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(注１) 下表の公告内容概要等については、JET で翻訳及び編集を行った参考和訳です。記載内容に疑義のある場合には中国語の原文に準じてください。 
また、JET は下記情報に起因する損害等については、その内容如何に関わらず一切責任を負うことができませんので御了承ください。 

        (注２)  中国標準規格(GB 規格)の日本語版及び中国語原文の入手先情報について、巻末に記載しましたので参考にしてください。 
 
公告番号(発表月

/日) 中国規格番号 国際規格及び規格タイトル 公告内容概要 公告のリンク先 

自動車強制認証

実施細則改訂公

告 
06/13 

CQC-C1101-2014「CCC 強制性認証実施細則 自動車」 
原文の URL: 
http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?I
D=29767 

自動車強制認証実施細則改定通知 

CNCA2015 年第 38 号公告の規定に従い、自由貿易試験区域及び自動車平行輸入政

策の安全導入に関する政府提案と合せて、現行の自動車強制性認証実施細則

CQC-C1101-2014 を改定した。改定内容は、以下の通り： 
1. 附属書 6. 自動車の平行輸入に関する管理要求（試行）を追加した 
2. 適用規格の改定状況に応じて、附属書 4 の附録 1 の通関地・港の抜取り試験

の適用規格を改定した。 
本実施細則公布日より運用及び実施開始とする。 

http://www.cqc.com.cn/
www/chinese/c/2016-0

6-13/535338.shtml 
 

EV 製品 CQC 任

意認証適用規格

更新通知 
07/06 

電気自動車用非車載型充電器及びEVケーブル内制御装置及び保護装置（IC-CPD）の実施規則改定、適用規格GB/T18487.1の版上げ通知 

最新版規格 GB/T18487.1-2015：電気自動車用充電システム 第一部分：共通要求は 2015年 12月 28 日に公表され、2016年 1月 1 日より実施開始する。

旧版規格 GB/T18487.1-2001 は廃版とする。CQC は上記適用規格の修正と供に電気自動車用非車載型充電器及び EV ケーブル内制御装置及び保護装置の実

施規則の改定を行った。 

http://www.cqc.com.cn/
www/chinese/c/2016-0

7-06/535880.shtml 
 

CQC14-464232-2016：電気自動車用非車載型充電器認証実施規則 
適用規格： 
GB/T 18487.1-2015  
NB/T33001-2010 
NB/T 33008.1-2013 
GB/T 27930-2015 

改定内容： 

 1. 適用規格：GB/T18487.1-2015 に更新した。 
 2. 新規に適用規格 GB/T 27930-2015 を追加した。 

3. 認証方式を追加した：型式試験＋認証取得後の維持管理 
4. 認証書の有効期限を認証方式に従い改定した。認証方式 1 及び方式 2 は長期有

効な認証方式であり、認証方式 3 は 1 年有効 とする。 
5. 追加された規格に従い、付属書 2 の工場品質管理試験要求を改正した。 

CQC14-464233-2016：電気自動車用 EVケーブル内制御装置及び保

護装置 
GB/T 18487.1-2015 
GB 16916.1-2014 
GB 22794-2008 

改定内容： 

 1. 適用規格：GB/T18487.1-2015 に更新した 
 2. 新規に適用規格 GB 16916.1-2014 及び GB 22794-2008 を追加した。 

3. 認証方式を追加した：型式試験＋認証取得後の維持管理 
4. 認証書の有効期限を認証方式に従い改定した。認証方式 1 及び方式 2 は長期有

効な認証方式であり、認証方式 3 は 1 年有効 とする。 
5. 追加された規格に従い、付属書 2 の工場品質管理試験要求を改正した。 
6. 規格 GB/T18487.3-2001,  GB 20044-2012 及び QC/T 895-2011 を削除した。 

http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=29767
http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=29767
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-06-13/535338.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-06-13/535338.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-06-13/535338.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-06/535880.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-06/535880.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-06/535880.shtml
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風力発電部品認

証 CQC 任意認

証実施規則改定

通知 
07/22 

風力発電機ユニット用部品認証実施規則改定通知 

主な変更内容： 

1. 認証書有効期限を 5 年間に変更した。 

2. 更新申請の要求を追加した。 

3. 適用規格の追加 

http://www.cqc.com.cn/
www/chinese/c/2016-0

7-22/536235.shtml 
 

CQC34-461123-2015 風力発電機ユニット用非同期発電機認証実施規則 適用規格：NB/T 31064-2014（オルタネート）追加 

CQC34-461124-2015 風力発電機ユニット用同期発電機認証実施規則 
適用規格：GB/T 26680-2011（オルタネート）及び NB/T 31063-2014（オルタネ

