnavi.jp/ 

（※JET の業務協力先である株式会社フォトハイウェイ・ジャパンが運営） 
規格番号や規格名称等で検索、ご購入いただけます。 

(注)JET は、当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何に関わらず一切責任は負いません。 
公告番号(発表

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

CNCA 
適用規格変更 
公告第 33 号 

GB7251.2-2006 GB7251.6-2015 

IDT: IEC 61439-6:2012 Low-voltage 
switchgear and controlgear assemblies—Part 
6:Busbar trunking systems(busways) 低電圧

開閉装置及び制御装置アセンブリ－第 6部：ブ

スバートランキングシステム(ブスウェイ) 

GB7251.6-2015 規格は､2016年 6月 1日より正式実施とする。 
強制認証実施規則 CNCA-C03-01:2014 及び「強制認証対象品

目定義表」（CNCA2014 年公告第 45 号）に規定するバスバー

製品の適用規格は、GB7251.2 から GB7251.6 に変更します。

認証書の書換えは CNCA2012 年第 4 号公告の規定に従い行

う。 

CNCA 公告原文：

http://www.cnca.gov.cn/
tzgg/ggxx/ggxx2015/201
510/t20151027_41928.s

html 
 

CQC 通知 
強制認証 

適用規格更新 
11/25 

GB6675-2003 

GB 6675.1-2014 Toys safety—Part 1:Basic code 玩具安全 

第 1 部分 基本要求事項 

GB 6675.1-2014，GB 6675.2-2014，GB 6675.3-2014，
GB 6675.4-2014 年版は、2014 年 5 月 6 日発表され、2016 年

１月 1 日より正式実施する。 
最新版規格と旧版規格の変更内容は以下の URL をご参照下

さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/11/25/14484
13781628413-1448413781630797.doc 
 
本通知の公表日より 2015 年 12 月 31 日前までに、メーカー

は新版規格及び旧版規格の何れかを指定し認証を申請する

ことが可能。 2016 年 1 月 1 日より、最新版規格で認証を申

請しなければならない。 
旧版規格の認証書の書換えは、最新版適用規格の発表日よ

り、次回の定期工場調査前までに適用規格の更新申請及び認

証書の更新申請を提出しなければならない。更新は、上記規

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/11/14
48413781628413.htm 

 

GB 6675.2-2014 

MOD: ISO 8124-1:2000; A1:2007; 
A2:2007; ISO 8124-1:2009 修正：A2:2012 
Safety of toys—Part 2:Mechanical and 
physical properties 第 2 部分：機械及び物理

性能 

GB 6675.3-2014 
MOD: ISO 8124-2:2007 Safety of toys—Part 
3:Flammability 第 3 部分：可燃性 

http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201510/t20151027_41928.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201510/t20151027_41928.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201510/t20151027_41928.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201510/t20151027_41928.shtml
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/11/25/1448413781628413-1448413781630797.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/11/25/1448413781628413-1448413781630797.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1448413781628413.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1448413781628413.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1448413781628413.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1448413781628413.htm
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GB 6675.4-2014 
MOD: ISO 8124-3:2010 Safety of toys—Part 
4:Migration of certain elements 第 4 部分：特

定元素の溶出 

格の相違点の追加試験を伴います。適用規格の更新及び認証

書の書換え申請は 2016年 12 月 31 日前までに完了しなけれ

ばならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。

三ヶ月以内に認証書の一時停止を解除できない場合は、旧版

規格の認証書を強制取消とする。 

CQC 通知 
任意認証新規

認証項目開始 
11/17 

適用規格：GB/T1094.6-2011  
MOD:  IEC 60076-6:2007 Power 
transformers—Part 6:Reactors 
電力変圧器 第 6 部分：高電圧リアクター 

本通知日より中国 CQC が高電圧リアクターの安全性任意認

証業務を開始致します。 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/11/17/13122
18390098997-1447722235308193.pdf 
 

通知原文：

http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/11/14
47722235210568.htm 

 

JB/T5346-2014 高電圧分路コンデンサ直列リアクトル 

認証実施規則：CQC11-462186-2015  高電圧リアクター製品安全認証実施規則 

CQC 通知 
強制認証 

実施細則改訂 
11/17 

CQC-C1001-2014 

強制性製品認証実施細則－照明器具 
最新版実施細則の URL： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/
11/17/1260325225012048-144772223510970
9.pdf 
 

2015 年 11 月 16 日より、CQC 照明器具の実施細則

CQC-C1001-2014 修正した。 
修正内容は、以下の通り： 
1. 製造企業分類に関連する品質情報の要求及び製造企業

分類原則の要求を修正し、認証方式の選定に対し、異な

る製造企業の分類の応用方法を修正した。 
2. 型式試験計画の内容及び要求を修正した。 
3. 認証取得の定期工場調査の頻度、人日数、内容の表現方

法を修正した。維持管理方法の要求を修正した。 
4. 2 種類の照明器具に対し、重要部品及び 2 種類の LED

制御装置の重要部品の要求を追加した。 
5. 照明器具及び制御装置製品の「アース連続製」の日常的

試験及び定期確認試験の作業方法を修正した。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/11/14
47722235131606.htm 

 

CQC 
任意認証通知 

10/20 

適用規格：GB/T18801-2015 空気清浄機 GB/T18801-2015 年版は、2015 年 9 月 15 日発表され、2016
年 3 月 1 日より正式実施する。最新版の適用規格に応じて、

CQC 実施規則 CQC64-4481567-2014 は以下の内容修正を

行ないました。 
1． 適用規格 GB/T18801-2008 は GB/T18801-2015 に更新し

た 
2． GB/T18801-2015 に従い、認証の適用範囲を修正した。 
3． 項目第 3.2.2 の申請提出資料の要求を修正した。 
4． GB/T18801-2015 に従い、試験項目の 4.2.2 を修正し、

表 1 及び備考の要求を修正した。 
5． 旧版適用規格 GB21551.1-2008 を削除した。 
本通知の公表日より 2016 年 3 月 1 日前までに、メーカーは

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/10/14
45562500507172.htm 

 

CQC 実施規則：CQC64-4481567-2014 
家庭用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、環境保

護認証実施規則 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/11/17/1312218390098997-1447722235308193.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/11/17/1312218390098997-1447722235308193.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1447722235210568.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1447722235210568.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1447722235210568.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1447722235210568.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/11/17/1260325225012048-1447722235109709.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/11/17/1260325225012048-1447722235109709.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/11/17/1260325225012048-1447722235109709.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1447722235131606.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1447722235131606.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1447722235131606.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/11/1447722235131606.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/10/1445562500507172.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/10/1445562500507172.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/10/1445562500507172.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/10/1445562500507172.htm
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新版規格及び旧版規格の何れかを指定し認証を申請するこ

とが可能。 2016 年 3 月 1 日より、最新版規格で認証を申請

しなければならない。 
最新版規格と旧版規格の変更内容は以下の URL をご参照下

さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/10/28/1445562500
507172-1445993384649926.docx 
旧版規格の認証書の書換えは、最新版適用規格の実施日よ

り、次回の定期工場調査前までに適用規格の更新申請及び認

証書の更新申請を提出しなければならない。更新は、上記規

格の相違点の追加試験を伴います。適用規格の更新及び認証

書の書換え申請は 2017 年 3 月 1 日前までに完了しなければ

ならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。

2016 年 6 月 1 日前までに認証書の書換えを完了出来ない場

合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 

CQC 強制認証 
公告 

適用規格更新 
10/20 

GB17465.4-2009 GB17465.4-2015 

MOD: IEC 60320-2-4:2009 Appliance 
couplers for household and similar general 
purposes—Part 2-4:Couplers dependent on 
appliance weight for engagement  
家庭用及び類似一般機器のための機器用カプ

ラ－第 2-4部：かみ合いが機器の重量に左右さ

れるカプラ 

GB17465.4-2015 規格が 2015 年 5 月 15 日公表され、2016
年 6 月 1 日より実施開始される。 
本通知の公表日より 2016 年 5 月 31 日前までに、メーカー

は新版規格及び旧版規格の何れかを指定し CCC 認証を申請

することが可能。 2016 年 6 月 1 日より、最新版規格で認証

を申請しなければならない。 
最新版規格と旧版規格の変更内容は以下の URL をご参照下

さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/10/23/1445562500
441416-1445562500443422.doc 
旧版規格の認証書の書換えは、最新版適用規格の実施日よ

り、次回の定期工場調査前までに適用規格の更新申請及び認

証書の更新申請を提出しなければならない。更新は、上記規

格の相違点の追加試験を伴います。適用規格の更新及び認証

書の書換え申請は 2017 年 6 月 1 日前までに完了しなければ

ならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。

2016 年 9 月 1 日前までに認証書の書換えを完了出来ない場

合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/10/14
45562500441416.htm 

 

  

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/10/28/1445562500507172-1445993384649926.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/10/28/1445562500507172-1445993384649926.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/10/23/1445562500441416-1445562500443422.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/10/23/1445562500441416-1445562500443422.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/10/1445562500441416.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/10/1445562500441416.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/10/1445562500441416.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/10/1445562500441416.htm
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CNCA 強制認

証実施規則更

新 
公告第 27 号 

9/15 

CNCA-03C-027:2013 CNCA-C12-01:2015 自動車用タイヤ強制認証実施規則 
 

自動車用タイヤの最新版実施規則は CNCA 公告 2015 年第

二十七号により公表され、2016 年 1 月 1 日より正式実施さ

れる。各認証機関は、最新版実施規則に応じて 2015 年 12
月 1 日前までに実施細則を規定し認証を行わなければなら

ない。 
最新版実施規則では、製品の適用範囲の規定について以下の

修正を行った。 
新品自動車空気充填式タイヤに、乗用車タイヤ、荷台車両用

タイヤ、オートバイ用タイヤが含まれる。製品設計時の使用

目的が M 類、N 類、O 類及び L 類車両に使用するタイヤで

ある。 
部分新品タイヤに対し仕様の追加を行った。 
新規追加した CCC 対象製品に対し、2016 年 1 月 1 日より

受理を開始し、2018 年 1 月 1 日より強制的に実施する。認

証取得されていない製品の出荷、販売、輸入或いはその他の

営業活動に使用することを禁止する。 

公告原文： 
http://www.cnca.gov.cn/
tzgg/ggxx/ggxx2015/201
509/t20150915_41684.s

html 
 

CNCA 
強制認証公告 

第 23 号 
8/5 

中国 CNCA は、「強制性製品認証対象品目及び 2015 年 HS コード対照表」を発表した。下記 URL をご参照下さい。 
URL: 
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201508/W020150805596970301242.docx 
 