ート）追加 

CQC34-461297-2015風力発電機ユニット用制御システム認証実施規則 
適用規格：NB/T 31017-2011（オルタネート）及び NB/T 31043-2012（オルタネ

ート）追加 

CQC34--461298-2015 風力発電機ユニット用全効率コンバータ認証実

施規則 

適用規格：NB/T 31044-2012（オルタネート）及び NB/T 31042-2012（オルタネ

ート）追加 

CQC34--461299-2015 風力発電機ユニット用二重供給コンバータ認証

実施規則 
 

CQC34-461315-2015風力発電機ユニット用風力タービンブレード認証

実施規則 
 

CQC34-461314-2015 風力発電機ユニット用ギアボックス認証実施規則  

CQC34-433101-2015風力発電機ユニット用軸認証実施規則  

強制認証実施細

則更新通知 
07/29 

音響設備、通信端末設備、情報処理機器実施細則年版更新通知 
中国 CQCは、音響設備、通信端末設備、情報処理機器強制認証実施細則の 2016年版を、2016年 8月 1日に公表し、2016年 8月 1日より実施開始する。 

1-18  CQC-C0801-2014強制製品認証実施細則 オーディオ、ビデオ機器 (対応する実施規則：CNCA-C08-01:2014)  ※2016年 8月 1日より廃版    

    CQC-C0801-2016強制製品認証実施細則 オーディオ、ビデオ機器 (対応する実施規則：CNCA-C08-01:2016)  2016年 8月   （更新※） 

  http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30058 

1-19  CQC-C0901-2014強制製品認証実施細則 情報処理機器 対応する実施規則：CNCA-C09-01:2014 →2016年 8月 1日より廃版 

    CQC-C0901-2016強制製品認証実施細則 情報処理機器 対応する実施規則：CNCA-C09-01:2014 2016年 8月   （更新※） 

  http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30059 

1-20  CQC-C1601-2014強制製品認証実施細則 通信端末設備 対応する実施規則：CNCA-C16-01:2014 →2016年 8月 1日より廃版 

  CQC-C1601-2016強制製品認証実施細則 通信端末設備 対応する実施規則：CNCA-C16-01:2014 2016年 8月   （更新※） 

 http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30060 

実施細則の変更内容は以下の通り： 

http://www.cqc.com.cn/
www/chinese/c/2016-0

7-29/536385.shtml 
 

http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-22/536235.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-22/536235.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-22/536235.shtml
http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30058
http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30059
http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30060
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-29/536385.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-29/536385.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-29/536385.shtml
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1. CNCA専門会委員会 TC03リチウムイオン電池に関する技術決議に従い、実施細則の重要部品リストにリチウムイオン電池及び適用規格 GB31241を追

加した。 

2. 工場の分類管理に従い、工場のランク付けの C類及び D類企業に対する工場品質保証能力の工場調査項目と検査要素を修正した。 

3. 技術責任者に関する関連要求を追加した。 

訳者注：CQC 認証部に確認した結果、新規に CCC 認証を取得する場合は、リチウム電池の追加試験は最新版実施細則規定の GB31241 に従い試験を実施す

る。リチウムイオン電池の定期部品確認試験について、現段階では CQC の「重要部品定期確認試験の要求」の更新は未だ行われていません。GB31241 に

従い、リチウムイオン電池の定期部品確認試験及び定期試験データは 2017年以後の定期工場調査で確認される。 

CQC 節水任意認

証技術基準更新

通知 
7/29 

シャワー、シャワールームのCQC節水任意認証技術基準及び認証実施規則更新通知 
下記 CQC節水認証のシャワー、シャワールームの技術基準及び実施規則を改定し、本通知日より最新規定に従い認証を実施する。 

CQC3201-2016 機械式シャワー節水認証技術基準 

CQC3202-2016 非接触式シャワー節水認証技術基準 

CQC32-429111-2016 シャワー節水認証技術基準 

CQC3204-2016 シャワールーム節水認証技術基準 

CQC32-369311-2016 シャワールーム節水認証技術基準 

認証書の更新は、技術基準の相違点追加試験を伴なう。適用規格の更新及び認証書の書換え申請は 2017 年 7 月 20 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 10 月 20 日前までに認証書の書換え申請を完了出来ない場合、または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。 
最新版技術基準及び実施規則の変更内容は下記の通り： 

1. 最大流量≤0.15 L/sから≤0.12 L/sに修正 

2. 流量の均等性指標を追加した。 

3. フレキシブルホースの引っ張り抵抗性能の要求を削除した。 

4. シャワー機能を削除し、耐久性要求へ変更 

5. 更新の要求を修正した。 

6. 技術基準の相違点表は、以下のＵＲＬを参照のこと。 

http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30010 

http://www.cqc.com.cn/
www/chinese/c/2016-0

7-29/536388.shtml 
 

CQCPV 任意認

証適用規格及び

実施規則更新 
通知 
8/3 

太陽光発電システム用ケーブル製品のCQC任意認証及び実施規則改定通知 
CQC1102-2016「太陽光発電システム用ケーブル製品認証技術基準」は 2016 年 8 月 1 日に公表され、実施開始する。 
本通知公表日より最新版規格の CQC1102-2016 に従い認証を実施する。適用規格の更新及び認証書の書換え申請は 2017 年 8 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 11 月 1 日前までに認証書の書換え申請を完了出来ない場合、または認証書の一時

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。 
実施規則の改定内容は、以下の通り： 

1. 適用規格は CQC1102-2013 から CQC1102-2016 に修正した 

2. 申請単位の区分規定及びサンプルの要求を修正した。 

3. 最新版及び旧版規格と EN 規格の相違点：http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30079 

http://www.cqc.com.cn/
www/chinese/c/2016-0

8-03/536569.shtml 
 

http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30010
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-29/536388.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-29/536388.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-29/536388.shtml
http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30079
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-08-03/536569.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-08-03/536569.shtml
http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-08-03/536569.shtml
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4. CQC1102-2016 規格原文：http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30080 

CNCA2016 年 
公告第 22 号 

CNCA2016年公告第 22号：消防車製品の適用規格更新公告 

消防車製品の適用規格：GB7956.1-2014《消防車 第 1部分：共通要求事項》、GB7956.2-2014《消防車 第 2部分：タンク式消防車》、GB7956.3-2014《消防

車 第 3部分：泡消防車》、GB7956.6-2015《消防車 第 6部分：圧縮空気泡消防車》、GB7956.12-2015《消防車 第 12部分：はしご車》、GB7956.14-2015《消

防車 第 14部分：レスキュー消防車》及 GA 39-2016《消防車 消防要求及び試験方法》は、それぞれ 2015年 7月 1 日、2016年 1 月 1日、2016 年 2月 25

日から正式実施される。 

1． 本公告の発表日より、従来の強制性製品認証実施規則（CNCA-02C-023：2002/A1）及び「強制的製品認証リストの定義表（CNCA2014 年公告第 45

号公告）」に規定する消防車製品の適用規格 GB7956 は、GB7956.1、GB7956.2、GB7956.3、GB7956.6、GB7956.12、GB7956.14 及び GA39 に変

更する。認証機関は最新版規格に従い認証を実施し、最新版規格の認証書を発行しなければならない。 

2． 旧版規格の認証書を所有している場合は、所有者の希望により、旧版規格の認証書を継続して使用する事が可能です。認証書の更新を希望する所有

者については、自然な方法で（例えば、認証書の更新、適用規格の年版更新、製品の変更等の申請を行う時点で）認証書の書換えを行う。 

3． 最新版実施規則「自動車類強制性認証実施規則 自動車消防車製品」（CNCA-02C-023:2002/A1）で申請単位の区分規定を修正した。最新の区分規定及

び適用規格の要求は以下の URLを参照のこと。 

http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160830328058903970.doc 

http://www.cnca.gov.cn
/xxgk/ggxx/2016/20160
8/t20160830_52455.sh

tml 
 

CNCA 中国強制

MEPS2016 年 
第 14 号公告 

中国強制性MEPS認証実施規則改定通知 

「エネルギー効率ラベル管理法」（国家発展改革委員会及び AQSIQ 国家質検総局第 35 号令）に規定に従い、「中国エネルギー効率ラベル目録-2016 年版」

「中国エネルギー効率ラベルの様式」を改定した。以下の 33 類製品について強制性エネルギー効率ラベルの実施規則を改定した。 

「汎用照明無指向性安定器内蔵形 LED ランプエネルギー効率ラベル実施規則」「プロジェクタエネルギー効率ラベル実施規則」等の 34 類製品の実施規則

は 2016 年 10 月 1 日より実施開始する。「冷水機ユニットエネルギー効率ラベル実施規則」は 2017 年 1 月 1 日より実施開始する。 

実施規則原文は、以下の ULR を参照のこと。 

1． ユニット式エアコンエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588217829382.pdf 

2． 中国エネルギー効率ラベル標準ラベル様式 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588217825962.pdf 

3． 家庭用冷蔵庫エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588217985829.pdf 

4． ルームエアコンエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588217980419.pdf 

http://www.cnca.gov.cn
/xxgk/ggxx/2016/20160
8/t20160803_52029.sh

tml 
 

http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30080
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160830328058903970.doc
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/t20160830_52455.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/t20160830_52455.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/t20160830_52455.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/t20160830_52455.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/t20160803_52029.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/t20160803_52029.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/t20160803_52029.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/t20160803_52029.shtml
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5． 電動式洗濯機エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588217986278.pdf 