「強制性製品認証対象品目及び 2015 年 HS コード対照表」は強制認証対象品目判定の参考情報です。強制認証の対象・非対象の確認は、CNCA 公布の 2014
年公告第 45 号「CNCA 強制性認証目録説明及び定義の公告」に準じる。 

公告原文：

http://www.cnca.gov.cn/
tzgg/ggxx/ggxx2015/201
508/t20150805_41254.s

html 
 

CQC-EV ケー

ブル任意認証

適用規格更新

通知  
9/29 

CQC1103-2014 CQC1103-2015 EV充電システム用ケーブル技術規範 第一部 

共通要求事項 
左記最新版 CQC マークの EV 充電システム用ケーブル製品

の安全認証適用規格最新版が、2015 年 9 月 28 日に公表され

た。本通知の発表日より最新版規格を適用される。 
適用規格の更新は試験を伴う。 
認証書の書換えは、2016 年 9 月 28 日前までに完了しなけれ

ばならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。

2016 年 12 月 28 日前までに認証書の書換えを完了出来ない

場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 
適用規格の変更に応じて、CQC 実施規則

CQC11-463426-2014「EV 充電システム用ケーブル製品安

全認証実施規則」が以下の内容を修正した。 
1. 適用規格 CQC1103-2015、CQC1104-2015、

CQC1105-2015 に更新した。 
2. 申請単位の区分規定及びサンプルの送付規定が修正し

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/09/14
43490377262673.htm 

 

CQC1104-2014 CQC1104-2015 EV充電システム用ケーブル技術規範 第二部  
交流充電システム用ケーブル 

CQC1105-2014 CQC1105-2015 EV充電システム用ケーブル技術規範 第三部 
直流充電システム用ケーブル 

http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201509/t20150915_41684.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201509/t20150915_41684.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201509/t20150915_41684.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201509/t20150915_41684.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201508/W020150805596970301242.docx
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201508/t20150805_41254.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201508/t20150805_41254.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201508/t20150805_41254.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201508/t20150805_41254.shtml
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1443490377262673.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1443490377262673.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1443490377262673.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1443490377262673.htm
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た。 
実施規則の原文は、以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/09/29/13122
18388449774-1443490377335239.pdf 

CQC 省エネ認

証適用規格 
更新通知 

9/17 

CQC3114-2009 CQC3114-2015 PC 省エネ認証技術規範 

CQC3114-2009 規格が 2015 年 9 月 15 日公表され、2015 年

12 月 1 日より実施開始される。 
本通知の公表日より 2015 年 11 月 30 日前までに、メーカー

は新版規格及び旧版規格の何れかを指定し CQC 省エネ認証

を申請することが可能。2015 年 12 月 1 日より、最新版規格

で CQC マーク任意認証を申請しなければならない。 
最新版規格と旧版規格の変更内容は以下の URL をご参照下

さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/09/17/14424
53006724947-1442453006726191.doc 
 
旧版規格の認証書の書換えは、2016 年 5 月 31 日前までに完

了しなければならない。完了出来ない場合は認証書を一時停

止とする。2016 年 8 月 31 日前までに認証書の書換えを完了

出来ない場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/09/14
42453006724947.htm 

 

CQC 任意認証

実施規則改定

通知 
9/17 

CQC11-464114-2014 携帯式電子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 

CQC マークの安全認証実施規則 CQC11-464114-2014 は、

本通知発表日に改訂が公表された。変更内容は以下の通り。 
1. 電池の重要原材料リスト/部品リスト/附属品リストにセ

パレータを追加 
2. 実施規則の中文原紙： 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/09/14/13
75803853578724-1442191796553337.pdf 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/09/14
42453006393018.htm 

 

CQC 省エネ認

証実施規則及

び適用規格更

新通知 
8/7 

実施規則：

CQC31-439125-201

0 

CQC31-439125-201

5 
PC及びサーバールーム用ユニット式エアコン

製品省エネ認証実施規則 

左記最新版 CQC 省エネ認証実施規則及び適用規格は、公告

発表日より最新版規格及び実施規則が適用される。 
適用規格 CQC3126-2015 の更新は試験を伴う。規格の相違

点内容は以下の URL をご参照ください。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/08/07/14389
11871436101-1438911871438390.doc 
認証書の書換えは、2016 年 5 月 31 日前までに完了しなけれ

ばならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。

2016年8月31日前までに認証書の書換えを完了出来ない場

合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/08/14
38911871436101.htm 

 
適用規格：

CQC3126-2010 
CQC3126-2015 PC及びサーバールーム用ユニット式エアコン

省エネ認証技術規範 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/09/29/1312218388449774-1443490377335239.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/09/29/1312218388449774-1443490377335239.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/09/17/1442453006724947-1442453006726191.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/09/17/1442453006724947-1442453006726191.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1442453006724947.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1442453006724947.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1442453006724947.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1442453006724947.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/09/14/1375803853578724-1442191796553337.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/09/14/1375803853578724-1442191796553337.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1442453006393018.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1442453006393018.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1442453006393018.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1442453006393018.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/08/07/1438911871436101-1438911871438390.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/08/07/1438911871436101-1438911871438390.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/08/1438911871436101.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/08/1438911871436101.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/08/1438911871436101.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/08/1438911871436101.htm
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CQC 省エネ認

証適用規格更

新通知 
8/7&9/24 

CQC3131-2011 CQC3131-2015 密集型絶縁バスダクトシステム

（Bus-way-system）省エネ認証技術規範 

GB3131-2015 規格は 2015 年 8 月 5 日公表され、実施開始

された。本通知の公表日より最新版規格の CQC マーク任意

認証を申請しなければならない。 
旧版規格の認証書は、本公告の公表日より、申請者が CQC
に適用規格の版上げ申請を提出しなければならない。本規格

の更新申請は試験を伴う。認証書の書換えは、2015 年 9 月

30 日前までに完了しなければならない。完了出来ない場合

は認証書を一時停止とする。2015 年 12 月 31 日前までに認

証書の書換えを完了出来ない場合は、旧版規格の認証書を強

制取消とする。 
適用規格の修正内容は、 
1．引用規格は、GB7251.6-2015 に修正した。 
2．消耗効率の計算式を修正した。 

通知原文 8 月 7 日： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/08/14
38911871367316.htm 
通知原文 9 月 24 日規格

の改定内容： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/09/14
43056194006956.htm 

 

CQC 内部配線

任意認証 
開始通知 

7/14 

実施規則番号：CQC11-463432-2015 電機設備内部配線・ケーブル安全認証実施規則 

本通知の公表日より CQC は電気機器内部配線の任意認証を

実施開始した。 
認証の実施規則原文規定は以下の URL ご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/16/13122
18388449774-1437006841819234.pdf 
 
訳者注：内部配線については、電源電線として通関トラブル

を起こしやすい製品です。CQC 任意認証を取得することに

より、通関、流通時のトラブルを回避することが期待できま

す。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/xwzx/tzgg/webin
fo/2015/07/1437006841

758001.htm 
 

適用規格： 

CQC 1111-2015「電気機器内部配線認証技術規準  - 第 1 部：共通要求事項」; 

CQC 1112-2015 「電気機器内部配線認証技術規準  -第 2 部：試験方法」 

CQC 1113-2015「電気機器内部配線認証技術規準  - 第 3 部：熱可塑性絶縁押出単芯シース

無しケーブル」 

CQC 1114-2015「電気機器内部配線認証技術規準  - 第 4 部：熱可塑性絶縁押出ケーブル」 

CQC 1115-2015「電気機器内部配線認証技術規準  - 第 5 部：熱硬化性絶縁押出単芯シース

無しケーブル」 

CQC 1116-2015「電気機器内部配線認証技術規準  - 第 6 部：熱硬化性絶縁押出熱硬化性シ

ース付きケーブル」 

CQC 1117-2015「電気機器内部配線認証技術規準  - 第 7 部：押出無し絶縁高温ケーブル」 

CQC 1118-2015「電気機器内部配線認証技術規準  - 第 8 部：押出絶縁シース無しフラット

ケーブル」 
CQC 1119-2015「電気機器内部配線認証技術規準  - 第 9 部：架橋ポリエチレン(XLPE)押出

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/08/1438911871367316.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/08/1438911871367316.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/08/1438911871367316.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/08/1438911871367316.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1443056194006956.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1443056194006956.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1443056194006956.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/09/1443056194006956.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/16/1312218388449774-1437006841819234.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/16/1312218388449774-1437006841819234.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/07/1437006841758001.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/07/1437006841758001.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/07/1437006841758001.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/07/1437006841758001.htm
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成形断熱直流高電圧ケーブル」 

CQC 電動車椅

子任意認証 
開始通知 

7/29 

実施規則番号：CQC20-499221-2015  電動車椅子認証実施規則 本通知の公表日より CQC が電動車椅子の任意認証を実施開

始した。 
認証の実施規則原文規定は以下の URL ご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/29/14381
32716233655-1438132716275267.pdf 
 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/xwzx/tzgg/webin
fo/2015/07/1438132716

233655.htm 
 

適用規格：GB/T12996-2012 
部分参考：ISO7176－
1/3/4/5/7/8/9/10/11/14/15/16 等) 
Electrically powered wheelchair 電動車椅子 

CQC 任意認証

適用規格更新

通知 
7/7 

GB7000.5-2005 GB7000.203-2013 

IDT: 60598-2-3:2002+A1-2011 
Luminaires - Part 2-3: Particular 
requirements - Luminaires for road and 
street lighting 
照明器具－第 2-3 部：特定要求事項－道路及び