6． ユニット式エアコンエネルギー効率ラベル実施規則（訳者注：1 番目の項目と重複している。内容を確認したが全く同一内容だった。） 

7． 汎用照明安定器内蔵形蛍光灯エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218132858.pdf 

8． 高圧ナトリウムランプエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218298305.pdf 

9． 中型小型三相非同期モータエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218295134.pdf 

10．冷水ユニットエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218448935.pdf 

11. 家庭用ガス瞬間湯沸かし器及びガス熱給湯機エネルギー効率ラベル実施規則 

http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218601972.pdf 

12. 回転速度可調整式ルームエアコンエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218769503.pdf 

13. マルチエアコン（ヒートポンプ）エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218764021.pdf 

14. 貯水式給湯機エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218914315.pdf 

15. 家庭用電磁調理器エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218917568.pdf 

16. コンピュータモニタエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219077603.pdf 

17. 複写機、プリンター、ファクス機エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219073960.pdf 

18 自動炊飯器エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219073471.pdf 

19. 交流ファンエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219230118.pdf 

20. 交流コンダクターエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219231908.pdf 

21. 容積型エアコンプレッサーエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219383084.pdf 

22. 電力変圧器エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219381648.pdf 

23. ダクトエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219387682.pdf 

24. フラットパネルテレビエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219547354.pdf 

25. 家庭及び類似用途の電子レンジエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219547903.pdf 

26. デジタル式テレビエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219544703.pdf 

http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588217986278.pdf
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27. 分離式コンプレッサーユニット、冷蔵庫、ショーケースエネルギー効率ラベル実施規則  

http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219692659.pdf 

28. 家庭用太陽光温水システムエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219695920.pdf 

29. マイクロコンピューターエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219692374.pdf 

30. レンジフードエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219859779.pdf 

31. ヒートポンプ式給湯機エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219859150.pdf 

32. 家庭用ガスコンロエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219851635.pdf 

33. 商業用ガスコンロエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588220013869.pdf 

34. 水熱（地熱）ヒートポンプユニットエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588220019179.pdf 

35. 臭化リチウム吸収式冷水機ユニットエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588220324754.pdf 

36. 汎用照明無指向性安定器内蔵形 LEDランプエネルギー効率ラベル実施規則  

http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588220320123.pdf 

37. プロジェクタエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588220484089.pdf 

CNCA 強制認証

公告第 15 号 
7/13 

情報セキュリティ製品適用規格更新公告 
ファイヤーウォール製品、ネットワーク安全隔離用 LANカード・スイッチングハブ製品、安全隔離・情報交換製品、侵入検知システム（IDS）製品、

ネットワーク脆弱性スキャニング製品、セキュリティ監査製品の下記適用規格最新版は本公告発表日より実施開始する。認証機関は、公表日より最

新版実施規則に従い、試験を行い認証書を発行しなければならない。旧版規格の認証書は、認証書の有効期限内において、申請者が認証機関へ適用

規格の更新申請を行うことにより認証書の書換えが可能。適用規格の更新は、評価試験を伴う。 

GB/T20275-2013 Information security technology—Technical requirements and testing and evaluation approaches for network-based intrusion 
detection system 
GB/T20278-2013 Information security technology—Security technical requirements for network vulnerability scanners 
GB/T20945-2013 Information security technology—Technical requirements, testing and evaluation approaches for information system security audit 
product 
GB/T20281-2015 Information security technology—Security technical requirements and testing and evaluation approaches for firewall 
GB/T20279-2015  Information security technology—Security technical requirements of network and terminal separation products 

 

http://www.cnca.gov.c
n/xxgk/ggxx/2016/20
1607/t20160713_5193

0.shtml 
 

AQSIQ 
政府買上げ結果 AQSIQ質検総局 2016 年上半期の国買上げ試験の結果公告 http://www.aqsiq.gov.

cn/xxgk_13386/ywxx/

http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588220484089.pdf
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201607/t20160713_51930.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201607/t20160713_51930.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201607/t20160713_51930.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201607/t20160713_51930.shtml
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/t20160826_472906.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/t20160826_472906.htm
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公告第 80 号 2016 年上半期、質検総局は 56 種類の製品について、政府買上げ試験を実施した。買上げ対象の電気・電子製品には、以下の製品が含まれる。 

電気カーペット、電気オーブン、オーブン機器、ポータブル情報処理機器類、家庭用電動洗濯機、ルームヒーター、レンジフード、冷蔵庫、貯水式電気

給湯器、ヒートポンプ式温水器、デスクトップ式コンピューター、電源アダプタなど 11 種類の製品が含まれる。合計 672 社から製造された製品から抜取

り、合格率は 87.6%であり、その内の電気カーペット、電気オーブン、オーブン機器、ルームヒーター類、レンジフード及びデスクトップ式コンピュー

ターの合格率は 90%以上であった。ポータブル情報処理機器類、家庭用電動洗濯機、電気冷蔵庫、貯水式電気給湯器、ヒートポンプ式温水器及び電源ア

ダプタの合格率は 90%以下で、特に、電源アダプタの品質問題が目立った。電源アダプタの合格率は 77.2%であり、不適合の内容は主に雑音（EMC）関

連の試験項目であった。 

以下に電気・電子製品の抜取り試験の結果の URL を示す。 

 

2016 年洗濯機を含む 31 種類製品の国家買上げ試験結果： 

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160805745874274046.rar 

最近 3 年間国買上げ試験連続２回不適合の企業リスト： 

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160805745874721504.xlsx 

個別製品の抜取り結果例： 

自動車用照明器具製品：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809566358834813.xls 

自動車シードベルト製品：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809565415542038.xls 

家庭用太陽光温水システム：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809559698763779.xls 

ヒートポンプ式温水器：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809558612076525.xls 

冷蔵庫：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809558284540971.xls 

貯水形給湯機：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809557967498962.xls 

家庭用洗濯機：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809557551347443.xls    

cpzljd/201608/t20160
826_472906.htm 

 

  

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160805745874274046.rar
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160805745874721504.xlsx
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809566358834813.xls
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809565415542038.xls
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809559698763779.xls
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809558612076525.xls
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809558284540971.xls
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809557967498962.xls
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/P020160809557551347443.xls
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/t20160826_472906.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljd/201608/t20160826_472906.htm
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公告番号(発表月

/日) 中国規格番号 国際規格及び規格タイトル 公告内容概要 公告のリンク先 

AQSIQ輸入検査

に関する公告 
2016 年第 31 号 

「輸入食料品と接触する製品検査及び維持管理業務基準」公告 
中国質検総局-AQSIQ は「中華人民共和国輸出入境商品検験法」、「中華人民共和国食品安全方」などの法律に従い、「輸入食料品と接触する製品検査及び

維持管理業務基準」を発表した。当該業務は、2016年 4月 10日より実施開始する。 

食料品と接触する製品を通関へ輸出する前までに、製品の型式届出登録を行う必要があります。 

概要： 

適用範囲： 

質検総局及び税関総署の協同公告 2015 年第 165 号（2016 年 1 月 12 日発表）「輸出入境検験検疫機関が検験検疫検査の対象とする輸出入境製品目録」
（http://www.customs.gov.cn/Portals/0/hgzs_zfs/《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》调整表.docx）で規定する検査維持管理条件

に従い、輸入条件の「M」或いは「R」類の食料品と接触する製品検査及び維持管理を行わなければならない。対象製品は、食料品及び食料品の添加剤と

接触する紙、竹・木材、金属、エナメル、セラミック、プラスチック、ゴム、天然繊維、合成繊維、ガラス等の材料及び複合材料の容器、器具及び食器

を含まれる。 

所管局： 
国家質量監督検験検疫総局（通称：質検総局）、地方輸出入境検験検疫局 

輸入業者は輸出入境検験検疫機関発行された「輸入貨物通関書」（中文原文：入境货物通关单）を提出し、製品の輸入手続きを行わなければならない。 

管理方式： 

製品の届出登録、製品の試験及び維持管理 

届出登録資料： 

型式登録する際に以下の資料提出が必要です。 

１．申請フォーム 

２．申請者の登記簿コピー及び社印捺印するもの（現地輸入事業者は申請者とする） 

３．「食品接触製品輸入する為の適合性声明」 

４．製品の材質説明、主要成分の構成及び化学名称を明記しなければならない。食品と接触する部分の材質とその他の部分の材質が異なる場合、食品と

直接触れる部分の材質に対し、詳細説明を行う。 

５．輸入製品の銘柄、型番、産地、写真、ラベル及び説明書等 

６．輸入する製品は、新種材料の場合、申請者は規定に従い、衛生所管部門発行の証明資料を提出しなければならない。 

７．食料品接触製品に係わるトレーサービリティー制度に関する文書 

届出登録の有効期限は、3年間とする。 

所管部問は、審査合格した製品に対し、抜取り検査を実施する。同じ輸入事業者、同じ銘柄、材質 

規制原文は、以下のＵＲＬをご参照下さい。http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2016/201604/P020160407508731414009.docx 

http://www.aqsiq.gov.
cn/xxgk_13386/jlgg_1
2538/zjgg/2016/20160
4/t20160407_463981.
htm 