街路照明用照明器具 

道路用照明器具の安全規格 GB7000.203-2013 年版は 2013
年 12 月 31 日に公表され、2015 年 7 月 1 日より実施開始す

る。また、道路用照明器具の EMC 適用規格の

GB/T18595-2014 版は、2014年 12月 22 日に公表され、2015
年 6 月 1 日より実施開始された。新しい適用規格の要求に従

い、CQC は、道路及び街路照明用照明器具 CQC マーク認

証書の適用規格更新通知を発表した。 
本通知の公表日より最新版規格の CQC マーク任意認証を申

請しなければならない。 
旧版規格の認証書は、本公告の公表日より、2016 年度の定

期工場調査前までに、認証書の書換え申請を提出しなければ

ならない。本規格の更新申請は試験を伴う。認証書の書換え

は、2016 年 7 月 1 日前までに完了しなければならない。完

了出来ない場合は認証書を一時停止とする。2016 年 10 月 1
日前までに認証書の書換えを完了出来ない場合は、旧版規格

の認証書を強制取消とする。 
適用規格の変更内容原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/14364
06900869491-1436406900871002.doc 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/07/14
36406900869491.htm 

 GB/T 18595-2001 GB/T 18595-2014 

IDT: IEC 61547:2009 
Equipment for general lighting purposes - 
EMC immunity requirements 
一般的な照明を目的とした装置－EMCイミュ

ニティ要求事項 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/29/1438132716233655-1438132716275267.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/29/1438132716233655-1438132716275267.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/07/1438132716233655.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/07/1438132716233655.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/07/1438132716233655.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/07/1438132716233655.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/1436406900869491-1436406900871002.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/1436406900869491-1436406900871002.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900869491.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900869491.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900869491.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900869491.htm
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強制認証適用

規格更新通知 
7/6 

GB16916.1-2003 GB16916.1-2014 

MOD: IEC 61008-1:2012： 
Residual current operated circuit-breakers 
without integral overcurrent protection for 
household and similar uses (RCCB)－Part 
1:General rules 

過電流保護付きの残留電流動作遮断器（RCBO）の強制認証

適用規格 GB16917.1-2014 及び過電流保護なしの残留電流

動作遮断器（RCCB）の強制認証適用規格 GB16916.1-2014
が 2014 年 5 月 6 日に公表され、2015 年 6 月 29 日より実施

開始された。 
2015 年 6 月 29 日より最新版規格に従い認証を行い、最新版

規格の認証書を発行する。 
旧版規格の認証書は、本公告の公表日より、最新版適用規格

実施日以後の第 1 回目定期工場調査前までに、認証書の書換

え申請を提出しなければならない。本規格の更新申請は試験

を伴う。認証書の書換えは、2016 年 6 月 29 日前までに完了

しなければならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止

とする。2016 年 9 月 29 日前までに認証書の書換えを完了出

来ない場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 
2015 年 6 月 29 日前までに既に市場に流通し、且つ製造する

見込みの無い製品について、認証書の書換え申請は不要。 
適用規格の変更内容： 
GB16917.1（TC06-2014-2）原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/14364
06900777853-1436406900779551.pdf 
GB16916.1（TC06-2014-1）原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/14364
06900777853-1436406900780482.pdf 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/07/14
36406900777853.htm 

 

GB16917.1-2003 GB16917.1-2014 

MOD: IEC 61009-1:2012： 
Residual current operated circuit-breakers 
with integral overcurrent protection for 
household and similar uses (RCBOs)－Part 
1:General rules 

CQC 実施規則

改正通知 
7/6 

CQC11-462123-2009 工業用接続端子台安全認証実施規則 工業用接続端子台 CQC 安全任意認証実施規則が修正され

た。修正内容は、以下の通り： 
1. 適用規格 GB/T14048.18-2008 を追加 
2. 初回工場調査の要求が削除 
3. 認証書の有効期限の規定及び再審査の要求を削除 
実施規則原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/13122
18388561973-1436406900722063.pdf 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/07/14
36406900654387.htm 

 

GB/T14048.18-2008 

IDT: IEC 60947-7-3:2002 
Low-voltage switchgear and control gear - 
Part 7-3:Ancillary equipment - Safety 
requirements for fuse terminal blocks 
低電圧開閉装置及び制御装置－第 7-3 部：補助

機器－ヒューズ端子台の安全要求事項 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/1436406900777853-1436406900779551.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/1436406900777853-1436406900779551.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/1436406900777853-1436406900780482.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/1436406900777853-1436406900780482.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900777853.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900777853.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900777853.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900777853.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/1312218388561973-1436406900722063.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/09/1312218388561973-1436406900722063.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900654387.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900654387.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900654387.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1436406900654387.htm
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CQC 実施規則

改正通知 
6/19 

CQC31-448174-200

9 

 

CQC31-448174-201

5 
飲用水サーバー省エネ認証実施規則 

飲用水サーバーのエネルギー効率の最新版適用規格

GB30978-2015 が公表され、実施開始される。CQC は最新

版適用規格の実施に対応し CQC 省エネの最新版実施規則を

発表した。CQC31-448174-2009 版を CQC31-448174-2015
に改訂し、本通知の公表日より次回の定期工場調査前まで

に、認証書の書換え申請を行わなければならない。更新申請

は試験を伴う。認証書の書換えは 2015 年 12 月 31 日前まで

に完了しなければならない。完了出来ない場合は認証書を一

時停止とする。2016 年 3 月 1 日前までに認証書の書換えが

完了出来ない場合には、旧版規格の認証書を強制取消とす

る。 
実施規則 CQC31-448174-2015 年版の変更内容は以下の通

り： 
① 適用規格 GB30978-2014 に変更 
② 適用範囲を修正 
③ 3.1 認証の申請区分規定を修正 
④ 4.2.2 の試験項目及び要求を修正 
実施規則原文：CQC31-448174-2015 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/1

6/1312218400298372-1437006842118866.pdf 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/07/14
37006842011103.htm 

 

GB30978-2014 飲用水サーバーエネルギー消費効率限定値及

びエネルギー消費効率レベル 

その他 
強制行政許可 
省エネラベル 

エネルギー効率ラベル第十一次品目及び第十二次品目を発表した。 
第十一次品目 
レンジフード 
実施規則：
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W02014102
8380510148842.doc 

家庭用調理器具、コンロ等の上の位置に設置し、

定格電圧は、250V 以下の排気式レンジフードに

適用する。 

GB29539-2013 
レンジフード 
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 
ヒートポンプ式温水機（器） 
実施規則： 
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W02014102
8380510167269.doc 

電動機で駆動し、蒸気の圧縮で冷気を循環させ、

空気を熱源とし、水を温める目的のヒートポンプ

式温水機（器）に適用する。 
 
水源式ヒートポンプ温水機（器）は適用しない。 

GB29541-2013 
ヒートポンプ式温水機（器）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 

家庭用電磁コンロ 
実施規則：
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W02014102
8380510178139.doc 

一つ或いは複数の加熱ユニットを持つ電磁コン

ロ（組み合わせタイプの器具に取り付けた電磁コ

ンロユニットを含む）、加熱ユニットごとに定格

消費電力は 700～3500W のものに適用する。 
業務用電磁コンロ及び業務電源周波数の電磁コ

GB21456-2014 
家庭用電磁コンロ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 

NDRC2014年第18号公

告 
公告：
http://www.sdpc.gov.cn/
gzdt/201410/t20141028_
631172.html 
十一次目録：
http://www.sdpc.gov.cn/g
zdt/201410/W02014102
8380510131821.doc 
 
NDRC2015年第7号公告 
公告：
http://www.sdpc.gov.cn/z
cfb/zcfbgg/201504/t2015
0407_672489.html 
十二次目録：

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/16/1312218400298372-1437006842118866.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/07/16/1312218400298372-1437006842118866.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1437006842011103.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1437006842011103.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1437006842011103.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/07/1437006842011103.htm
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W020141028380510148842.doc
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W020141028380510148842.doc
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W020141028380510167269.doc
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W020141028380510167269.doc
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W020141028380510178139.doc
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W020141028380510178139.doc
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/t20141028_631172.html
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/t20141028_631172.html
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/t20141028_631172.html
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W020141028380510131821.doc
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W020141028380510131821.doc
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W020141028380510131821.doc
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/t20150407_672489.html
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/t20150407_672489.html
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/t20150407_672489.html
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ンロ及び凹型コンロには適用しない 
複写機、プリンター及びファクス機 
実施規則：
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W02014102
8380510195990.doc 
 

220V、50Hzの電力網の条件時に正常に動作し、

標準印字幅の一般用途の複写機、プリンター、フ

ァクス機、マルチ機能の複合機に適用する。 
以下の製品には適用しない： 
(1) ネットワークコネクタ（例：USB、IEEE1394

等のコネクタ）で給電するもの、 
(2) デジタルフロントエンド(DFE)製品 
(3) 出力速度≧70頁/分の製品 
(4) 印字ヘッドのドット数＞48のドット・インパ

クト・プリンター 

GB21521-2014 
複写機、プリンター及びファクス機のエネルギー

消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル 

（第十二次品目） 
家庭用ガス調理器具 
実 施 規 則 ：
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W02
0150407327207524447.pdf 
 

本規定は、都市ガスを使用する燃焼機構単体で、

定格燃焼熱負荷 5.23kW 以下の家庭用ガス調理器

具に適用する。 
移動式運送及び交通車両に使用するガス調理器

具は適用しない。 
本規則に規定のガスとは、GB/T13611「都市ガス

分類及び基本特性」に規定するガスとする。 

GB30720-2014 
家庭用ガス調理器具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 

業務用ガス調理器具 
実施規則： 
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W02
0150407327207544558.pdf 
 

本規定は、都市ガスを使用するバーナー単体で、

定格熱負荷値 60W 以下の中華料理用ガス調理コ

ンロ、バーナー毎に定格熱負荷値が 80kW 以下

で、鍋の直径 600mm 以上の炊飯用ガス大型コン

ロ及び定格熱負荷値 80kW 以下の蒸気室蒸気の

圧力が 500Pa 以下（表圧）のガス蒸し蒸籠に適

用する。 
本規則に規定のガスとは、GB/T13611「都市ガス

分類及び基本特性」に規定するガスとする。 

GB30531-2014 
業務用ガス調理器具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 

水熱（地熱）式ヒートポンプユニット 
実施規則： 
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W02
0150407327207569335.pdf 
 

本規定は、電動力機械圧縮式システムを利用して

水を冷却（加熱）源とする家庭用及び業務用並び

に類似用途の水熱（地熱）式ヒートポンプユニッ

トに適用する。 

単純冷却タイプ及び単純加熱タイプの水熱（地

熱）式ヒートポンプユニットに適用しない。 

GB30721-2014 
水熱（地熱）式ヒートポンプユニットのエネルギ

ー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベ

ル 

臭化リチウム吸収式冷水機 
実施規則： 

本規定は、蒸気を熱源とする或いは油及びガス等

の直接燃焼で発生する熱を熱源とする空気調節、

GB29540-2014 
臭化リチウム吸収式冷水機のエネルギー消費効

http://www.sdpc.gov.cn/z
cfb/zcfbgg/201504/W020
150407327207470019.p
df 

http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W020141028380510195990.doc
http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201410/W020141028380510195990.doc
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207524447.pdf
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207524447.pdf
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207544558.pdf
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207544558.pdf
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207569335.pdf
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207569335.pdf
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207470019.pdf
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207470019.pdf
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207470019.pdf
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207470019.pdf
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http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W02
0150407327207585724.pdf 
 

或いは製造工程用二重効用型の臭化リチウム吸

収式冷（温）水機。 
二種或いは二種以上の熱源を利用する組み合わ

せ冷（温）水ユニットは適用しない。 

率限定値及びエネルギー消費効率レベル 

 

その他 
RoHS 関連情報 

5/18 

中国 RoHS の「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」の意見募集    
中国工業及び信息化部公告によると、「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」（意見募集案）に対する意見を 6 月 17 日まで募集している。  
意見募集案の内容によれば、電器電子製品とは、電流または電磁界で動作している、或いは電流と電磁界の発生、伝達と測定を目的とし、定格動作電圧が

DC1500 ボルトまで、または AC1000 ボルトまでの機器及び関連製品を指す。ただし電力生産、送電および配電の機器及び関連設備を除く。  
中国国内で生産、販売及び輸入の電器電子製品に本弁法が適用される。  
輸入の電器電子製品に関しては強制規格或いは法律、行政法規が定めた必須規格に違反してはならない、また電器電子製品有害物質使用制限の国家規格あ

るいは業界規格に適合することと定めている。 
輸出入検験検疫機構は法に基づき、輸入の電器電子製品に港での検証と法定検査を実施する。税関が輸出入検験検疫機構の「入境貨物通関書」を確認後、

通関手続きを行うことと規定している。  
また本弁法が実施に伴い、2006 年 2 月 28 日公布の「電子情報製品汚染制御管理弁法」が廃止となる予定である。  
  付属文書：電器電子製品有害物質使用制限管理弁法（意見募集案） 
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13916913/n16591722.files/n16591686.doc 
（訳者注： RoHS 認証については、現段階では中国の国が推薦する任意認証レベルのものです。RoHS 認証の結果が CCC 強制認証に影響するかどうかは、

上記管理弁法の正式公表及び実施開始後に政府が発表する見込みです。） 

公告原文： 
http://www.miit.gov.cn/
n11293472/n11293832/
n12845605/n13916913/

16591722.html 
 

CNCA 
強制認証 

公告第 9 号 
4/20 

実施規則：CNCA-C16-01:2014 

強制性製品認証実施規則－電気通信端末機器 
注：参考和訳の購入は、以下のURLをご参照下さ

い。 
http://www.jet.or.jp/common/data/publicati

on/JET-ICS008-2014_3.doc 

4G 製品の普及に対応し、LTE FDD 移動端末設備製品は、

左記実施規則及び適用規格に準じて、CCC 認証を取得しな

ければならない。 
本公告の公表日より、LTE FDD 付きの単一方式或いはマル

チ方式の移動端末設備に対し、製品本体の試験に LTE FDD
方式の試験を追加して行う。既に CCC 認証取得済みの移動

端末製品について、LTE FDD 方式の試験を実施されていな

い完成品は、認証機関に追加試験の申請を行わなければなら

ない。追加試験の申請は、2015 年 12 月 31 日前までに完了

しなければならない。期限を過ぎても追加試験が完了出来な

い場合には、認証書を強制取消とする。 

公告原文 
http://www.cnca.gov.cn
/tzgg/ggxx/ggxx2015/2
01504/t20150420_2406

7.shtml 
 

適用規格：GB4943.1-2011 

MOD: IEC 60950-1:2005 Information technology 
equipment—Safety—Part 1:General 
requirements 情報処理設備 第 1 部分 安全

要求事項 

YD/T2583.14-2013 セルラ移動通信装置の EMC要求及び測定方法 

第 14部分 LTEユーザ装置及び補助設備 

CQC 任意認証 
通知 6/18 

GB/T20641-2006 GB/T20641-2014 

IDT: IEC 62208:2011 Empty enclosures for 

low-voltage switchgear and control gear 

assemblies—General requirements 低電圧開閉

装置及び制御装置アセンブリのための空のエン

クロージャ－一般要求事項 

GB/T20641-2014 は国家標準化委員会（SAC）2014 年公告第

30 号により 2014 年 12 月 22 日に発表され、2015 年 6 月 1
日より実施開始した。 
本通知の公表日より、最新版規格で申請することが出来る。

認証機関は、最新版規格に従い認証を行い、最新版規格の認

証書を発行する。 

通知原文 
http://www.cqc.com.cn
/chinese/gkwj/rzbzxx/b
zhbxx/webinfo/2015/06/
1434611402492726.htm 

 

http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207585724.pdf
http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/201504/W020150407327207585724.pdf
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13916913/n16591722.files/n16591686.doc
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13916913/16591722.html
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13916913/16591722.html
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13916913/16591722.html
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13916913/16591722.html
http://www.jet.or.jp/common/data/publication/JET-ICS008-2014_3.doc
http://www.jet.or.jp/common/data/publication/JET-ICS008-2014_3.doc
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201504/t20150420_24067.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201504/t20150420_24067.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201504/t20150420_24067.shtml
http://www.cnca.gov.cn/tzgg/ggxx/ggxx2015/201504/t20150420_24067.shtml
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434611402492726.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434611402492726.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434611402492726.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434611402492726.htm
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旧版規格の認証書は、本公告の公表日より、認証書の書換え

申請を提出しなければならない。規格の更新申請は試験を伴

なう。認証書の書換えは、2016 年 12 月 31 日前までに完了

しなければならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止

とする。2017 年 6 月 1 日前までに認証書の書換えを完了出

来ない場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 
 
追加試験の内容は以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/06/24/143461
1402492726-1435110603833808.pdf 

CQC 任意認証 
通知 6/16 JB/T10316-2002 JB/T10316-2013 

低電圧アセンブリ製品及び制御設備の絶縁支持

部品及び絶縁材料 

JB/T10316-2013 は 2013 年 12 月 31 日に発表され、2014 年

7 月 1 日より実施開始した。 
本通知の公表日より、最新版規格で申請することが出来る。 
旧版規格の認証書は、本公告の公表日より、認証書の書換え

申請を提出しなければならない。規格の更新申請は試験を伴

なう。認証書の書換えは、2015 年 7 月 1 日前までに完了し

なければならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止と

する。2015 年 12 月 31 日前までに認証書の書換えを完了出

来ない場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 
 
追加試験の内容は以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/06/18/143444
2753106019-1434611402931048.pdf 

通知原文 
http://www.cqc.com.cn
/chinese/gkwj/rzbzxx/b
zhbxx/webinfo/2015/06/
1434442753106019.htm 

 

CCC 強制認証 
公告 6/15 GB4706.7-2004 GB4706.7-2014 

IDT: IEC 60335-2-2:2009 Household and 
similar electrical appliances -safety - Particular 
requirements for vacuum cleaners and 
water-suction cleaning appliances 家庭用及び

類似用途の電気機器－安全性－第 2-2 部：電気

掃除機及び吸水清掃器具の特定要求事項 

GB4706.7-2014 版は、2014 年 12 月 5 日発表され、2016 年

1 月 1 日より実施開始する。 
本公告公表日より、2016 年 1 月 1 日まで最新版及び旧版規

格の何れでも申請することが出来る。2016 年 1 月 1 日以後、

最新版規格で認証を実施し、最新版の認証書を発行する。 
旧版の認証書は、本公告の公表日より、2016 年度の定期工

場調査前までに、認証書の書換え申請を提出しなければなら

ない。適用規格の更新を行う為の型式試験は、電池給電タイ

プの自動清掃器具が対象となる。非電池駆動タイプの掃除機

は、書類審査のみで認証書の更新を行う。 
認証書の書換えは、2017 年 1 月 1 日前までに完了しなけれ

ばならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。

2017 年 4 月 1 日前までに認証書の書換えを完了出来ない場

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn
/chinese/gkwj/rzbzxx/b
zhbxx/webinfo/2015/06/
1434329521080066.htm 

 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/06/24/1434611402492726-1435110603833808.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/06/24/1434611402492726-1435110603833808.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/06/18/1434442753106019-1434611402931048.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/06/18/1434442753106019-1434611402931048.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434442753106019.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434442753106019.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434442753106019.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434442753106019.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434329521080066.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434329521080066.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434329521080066.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434329521080066.htm


2015 年中国認証最新情報 

合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 
追加試験の内容は以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/06/15/1434329521
080066-1434329521082519.docx 

CCC 強制認証 
公告 6/15 

『自動車車両及び自動車部品の強制認証最新版実施規則及び実施細則の猶予期間の補足要求の公告』 
CNCA は、2014 年 8 月 21 日の公告 2014 年第 31 号により、自動車及び自動車部品の最新版強制認証実施規則を発表した。実施規則に従い、CQC は CCC
認証の実施細則を発表し、2015 年 1 月 1 日より実施開始した。認証に関わる適用規格、工場調査等の要求、規格の更新などの要求について、2 月 2 日に

CQC 通知で発表した。以下、最新版実施規則及び実施細則の実施に関する猶予期限及び補足要求を以下の通り追記する。 
一、CCC 最新版実施規則により CCC 目録品目に新たに追加した部品類製品及び適用規格（例えば：一部の自動車内部装飾部品、車照明及び光信号装置、

ドアロック、自動車の座席及びヘッドレスト【バス、スクールバスの座席を除く】及び一部の車両間接視野装置製品等、詳細は最新版実施規則及び実

施細則を参照のこと）の猶予期限は以下の通り。 
1. 2015 年 12 月 31 日前までにスペックが確定している車両について、上記部品の追加及び変更がなければ、生産者（製造事業者）が適合規格への適