AQSIQ目録外製

品輸出入抜取り

検査公告第 38号 

中国質量検験検疫総局 2016 年CCC目録外製品の輸出入商品の抜取り検査業務公告 

中国 AQSIQ－中国質量検験検疫総局は、2016 年 4 月から 2016 年 10 月の期間中に、CCC 強制認証対象外製品について、輸出入製品の定期抜取り検査を

http://www.aqsiq.gov.
cn/xxgk_13386/jlgg_1
2538/zjgg/2016/20160

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2016/201604/P020160407508731414009.docx
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2016/201604/t20160421_464780.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2016/201604/t20160421_464780.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2016/201604/t20160421_464780.htm
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実施することを発表した。抜取りは中国各地の地元検験検疫局で実施する。輸入製品の抜取り場所は、仕向け地の港（税関）及び輸入製品の保管庫並び

に輸入製品の受取人所在地とする。実施対象品目（一部省略）は以下の通り： 

商品名 輸出入 抜取り数量 試験項目及び適用規格 

空気清浄器 輸入 ロット毎：2 台 

GB4706.1-2005 IDT:IEC60335-1:2004(ed.4.1)   

Household and similar electrical appliances—Safety—Part 1:General requirements 

GB4706.45-2008 IDT: IEC 60335-2-65:2005(Ed2.0)  

Household and similar electrical appliances—Safety—Particular requirements for 

air-cleaning appliances 

GB/T18801-2015  Air cleaner (中国国内規準、性能及び殺菌、消毒に関する規定) 

上記全項目試験 

電子便座 輸入 ロット毎：2 台 

GB4706.1-2005  IDT:IEC60335-1:2004(ed.4.1)   

Household and similar electrical appliances—Safety—Part 1:General requirements 

GB4706.53-2008 IDT: IEC 60335-2-84:2005(Ed2.0) 

Household and similar electrical appliances—Safety—Particular requirements for toilets 

上記全項目試験 

自動車ブレーキ

ライニング 
輸入 

4 枚（1 類車両） 

12 枚（2 類車両） 

8 枚（3 類車両） 

18 枚（4 類車両） 

GB5763-2008 NQV: JIS D4411-(2006) 

上記全項目試験 

 

4/t20160421_464780.
htm 
 

CQC-PV 製品任

意認証実施規則

改正通知 
4/12 

最新版実施規則 
CQC33-462184-2015  PV システム用回路遮断器認証実施規則 
Certification Rules for PV circuit-breakers 
原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/131221838856
1973-1460425510912422.pdf 
 

太陽光PVシステム用絶縁スイッチ及び遮断器類の認証実施規則の 

改正のお知らせ 
CQC の PV 任意認証の実施規則が改正されました。 
 
製品カテゴリ 実施規則 

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/04/
1460425510786537.ht
m 
 

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2016/201604/t20160421_464780.htm
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2016/201604/t20160421_464780.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/1312218388561973-1460425510912422.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/1312218388561973-1460425510912422.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510786537.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510786537.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510786537.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510786537.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510786537.htm
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CQC33-462185-2015 PV システム用スイッチ、遮断器、絶縁スイ

ッチ及びヒューズ連係ユニット認証実施規則 
Certification Rules for Switches, disconnectors, 
switch-disconnectors and fuse-combination units for use in 
photovoltaic (PV) d.c. appliances. 
原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/10/13/131221838856
1973-1444700341788536.pdf 

012015 CQC33-462184-2015 PV システム用回路遮断器認証実施規則 
012016 CQC33-462185-2015 PV システム用スイッチ、遮断器、絶縁

スイッチ及びヒューズ連係ユニット認証実施規則 
 
改正内容は、以下の通り： 
1. 第 6.1．3 項の“CQC/F002-2009《資源の節約製品工場品質保証能力要求》”から

“CQC/F001-2009《CQC マーク認証工場品質保証能力要求》”に変更した。 
2. 最新版実施規則の運用は、本通知の公表日より受け付けを開始する。 

CQC 製品性能・

安全任意認証実

施規則改正通知 
4/12 

最新版実施規則 
CQC13-471304 -2013 プリント回路用銅張積層板性能安全認証実

施規則 
原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/131221839141
8974-1460425510867359.pdf 
 