合性声明文を提出することにより、認証書に含まれる全ての車種に対して、製造中止までは猶予期限とする。但し、部品単体の CCC 認証書は、

CNCA2014 年公告第 31 号及び CQC2015 年 2 月 2 日の公告に従い実施する。 
2. CCC 認証を取得した車両の製造企業（工場）及び生産者（製造事業者）並びに申請者は、最新版実施規則及び実施細則の要求に従い、上記部品の

追加が生じる場合には、部品の認証書に対する申請を行わなければならない。認証機関は、状況に応じて型式試験及び初回工場調査の減免を考慮

する。 
3. 2014 年 12 月 31 日前までに CCC 認証登録済みの自動車ヘッドライト製品及び自動車の座席並びにヘッドレスト製品【バス、スクールバスの座席

を除く】に対し、適用規格 GB/T30036-2013 及び GB8410-2006 が追加されたが、適用規格の変更、及び部品・原材料の変更がなければ、認証書

に含まれる全てのモデルに対して、製造中止までは猶予期限とする。 
二、車両間接視野装置製品の自動車用カメラ及び監視モニタ或いはその他の関連製品について、適用規格 GB15084-2013 に引用された試験方法は、中国国

内に於いて試験能力が無く、技術的な異議を検討中のために、部品単体の CCC 認証及び自動車、オートバイ車両の CCC 認証に於いて、性能試験に要

求された試験項目の実施を見合わせる。実施予定は、CNCA の公告発表で決める。但し、自動車、オートバイの車両にこれらの装置を設置した場合に

は GB15084-2013 の設置要求に適合しなければならない。 
三、旧版実施規則の車部品の CCC 認証書については継続して使用する事が可能。但し、CCC マーク、申請区分、認証取得後の定期工場調査の頻度等の要

求は、最新版実施規則の規定に従い行う。これらの認証書は最新版実施規則及び実施細則に準じて、工場調査を受けた後の認証書の更新や適用規格の

更新及び製品変更等があれば、自然な方法で実施規則の版の更新を行う。 
四、その他の状況は、CQC2015 年 2 月 2 日の通知に準ずる。 

公告原文： 
http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzhb
xx/webinfo/2015/06/143

4329521020217.htm 
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CCC 強制認証の規定に従い、CQC は以下の CQC 安全及び EMC の任意認証の申請方法を修正した。修正内容は以下の通り。 
認証方法の変更及び追加： 

① 認証方式 1 を追加した：型式試験のみの方式。 この認証方式では試験合格後に認証書が発行され、初回工場調査及び認証取得後の維持管理を削

除した。方式１の認証書の有効期限は 1 年間。 
② 認証方式 3 を追加した：型式試験＋認証取得後の維持管理の方式。 この認証方式では初回工場調査の要求を削除した。 

認証書の有効期限は長期有効。 
③ 上記申請方式 1 に対し更新申請の規定を追加した。更新申請は、認証書の有効期限の 3 ヶ月前までに申請を提出し、申請者が以下の 2 種類の申請

方法から任意に指定し更新を行う。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn
/chinese/gkwj/rzbzxx/b
zhbxx/webinfo/2015/05/
1432255317686793.htm 

 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/06/15/1434329521080066-1434329521082519.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/06/15/1434329521080066-1434329521082519.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434329521020217.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434329521020217.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434329521020217.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/06/1434329521020217.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/05/1432255317686793.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/05/1432255317686793.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/05/1432255317686793.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/05/1432255317686793.htm


2015 年中国認証最新情報 

i. 型式試験を依頼し認証書を 1 年間延長する 
ii．更新する為の工場調査を実施する。工場調査は初回工場調査と同じ内容を実施する。工場調査の審査結果で合格した後に、長期有効な認証書

を発行する。 
（訳者注：JET と CQC との間では相互認証に関する契約がありますので、上記認証に関する試験及び工場調査でサポートが可能と思います。ご

検討頂ける場合には、JET 国際業務グループまでお問合わせください。なお、お問合せ先は本資料の最終ページに記載しています。） 
④ 定期確認試験の周期を、「一回/年 或いは 一回/ロット」に修正した。 
⑤ 初回工場調査は、認証方式 2（型式試験＋初回工場調査＋認証取得後の維持管理で、認証書の有効期限が長期有効）のみに適用する。初回工場調

査の現場指定試験の要求を削除した。初回工場調査時間と調査員数は、工場の製造規模（申請製品と関連する人数）が 100 名以下の場合には 2 名

/1 日で 100 名以上の場合は 3 名/2 日とする。 
⑥ 定期維持管理の定期工場調査時間と調査員数は、工場の製造規模（申請製品と関連する人数）が 100 名以下の場合には 1 名/1 日で、100 名以上の

場合は 2 名/日とする。 

No. 製品カテゴリ 実施規則名称 変更前の実施規則番号 最新版実施規則番号 

1.  001036 玩具用変圧期及び電源安全認証実施規則 CQC11-461211-2009 CQC11-461211-2015 

2.  001001 汎用絶縁変圧器/安全絶縁変圧器安全認証実施規則 CQC11-461213-2012 CQC11-461213-2015 

3.  001002 スイッチング電源用変圧器安全認証実施規則 CQC11-461214-2012 CQC11-461214-2015 

4.  001027 器具用スイッチ安全認証実施規則 CQC11-461292-2012 CQC11-461292-2015 

5.  001006 AV 類電子機器及び IT 類設備用制御用リレー安全認証実施規則 CQC11-462151-2012 CQC11-462151-2015 

6.  001042 スイッチング変圧器用絶縁巻線安全認証実施規則 CQC11-463113-2012 CQC11-463113-2015 

7.  001023 移動式通式機器用リチウムイオン電池製品安全認証実施規則 CQC11-464111-2009 CQC11-464111-2015 

8.  001031 携帯式電子設備用密閉式二次電池製品安全認証実施規則 CQC11-464112-2009 CQC11-464112-2015 

9.  001040 
情報処理設備（通信端末設備を含む）、AV 類電子設備用リチウムイオ

ン電池パック用安全認証実施規則 
CQC11-464113-2012 CQC11-464113-2015 

10.  001005 高電圧部品及びアセンブリ製品安全認証実施規則 CQC11-469400-2012 CQC11-469400-2015 

11.  001020 電子設備用固体及び非固体電解質アルミコンデンサ安全認証実施規則 CQC11-471111-2009 CQC11-471111-2015 

12.  001038 電波妨害制御用固定式コンデンサ安全認証実施規則 CQC11-471112-2009 CQC11-471112-2015 
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13.  001009 ヒュージブル抵抗器安全認証実施規則 CQC11-471211-2009 CQC11-471211-2015 

14.  001004 音響機器及び類似電子設備用抵抗器安全認証実施規則 CQC11-471212-2012 CQC11-471212-2015 

15.  001004 
情報処理設備用ブリッジ抵抗器（２重絶縁の架橋或いは強化絶縁に使用

するもの）安全認証実施規則 
CQC11-471213-2012 CQC11-471213-2015 

16.  001010 プリント基板安全認証実施規則 CQC11-471302-2011 CQC11-471302-2015 

17.  001011 
プリント基板用銅グラッド積層板/プリント基板用金属ベース銅グラッ

ド積層板安全認証実施規則 
CQC11-471303-2011 CQC11-471303-2015 

18.  001041 情報処理設備或いは音響設備用フォト-カプラ安全認証実施規則 CQC11-471543-2012 CQC11-471543-2015 

19.  001008 電子設備用バリスタ安全認証実施規則 CQC11-471551-2012 CQC11-471551-2015 

20.  001032 直接加熱式マイナス温度係数サーミスタ安全認証実施規則 CQC11-471552-2009 CQC11-471552-2015 

21.  001022 ダイレクト階段式プラス温度係数サーミスタ安全認証実施規則 CQC11-471553-2012 CQC11-471553-2015 

22.  001003 消磁コイル安全認証実施規則 CQC11-471811-2009 CQC11-471811-2015 

23.  001029 撮影用電子式フラッシュ装置安全認証実施規則 CQC11-483241-2009 CQC11-483241-2015 

24.  027001 計測、制御、試験装置安全認証実施規則 CQC12-044689-2009 CQC12-044689-2015 

25.  001018 IT 機器及び附属品の安全及び EMC 認証実施規則 CQC12-045670-2009 CQC12-045670-2015 

26.  001019 AV 機器及び類する電子設備及び附属品の安全及び EMC 認証実施規則 CQC12-045700-2009 CQC12-045700-2015 

27.  001017 無停電電源装置安全及び EMC 認証実施規則 CQC12-461291-2011 CQC12-461291-2015 

28.  001021 電波妨害制御用固定式インダクタの性能安全認証実施規則 CQC13-471812-2009 CQC13-471812-2015 
 

CQC 
任意認証通知 

5/5 

GB4706.13-2014 IDT: IEC 60335-2-24:2012 ： Household and similar electrical 
appliances—Safety—Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream 
appliances and ice-makers 家庭用及び類似用途の電気機器－安全性－第 2-24 部：冷却用機

器，アイスクリーム機器及び製氷機の特定要求事項 
  
 

左記 GB 適用規格は、本通知発表日より、2016 年 1 月 1 日

まで最新版及び旧版規格の何れでも申請することが出来る。

2016 年 1 月 1 日以後は最新版規格で認証を実施し、最新版

の認証書を発行する。 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn
/chinese/gkwj/rzbzxx/b
zhbxx/webinfo/2015/05/

http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/05/1430773517932681.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/05/1430773517932681.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/05/1430773517932681.htm
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GB4706.18-2014 IDT：IEC 60335-2-29:2010(Ed4.2)： Household and similar electrical 
appliances—Safety—Particular requirements for battery chargers 第 2-29 部：充電器の

特定要求事項 
適用規格の相違点は、以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/05/05/1430773517932681-14307735182663
10.docx 

旧版の認証書は、最新版規格の実施日より 2016 年度の定期

工場調査前までに、認証書の書換え申請を行わなければなら

ない。更新申請は試験を伴う。認証書の書換えは、2017 年

1 月 1 日前までに完了しなければならない。完了出来ない場

合は認証書を一時停止とする。2017 年 4 月 1 日前までに認

証書の書換えが完了出来ない場合は、旧版規格の認証書を強

制取消とする。左記適用規格は、以下のカテゴリの製品及び

実施規則の変更を必要とする。 

カテゴリ 製品名 安全及びEMC実

施規則番号 

008022 
電気冷蔵庫、食品

冷凍庫及び冷蔵

庫(500L 以上) 

CQC12-448112-
2009  

008008 電池充電器 CQC12-448177-
2009  

008042 気化器 CQC12-448178-
2009  

008044 フードウォーマ

ー 
CQC12-448134-
2011  

009004 
業務用電気湯沸

かし器及び液体

加熱器 

CQC12-448192-
2009  

009011 業務用電子レン

ジ 
CQC12-448197-
2009  

 

1430773517932681.htm 
 

GB4706.36-2014  Household and similar electrical appliances—Safety—Particular 
requirements for commercial water electric boilers and liquid heaters 業務用湯沸かし器

及び液体加熱器の特殊要求事項 

GB4706.80-2014 IDT:IEC 60335-2-81:2012(Ed2.2)：Household and similar electrical 
appliances—Safety—Particular requirements for foot warmers and heating mats 第

2-81 部：足温器及び暖房マットの特定要求事項 
適用規格の相違点は、以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/05/05/1430773517932681-14307735182868
87.docx 
GB4706.81-2014 IDT: IEC 60335-2-101:2008：Household and similar electrical 
appliances—Safety—Particular requirements for vaporizers 第 2-101 部：気化器の特定

要求事項 
適用規格の相違点は、以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/05/05/1430773517932681-14307735182399
27.docx 

GB4706.90-2014 IDT: IEC 60335-2-90:2010(Ed3.1)：Household and similar electrical 
appliances—Safety—Particular requirements for commercial microwave ovens 第 2-90
部：業務用電子レンジの特定要求事項 
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GB15092.2-1994 GB15092.2-2014 

IDT: IEC 61058-2-1:2010  Switches for 
appliances—Part 2:Particular requirements 
for cord switches 器具用スイッチ－第 2-1 部：

コードスイッチの特定要求事項 

左記 CQC 任意認証の適用規格：GB15092.2-2014 及び

GB15092.3-2014 は 2014 年 7 月 24 日に発表され、2015 年

7 月 1 日より実施開始する。この 2 つの適用規格は、以下の

実施規則の製品に適用する： 
カテゴリ：002018 
家庭用電気製品の器具用スイッチ 
カテゴリ：003012 
器具用スイッチ 
実施規則：CQC11-462124-2009 器具用スイッチ安全認証

実施規則 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn
/chinese/gkwj/rzbzxx/b
zhbxx/webinfo/2015/04/
1429563683080706.htm 

 GB15092.3-1998 GB15092.3-2014 

IDT:  IEC 61058-2-5:2010  Switches for 
appliances—Part 2:Particular requirements 
for change-over selectors 器具用スイッチ－

第 2-5 部：切替えセレクタの特定要求事項 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/05/05/1430773517932681-1430773518266310.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/05/05/1430773517932681-1430773518266310.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/05/1430773517932681.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/05/05/1430773517932681-1430773518286887.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/05/05/1430773517932681-1430773518286887.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/05/05/1430773517932681-1430773518239927.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/05/05/1430773517932681-1430773518239927.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/04/1429563683080706.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/04/1429563683080706.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/04/1429563683080706.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/04/1429563683080706.htm
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本通知日より、2015 年 7 月 1 日まで最新版及び旧版規格の

何れでも申請することが出来る。2015 年 7 月 1 日以後は最

新版規格で認証を実施し、最新版の認証書を発行する。 
旧版の認証書は、最新版規格の実施日より次回の定期工場調

査前までに、認証書の書換え申請を行わなければならない。

更新申請は試験を伴う。認証書の書換えは、2016 年 7 月 1
日前までに完了しなければならない。完了出来ない場合は認

証書を一時停止とする。2017 年 7 月 1 日前までに認証書の

書換えが完了出来ない場合は、旧版規格の認証書を強制取消

とする。 

CQC 
任意認証通知 

3/11 

省エネ＋環境保護 
CQC6151-2009 

GB 30720-2014 、

CQC6151-2009 の 
§4.2、§4.3 

Minimum allowable values of energy 
efficiency and energy efficiency grades for 
domestic gas cooking appliances 
家庭用ガス調理器具用エネルギー消費効率限定

値及びエネルギー消費効率レベル 

家庭用ガス調理器具エネルギー効率の適用規格

GB30720-2014 は 2014 年 6 月 9 日発表され、2015 年 4 月

1 日より実施開始する。CQC は適用規格の実施に対応し

CQC 省エネ及び環境認証の旧版実施規則を発表した。

CQC61-448211-2009 版を CQC61-448211-2015 に変更し、

2015 年 4 月 1 日より最新版実施規則及び左記最新版適用規

格に従い認証を行う。 
旧版の認証書は、本通知の公表日より次回の定期工場調査前

までに、認証書の書換え申請を行わなければならない。更新

申請は試験を伴う。認証書の書換えは 2016 年 4 月 1 日前ま

でに完了しなければならない。完了出来ない場合は認証書を

一時停止とする。2016 年 7 月 1 日前までに認証書の書換え

が完了出来ない場合には、旧版規格の認証書を強制取消とす

る。 
実施規則 CQC61-448211-2015 年版の変更内容は以下の通

り： 
⑤ 適用規格 GB30720-2014 を追加した。 
⑥ 4.2.2 の試験項目及び要求事項を修正した。 
試験の相違点要求は以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/03/11/14260
21454208398-1426021454714801.doc 
 

通知原文： 
http://www.cqc.com.cn
/chinese/gkwj/rzbzxx/b
zhbxx/webinfo/2015/03/
1426021454208398.htm 

 

省エネ 
CQC6151-2009 

GB 30720-2014 

  

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/03/11/1426021454208398-1426021454714801.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/03/11/1426021454208398-1426021454714801.doc
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/03/1426021454208398.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/03/1426021454208398.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/03/1426021454208398.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/03/1426021454208398.htm
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公告番号(発

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

CQC 強制認

証通知 
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原動機付き車両及び安全部品強制認証最新版実施規則及び実施細則の実施に関連する要求 
原動機付き車両及び安全部品の最新版実施規則は 2015 年 1 月 1 日より実施開始。最新版実施規則に適用規格が追加され、一部の適用規格の年版改訂を行

いました。車部品類製品の工場調査要求事項の改定も行いました。改定内容は以下の通り： 
1． 適用規格の追加及び年版を更新した、規格リストは以下の通り：GB 30509-2014,  GB 28373-2012,  GB/T 16887-2008,  GB/T 19950-2005,  

GB20890-2007,  GB27999-2011,  GB/T 27840-2011,  GB 30510-2014,  GB/T30512-2014,  GB/T 30036-2013,  GB/T 30511-2014,  GB/T 
26408-2011, QC/T 718-2013,  GB20891-2014,  GB27887-2011,  GB18564.1-2006, QC/T932-2012,  GB12268-2012,  GB 15084-2013,  GB 
15085-2013,   
GB 15086-2013,  GB 13057-2014,  GB14166-2013,  GB14167-2013,  GB11551-2014,  GB 17578-2013,  GBT19753-2013,  GB18099-2013,  
GB18409-2013,  GB 12676-2014,  GB 15052-2010,  GB 12602-2009,  GB 17353-2014,  GB/T 18387-2008, GB/T 24157-2009,  GB 24155-2009,   
GB 11554-2008,  GB 16897-2010,  GB 9656 -2003,  GB 518-2007,  GB/T 20076-2006 
詳細については、以下のURLをご参照下さい：http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/02/02/1422825286268988-1422825286369030.docx 

(詳細、下記「附属書： 2014 版实施规则和实施细则新規規格/修订标准实施要求」 を参照) 
2． 適用規格の年版更新及び追加された規格への更新について、猶予期限の指定がある認証取得製品は、規定された期限内に認証書の書換えを行わなけれ

ばならない。猶予期限の指定が無い製品或いは猶予期限が最新版実施規則の実施開始日より 12 ヶ月以内の場合、申請者は、実施規則実施開始日より

12 ヶ月以内に最新版適用規格への手続き及び認証書書換え業務を行わなければならない。適用規格更新について、相違点試験を伴います。詳細につい

て、認証機関が公布の公告又は試験計画に従い実施する。 
3． 自動車車両本体に対する部品認証の更新期限を考慮し、車両本台の製造企業は、2015 年 12 月 31 日前までの認証取得部品の受入れ業務を 2016 年 3

月 31 日までに延長出来る。 
4． 規定された期限内に認証書の更新が完了出来ない場合、認証書の一次停止処置を行い、一次停止の処置期限まで認証書書換えを完了しない場合には、

認証書の取消処置を行う。 
5． 2014 年 12 月 31 日前までに出荷、中国への通関、市場導入した製品、且つ継続して製造しない認証製品に対し、認証書の書換え手続きを不要とする。 
6． 2015 年 1 月 1 日から、指定認証機関は、燃料の平均消耗量に対する GB27999 の「乗用車燃料消耗量評価方法及び指標」の要求に準じて評価する。企

業の燃料の平均消耗量が規定された目標値を超えた場合、改善計画を提出し、改善状況に応じて、申請継続可能かを判断する。 
7． 2015 年 1 月 1 日より、製造事業者或いは製造工場は、車両の一致性証明書を発行後、2 実働日以内にそのデータを認証機関指定のデータバンクシステ

ムにアップロードしなければならない。 
8． 2015 年 7 月 1 日から、車両に附属する一致性証明書は、自動車、オートバイ製品の最新版実施規則及び実施細則の規定に適合しなければならない。 

① 車両の一致性証明書の書式、パラメーター、内容などは、関連規定に準じる必要がある。 
② 一致性証明書は統合したサイズ及びフォントを使用し、バーコード規定に適合する二次元バーコードで表示しなければならない。 

9． 車部品に対し、最新版実施規則に規定する CCC マークの表示方法の規定を変更した。旧版実施規則に準じて購入した標準ラベル或いは取得された印

字許可書は継続して使用する事が出来る。但し使用出来る期限は、旧版認証書の更新完了日或いは認証書の有効期限までとする。 

http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/02/14
22825286268988.htm 

 

CQC 強制認

証 
規格更新 

GB/T11918.-2001 GB/T11918.1-2014 
MOD:  
IEC 60309-1:2012 
(Ed.4.2) 