プリント回路用銅張積層板性能・安全認証実施規則の改正のお知らせ 
プリント回路用銅張積層板性能安全認証の実施規則 CQC13-471304 -2013 が改正

されました。対象製品のカテゴリ：134004 
改正内容は、以下の通り： 

1. 認証方式を修正した：申請方式 2：型式試験＋認証取得後の維持管理 
2. 附属書 1 の適用規格：GB/T 31988-2015 及び ISO 11358-1:2014 に修正され

た。 
3. 旧版適用規格 SJ 20780-2000 及び ISO11358:1997 で承認済みの認証書は自

然な方法で更新される。例えば：その他の変更や追加等を行う際に、実施規則

のバージョンも自動的に更新する。 
4. 最新版実施規則の運用は、本通知の公表日より受け付けを開始する。 

http://www.cqc.com.cn
/chinese/gkwj/rzbzxx/b
zhbxx/webinfo/2016/04
/1460425510746432.ht
m 
 

CQC 製品性能・

安全任意認証実

施規則改正通知 
4/12 

最新版実施規則 
CQC13-471301 -2010 PCB 基板性能安全認証実施規則 
原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/131221839141
8974-1460425510860065.pdf 
 

PCB基板性能・安全認証実施規則の改正のお知らせ 
PCB 基板性能安全認証の実施規則 CQC13-471301 -2010 が改正されました。対象

製品のカテゴリ：134001 
改正内容は、以下の通り： 

1. 認証方式を修正した：申請方式 2：型式試験＋認証取得後の維持管理 
2. 附属書 1 の適用規格：ISO11358-1:2014 に修正した。 
3. 適用規格 ISO11358:1997 年版で承認済みの認証書は自然な方法で更新され

る。例えば：その他の変更や追加等を行う際に、実施規則のバージョンも自動

的に更新する。 
4. 最新版実施規則の運用は、本通知の公表日より受け付けを開始する。 

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/04/
1460425510698301.ht

m 
 

CNCA 強制認証

適用規格更新の

公告 
4/8 

最新版規格： 
GB 6675-2014：Toys safety—Part 1:Basic code 
(ISO8124-1, ISO8124-2, ISO8124-3) 
廃番規格：GB6675-2003 

CNCA公告：玩具類、ベビーカー製品の適用規格更新のお知らせ 
玩具類安全性の適用規格 GB6675-2014版は、2015 年 9 月 18 日発表され、2016 年

1 月 1 日より実施開始する。 
1. 認証書の更新：2016 年 1 月 1 日から最新版適用規格に従い、認証を実施し、

最新版規格の認証書を発行する。 

http://www.cnca.gov.c
n/xxgk/zxtz/2015/201
512/t20151230_44197

.shtml 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/10/13/1312218388561973-1444700341788536.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/10/13/1312218388561973-1444700341788536.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/1312218391418974-1460425510867359.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/1312218391418974-1460425510867359.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510746432.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510746432.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510746432.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510746432.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510746432.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/1312218391418974-1460425510860065.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/1312218391418974-1460425510860065.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510698301.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510698301.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510698301.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510698301.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510698301.htm
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/zxtz/2015/201512/t20151230_44197.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/zxtz/2015/201512/t20151230_44197.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/zxtz/2015/201512/t20151230_44197.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/zxtz/2015/201512/t20151230_44197.shtml
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2. 最新版適用規格へ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。 
3. 認証書の書換えは、認証取得後の維持管理業務と合せて行う。旧版適用規格の

認証書を持つ申請者は、次回の定期工場調査前までに認証機関に対し最新版適

用規格への更新申請を提出しなければならない。申請者の希望に合わせ、定期

工場調査と合せる必要はなく、認証書の書換えのみ申請することができる。認

証書の書換えのみを申請する場合、原則 2016 年度の第 1 回目の定期工場調査

前までに申請を完了しなければならない。工場調査合格後、抜取ったサンプル

が最新版規格に適合した場合には、最新版規格の認証書を発行する。 
4. サンプルの抜取り原則：認証書の書換えと合せて定期抜取り規定に従いサンプ

ルの抜取りを行う。 
5. 相違点試験：認証機関は、相違点試験を行う為のサンプル数を管理し、相違点

試験のサンプル規定及び試験計画を公表しなければならない。各認証機関は認

証書の書換え規定/プロセスを制定し、2015 年 12 月 31 日前までに公表し、

CNCA に届出なければならない。認証結果を一般公開するため、認証機関は、

CNCA に認証書の書換え結果を報告しなければならない。 
6. 指定試験機関は、2015 年 11 月 1 日前までに CNCA へ最新版規格に対応する

為、試験能力に関する状況報告を行い、最新版規格の CNAS（試験室認可委

員会）の資格更新手続きを行い、結果を CNCA に届出なければならない。 
7. 適用規格の移行期間中は、製品に表示する規格バージョンと認証書に記載する

バージョンの違いを認める。玩具製品の製造企業は、自己評価後に認証書の書

換え申請を行う。認証書の移行期間中は、認証書は旧バージョンでも製品に規

格の最新バージョンを表記することが出来る。 
8. 最新版規格の試験及び判定業務について、CNCA 強制認証製品技術専門家グ

ループ TC21 の技術決議及び附属の「2014 年版 GB6675 玩具安全規格の実施

に関する問題点説明の通知」（玩標秘字 2015 第 13 号）に従い実施する。 
TC21 技術決議：

http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/qzxcprz/jszjz/tc21/201511/P02016031840
8850787024.pdf 
 