工業用プラグ，コンセ

ント及びカプラ－第1
部：一般要求事項 

工業用プラグ、コンセント及びカプラの最新版適用規格は 2014
年 6 月 24 日に発表され、2015 年 1 月 22 日より実施開始される。 
公告日より最新版規格で申請を行わなければならない。旧版規格

http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/02/14

http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=160591&templet=gjcxjg_detail_forward.jsp&searchword=STANDARD_CODE='GB/T%2027840-2011'
http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=160591&templet=gjcxjg_detail_forward.jsp&searchword=STANDARD_CODE='GB%2013057-2014'
http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=160591&templet=gjcxjg_detail_forward.jsp&searchword=STANDARD_CODE='GB%2012676-2014'
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/02/02/1422825286268988-1422825286369030.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1422825286268988.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1422825286268988.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1422825286268988.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1422825286268988.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1423515890965165.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1423515890965165.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1423515890965165.htm
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GB/T11919-2001 GB/T11918.2-2014 MOD:  
IEC 60309-2:2012 

第 2 部：ピン及びコン

タクトチップ附属品

の寸法互換性要求事

項 

の認証書は最新版規格実施開始後、次回の定期工場調査実施前ま

でに更新手続きを行う。認証書の書換え申請は試験を伴います。

新版規格と旧版規格の相違点は以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/02/10/142351589
0965165-1423515891502804.docx 
追加試験項目は以下の通り： 
最新版規格の 7.1、7.2、11、15.8、16.9、17.3、18.2（製品の保

護クラスの第一特徴記号数字が 3 或いは 4 の場合、保護クラスが

IPX4 以下の場合、18.2 の追加試験を行う） 
適用規格の更新は、2016 年 1 月 22 日前までに完了しなければな

らない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。2016 年

4 月 22 日前までに認証書の書換えを完了出来ない場合は旧版規

格の認証書を強制取消とする。 
2015 年 1 月 22 日前までに出荷し、市場に投入した製品、且つ再

生産の見込みの無い製品について、認証書の書換えは不要とす

る。 
左記適用規格に準じて設計されていない製品は CCC 適用外と見

なされる。対象外製品例： 

 

23515890965165.htm 
 

 GB/T11918.4-2014 
MOD: 
IEC60309-4:2012 
（Ed.1.1) 

第 4 部：インタロック

付き又はインタロッ

ク無しの切換コンセ

ント及びコネクタ 

CQC 強制認

証 
規格更新 
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GB16915.1-2003 GB16915.1-2014 
MOD: 
IEC 60669-1:2007 
（Ed3.2) 

家庭用及び類似の固

定電気設備のスイッ

チ－第 1 部：一般要求

事項 

家庭用及び類似の固定電気設備のスイッチの最新版適用規格は

2014 年 9 月 3 日発表され、2015 年 8 月 3 日より実施開始。 
公告日から 2015 年 8 月 2 日までは、申請者は最新版規格或いは

旧版規格の何れかを指定し申請することが出来る。2015 年 8 月

3 日以後は、最新版規格で申請を行わなければならない。旧版規

格の認証書は最新版規格実施開始後、次回の定期工場調査実施前

までに更新手続きを行う。 
適用規格の更新は、2016 年 8 月 3 日前までに完了しなければな

らない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。2016 年

11 月 3 日前までに認証書の書換えを完了出来ない場合は、旧版

規格の認証書を強制取消とする。 

http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/02/14
23515891050382.htm 

 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/02/10/1423515890965165-1423515891502804.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/02/10/1423515890965165-1423515891502804.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1423515890965165.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1423515891050382.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1423515891050382.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1423515891050382.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/02/1423515891050382.htm
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2015 年 8 月 3 日前までに出荷し、市場に投入した製品で再生産

の見込みの無い製品については、認証書の書換えは不要とする。 
スイッチ付きのソケット製品について、ソケットの認証書に

GB2099.1,GB1002, GB16915.1 の三つの適用規格を適用する場

合は、上記の通り認証書の書換え申請を行わなければならない。 
認証書の書換え申請では試験を伴なう。新版規格と旧版規格の相

違点は以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/02/10/142351589
1050382-1423515891367260.docx 
追加試験項目は以下の通り： 
最新版規格の：6.2、8.2, 8.3、8.6、 8.9、 12-表 3、13-表 13、
16-表 15、17-表 16、18.2、19.1、19.2、19.3、23-表 23 

CQC 強制認

証 
規格更新 
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GB9816-2008 GB9816-2013 MOD: 
IEC 60691:2002 

温度ヒューズ－要求

事項及び適用の手引 

温度ヒューズの最新版適用規格は 2013 年 12 月 31 日発表され、

2015 年 7 月 13 日より実施開始。 
公告日から 2015 年 7 月 12 日まで、申請者は最新版規格或いは

旧版規格の何れかを指定し申請することが出来る。2015 年 7 月

13 日以後は、最新版規格で申請を行わなければならない。旧版

規格の認証書は最新版規格実施開始後、次回の定期工場調査実施

前までに更新手続きを行う。 
適用規格の更新は、2016 年 7 月 13 日前までに完了しなければな

らない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。2016 年

10 月 13 日前までに認証書の書換えを完了出来ない場合は、旧版

規格の認証書を強制取消とする。 
2015 年 7 月 13 日前までに出荷し、市場に投入した製品で再生産

の見込みの無い製品については、認証書の書換えは不要とする。 
認証書の書換え申請では試験を伴います。新版規格と旧版規格の

相違点は以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/02/10/142351589
1144481-1423515891307262.docx 
追加試験項目は以下の通り： 
最新版規格の：10.6-表 5、11.1 

http://www.cqc.com.
cn/chinese/gkwj/rzbz
xx/bzhbxx/webinfo/2
015/02/14235158911

44481.htm 

CQC 強制認

証 
規格更新 
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GB4706.13-2008 GB4706.13-2014 
IDT:   
IEC 
60335-2-24:2012 

家庭用及び類似用途

の電気機器－安全性

－第 2-24 部：冷却用

機器，アイスクリーム

メーカー及び製氷機

家庭用冷却機器、アイスクリームメーカー及び製氷機類製品の最

新版適用規格は 2014 年 12 月 5 日発表され、2016 年 1 月 1 日よ

り実施開始。 
公告日から 2016 年 1 月 1 日までは、申請者が最新版規格或いは

旧版規格の何れかを指定し申請することが出来る。2016 年 1 月

http://www.cqc.com.cn/c
hinese/gkwj/rzbzxx/bzh
bxx/webinfo/2015/03/14
25502931893097.htm 
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http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/03/1425502931893097.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/03/1425502931893097.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2015/03/1425502931893097.htm
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の特定要求事項 1 日以後は、最新版規格で申請を行わなければならない。旧版規

格の認証書は最新版規格実施開始後、次回の定期工場調査実施前

までに更新手続きを行う。 
適用規格の更新は、2017 年 1 月 1 日前までに完了しなければな

らない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。2017 年

4 月 1 日前までに認証書の書換えを完了出来ない場合は、旧版規

格の認証書を強制取消とする。 
認証書の書換え申請では試験を伴います。新版規格と旧版規格の

相違点は以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/03/05/142550293
1893097-1425502931988383.docx 
追加試験項目は以下の通り： 
最新版規格と旧版規格の相違点： 
1. 適用範囲を修正した。 
2. 引用規格を修正した。 
3. 3.101 製冷器具の定義を修正した。 
4. 3.111 自由空間の定義を修正した。 
5. 3.112 遷移臨界(トランスクリティカル)冷却システムの定義

を追加した。 
6. 3.113 ガス冷却装置の定義を追加した。 
7. 3.114 設計圧力の定義を追加した。 
8. 3.115 爆破片の定義を追加した。 
9. 3.116 圧力放出装置の定義を追加した。 
10. 5.試験の一般条件の注釈 101 項、第 5.7 項、第 5.103 項を修

正した。 
11. 表示及び説明の第 7.1 項、第 7.6 項、第 7.12 項、7.12.1 項、

7.14 項、7.15 項、7.101 項の内容を修正・追加した。の内容

を修正した。 
12. 入力電力及び電流の要求を修正した。 
13. 発熱、耐湿気の適用規格年版を明記した。 
14. 異常時の動作の適用規格年版を明確にした。19.104 の試験

条件を明確にした。 
15. 構造を要求する第 22.103 項を追加した。 
16. 第 22.107 項、第 22.107.1 項、第 22.107.3 項の内容を修正

した。 
17. 第 22.107.3 にアルミの純度要求を追加した。 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/03/05/1425502931893097-1425502931988383.docx
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/03/05/1425502931893097-1425502931988383.docx
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18. 第 22.108 項、第 22.109 項の注釈 2、第 22.110 項の表 102
注釈 a の内容を修正した。 

19. 第 22.111 項の要求を追加した。 
20. 旧版規格の第 22.111～22.114 項は番号の修正がある。最新

規格は、第 22.112～22.115 に変更した。 
21. 第 22.116 項の粉砕及び破裂の要求を追加した。 
22. 内部配線の折り曲げ試験要求の第 23.3 項を追加した。 
23. 部品について、GB4706.17-2010 年版を明記した。 
24. 部品の要求の第24.1.4項の修正及び緑色のA1規定を追加し

た。 
25. 部品の要求の第 24.102 項を追加した。 
26. 電源接続ケーブル及び外部可撓ケーブルの要求第 25.7 項を

修正した。 
27. 空間距離、沿面距離及び固体絶縁の第 29.2 項の要求に付属

書 A1 を追加した。 
28. 附属書 BB の着霜方法の要求を修正した。 
29. 附属書 CC の N 型着火試験に A1 の要求を追加した。 
30. 附属書 DD の可燃性冷媒を使用するコンプレッサ製品製造

品質管理規定を追加した。 

CCC マーク

センター情

報 
3/1 情報入手 

自動車部品の CCC マーク使用規定 
一、原動機付き車両用レトロリフレクター（再帰反射器）【1107 類】、自動車外部照明及び光信号装置製品【1109 類】、オートバイ外部照明及び光信号装置

製品【1116 類】製品について、CCC マーク印字許可を申請する際に、CCC マークの基本ロゴを使用することが出来る。つまり、“S”文字の派生マー

クを使用することが出来る。 
二、車エンジンホース製品（1108 類）の CCC マーク印字許可を申請する際に、標準仕様の CCC ロゴマーク及び“中国強制認証”マークの派生マークを使用

することが出来る。つまり、“CCC”文字のみのマークを使用することが出来る。 
三、車内装飾部品【1111 類】製品について、CCC マークの表示は、製品本体の裏面に表示することが出来る。 
四、原動機付き車両用レトロリフレクター（再帰反射器）【1107 類】、車エンジンホース製品【1108 類】、自動車外部照明及び光信号装置製品【1109 類】、

オートバイ外部照明及び光信号装置製品【1116 類】、自動車走行メーター【1117 類】、車体反射標識【1118 類】製品について、猶予期限内に 8mm の

CCC-S マークの標準ラベル（シール）を使用することができる。猶予期限は、2017 年 5 月 31 日【訳者注：原文では 2007 と記載】までとする。猶予

期限後、CCC 強制認証実施規則に規定する CCC マーク要求に準じてラベルを表示しなければならない。 
五、製造中止の車種に使用する修理部品（CCC 認証書に修理部品専用と明記したもの）は：原動機付き車両用レトロリフレクター（再帰反射器）【1107 類】、

車エンジンホース製品【1108 類】、自動車外部照明及び光信号装置製品【1109 類】、オートバイ外部照明及び光信号装置製品【1116 類】、自動車走行

メーター【1117 類】、車体反射標識【1118 類】製品は、CCC 認証書に記載のモデルに対し、2017 年 5 月 31 日【訳者注：原文では 2007 と記載】以後

継続して標準ラベルを貼り付けて使用することが出来る。 
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附属書： 2014 版实施规则和实施细则新規規格/修订标准实施要求 
 

適用規格 新規規格/更新規格 規格名称 発表日 実施日 猶予期限 
GB 30509-2014 新規規格 車両及び部品の識別マーク 2014/02/19 2014/12/01 無し 
GB 28373-2012 新規規格 N 類及びO 類タンク式車両転倒安定性要求 2012/05/11 2014/01/01 無し 

GB/T 16887-2008 新規規格 寝台付き車両構造の安全要求 2008/02/03 2008/08/01 無し 
GB/T 19950-2005 新規規格 二階立てバス構造の安全要求 2005/10/08 2005/04/01 無し 

GB20890-2007 新規規格 大型車輌の排気ガス環境汚染物排出制御システ

ム耐久性要求及び試験方法 2007/04/03 2007/10/01 無し 

GB27999-2011 新規規格 乗用車用燃料消耗量評価方法及び指標 2011/12/30 2012/1/1 無し 
GB/T 27840-2011 新規規格 大型商用車両燃料消耗量測定方法 2011/12/30 2012/1/1 無し 

GB 30510-2014 新規規格 大型商用車両燃料消耗量限度値 2014/2/19 2014/7/1 
新しい車種は 2014 年 7 月 1 日より実施開始す

る；量産の既存車種は 2015 年 7 月 1 日より実施

する。 

GB/T30512-2014 新規規格 自動車使用禁止物質の要求 2014/2/19 2014/6/1 
認証取得済みの製品は、本適用規格の実施開始日

より第 25 ヶ月目より実施開始する(2016 年 7 月

1 日より実施) 
GB/T 30036-2013 新規規格 自動車用適応性フロント照明システム 2013/11/27 2014/07/01 無し 
GB/T 30511-2014 新規規格 自動車用コーナーランプの配光性能 2014/02/19 2014/06/01 無し 
GB/T 26408-2011 新規規格 コンクリートミキサー車 2011/05/12 2012/01/01 — 
QC/T 718-2013 新規規格 コンクリートポンプ車 2013/10/17 2014/03/01 — 

GB20891-2014 新規規格 非道路走行機械のディーゼルエンジンからの排

気汚染物質の限度値と測定法 2014/5/16 2014/10/1 
2016 年 4 月 1 日以後、第三段階の規定に適合す

る必要がある。 

GB27887-2011 新規規格 自動車用チャイルドシート 2011/12/30 2012/07/01 無し 

GB18564.1-2006 新規規格 道路用危険性液体運送用タンクローリー車第 1
部分：金属常圧タンク本体技術要求 2006/07/19 2006/11/01 無し 

QC/T932-2012 新規規格 道路用危険性液体運送用タンクローリー車緊急

切断バルブ 2012/12/28 2013/06/01 無し 

GB12268-2012 GB12268-2005 危険貨物表 2012/05/11 2012/12/01 無し 

GB 15084-2013 GB 15084-2006 原動機付き車両用間接反射ミラー装置の性能及

び設置要求 2013/9/18 2014/7/1 
新型製品は適用規格の実施開始日より施行開始

する。従来品は適用規格実施日より第 13 ヶ月目

から実施開始する（2015 年 8 月 1 日） 

http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=160591&templet=gjcxjg_detail_forward.jsp&searchword=STANDARD_CODE='GB/T%2027840-2011'
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GB 15085-2013 GB 15085-1994 自動車フロントガラス用ワイパー及び洗浄液の

性能要求及び試験方法 2013/9/18 2015/1/1 
無し 

GB 15086-2013 GB 15086-2006 自動車ドアロック及びドア保持部品の性能要求

及び試験方法 2013/9/18 2015/1/1 
新型製品は適用規格の実施開始日より施行開始

する。従来品は適用規格実施日より第 13 ヶ月目

から実施開始する（2015 年 8 月 1 日） 

GB 13057-2014 GB 13057-2003 バス用座席及び車両の固定部品の強度 2013/10/10 2015/07/01 許可/認証済み製品は実施日より第 13 ヶ月目か

ら実施開始する（2015 年 8 月 1 日） 

GB14166-2013 GB14166-2003 
原動機付き車両用シートベルト、拘束システム、

チャイルドシートの拘束システム及び ISOFIX
チャイルドシートの拘束システム 

2013/05/07 2014/01/01 
新型車種は 2014 年 1 月 1 日より施行開始する。

量産の既存車種は 2017年 1 月 1日より実施開始

する。 

GB14167-2013 GB14167-2006 自動車シートベルトの固定具、ISOFIX 固定シス

テム及び上部取付け固定具 2013/05/07 2014/01/01 
新しい車種は 2014 年 7 月 1 日より実施開始す

る；量産の既存車種は 2017 年 1 月 1 日より実施

する。 

GB11551-2014 GB11551-2003 乗用車正面衝突時の乗員保護 2014/09/03 2015/01/01 

新規申請の車種は適用規格公表日より一年後に

実施開始する。内、N1 及びマルチ用途のトラッ

クは公表日より二年後に実施開始する。量産の既

存車両は公表日より三年後に実施開始する。 

GB 17578-2013 GB 17578-1998 バス天井構造、強度要求及び試験方法 2013/09/18 2014/07/01 

4.3.1 及び附属書 C-、附属書 H に「有効質量に準

じて負荷を加える」の要求の実施は、本適用規格

の実施開始日より 12 ヶ月後とする。（2015 年 7
月 1 日より実施開始） 

GBT19753-2013 GBT19753-2005 混合動力電動力軽自動車エネルギー消耗量試験

方法 2013/12/31 2014/06/01 無し 

GB18099-2013 GB18099-2000 エンジン駆動車及びトレーラー車のサイド表示

ランプ配光性能 2013/9/18 2014/7/1 

本適用規格の実施日より、新規申請の製品及び型

式試験は最新版規格に適合しなければならない。

適用規格の実施日前までに旧版規格で型式試験

を合格した製品は、適用規格更新する為の猶予期

間は 24 ヶ月とする。 

GB18409-2013 GB18409-2001 自動車パーキングランプの配光性能 2013/9/18 2014/7/1 

本適用規格の実施日より、新規申請の製品及び型

式試験は最新版規格に適合しなければならない。

適用規格の実施日前までに旧版規格で型式試験

を合格した製品は、適用規格更新する為の猶予期

間は 24 ヶ月とする。 

GB 12676-2014 GB 12676-1999 商用車両及びトレーラー車ブレーキシステム技

術要求及び試験方法 2013/10/10 2015/07/01 量産の既存車両は 12 ヶ月間後に実施開始する。 

http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=160591&templet=gjcxjg_detail_forward.jsp&searchword=STANDARD_CODE='GB%2013057-2014'
http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=160591&templet=gjcxjg_detail_forward.jsp&searchword=STANDARD_CODE='GB%2012676-2014'
http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=160591&templet=gjcxjg_detail_forward.jsp&searchword=STANDARD_CODE='GB%2012676-2014'
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GB 15052-2010 GB 15052-1994 クレーン車の安全マーク及び危険表示記号総則 2011/01/10 2011/12/01 無し 
GB 12602-2009 GB 12602-1990 クレーン車のオーバーロット保護装置 2009/04/24 2010/01/01 無し 
GB 17353-2014 GB 17353-1998 オートバイ及び原付バイクの盗難防止装置 2014/2/19 2014/12/1 新しい車種は一年後に実施開始する；量産の既存

車種は三年後に実施する 
GB/T 18387-2008 新規規格 電動自動車の電磁場放射強度の限度値及び測定

方法、ブロードバンド、9kHz～30MHz 
2008/1/22 2008/9/1 / 

GB/T 24157-2009 新規規格 電動バイク及び電動原付バイクのエネルギー消

耗量及び走行距離試験方法 
2009/6/25 2010/1/1 / 

 
GB 24155-2009 新規規格 電動オートバイ及び電動原付バイクの安全要求 2009/6/25 2010/1/1 / 
GB 11554-2008 新規規格 エンジン駆動車及びトレーラー用リアフォグラ

ンプ配光性能 
2008/12/31 2010/1/1 / 

GB 16897-2010 新規規格 エンジンホースの構造、性能要求及び試験方法 2011/1/10 2011/7/1 / 
GB 9656 -2003 新規規格 自動車安全ガラス 2003/4/3 2004/4/1 / 
GB 518-2007 新規規格 オートバイタイヤ 2007/11/7 2008/4/1 / 

GB/T 20076-2006 新規規格 オートバイ及び原付バイクエンジン最大トルク

及び最大定格電力測定方法 
2006/1/18 2006/7/1 / 

 

 

注：1. 新しい車種は 2015 年 1 月 1 日より実施開始、認証取得済みの車種は 2015 年 12 月 31 日まで認証書の書換えを完了しなければならない。 

2. 車両本体と伴に検査を受けない CCC 対象部品については、2015 年 12 月 31 日前までに最新版認証書を取得しなければならない。 
 
 
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 