CQC 製品安全任

意認証実施規則

改正通知 
4/07 

最新版実施規則 
CQC11-462123-2016 配線用端子台安全認証実施規則 
原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/07/131221838856
1973-1459992013243867.pdf 
 

工業配線用端子台安全認証実施規則の改正のお知らせ 
配線用端子台安全認証の実施規則 CQC11-462123-2016 が改正されました。対象製

品のカテゴリ：012009 
改正内容は、以下の通り： 

1. IEC60947-7-4:2013の補助機器－銅導体用のPCB配線用端子台の要求を追加

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/04/
1459992013171415.ht

m 
 

http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/qzxcprz/jszjz/tc21/201511/P020160318408850787024.pdf
http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/qzxcprz/jszjz/tc21/201511/P020160318408850787024.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/07/1312218388561973-1459992013243867.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/07/1312218388561973-1459992013243867.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1459992013171415.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1459992013171415.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1459992013171415.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1459992013171415.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1459992013171415.htm
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旧版：CQC11-462123-2009 した。 
2. 実施規則の題名を「配線用端子台安全認証実施規則」に修正した。 
3. 最新版実施規則の運用は、本通知の公表日より受け付けを開始する。 

CQC 製品省エネ

任意認証適用規

格更新及び実施

規則改正通知 
3/26 

最新適用規格： 
GB12021.2-2015：家庭用冷蔵庫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 
The maximum allowable values of the energy consumption and 
energy efficiency grade for household refrigerators 
《中国国内規準》 
最新版実施規則： 
CQC61-448104-2016 家庭用冷蔵庫省エネ環境保護認証実施規則 
原文：

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/07/131221839993
9810-1459992014329605.pdf 
 
旧版：CQC61-448104-2009 

家庭用冷蔵庫の省エネ環境認証の最新版適用規格及び実施規則 

運用開始のお知らせ 
家庭用冷蔵庫製品の省エネ認証適用規格 GB12021.2-2015 版は、2015 年 9 月 18
日発表され、2016 年 10 月 1 日より実施開始。最新版適用規格の実施に応じて、

CQC 省エネ任意認証の実施規則も改正した。 
1． GB12021.2-2015 版の要求は、以下の通り： 

(1) 本通知の公表日より 2016 年 9 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認証を申請することが可能。 2016 年 10 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。 
(2) 適用規格の更新及び認証書の書換え申請は 2017 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。

2017年7月 1日前までに認証書の書換え申請を完了出来ない場合、また、

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。 
2． 実施規則の改正内容は、以下の通り： 

(1) 指定の適用規格の年版を更新した。 
(2) 認証方式を修正した：「型式試験＋認証取得後の維持管理」 

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/03/
1458955398191627.ht

m 
 

CQC 製品安全任

意認証実施規則

改正通知 
3/23 

最新実施規則 
CQC 11-448001 -2015 食品接触製品の安全認証実施規則 
原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/04/21/131221838827
9980-1429563668841825.pdf 
 

食品接触製品の安全認証実施規則改正のお知らせ 
2016 年 3 月 CQC が食品と接触する製品の安全認証実施規則を改正した。製品カ

テゴリ：008050 
改正内容は、以下の通り： 
(1) 実施規則名は「食品接触製品安全認証実施規則」に変更した。 
(2) 認証方式を追加した。 

認証方法 3：製品検査 
(3) 第 4 章の 4.2.2 項の試験項目及び 4.2.3 の試験方法の規定を修正した。 
(4) 4.3 項：部品及び原材料の要求を修正した。 
(5) 初回工場調査の人日数を修正し、7.2 項に定期抜取り試験の要求を明確にし

た。 
(6) 附属書１の試験の適用規格表を修正し、サンプル数の要求を追加した。 
(7) 附属書 2「工場品質保証能力調査の要求」を追加した。 

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/03/
1458695357493350.ht

m 
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国が推奨する部

品安全の任意認

証の実施規則改

正通知 
3/21 

 
家庭及び類似用途の自動制御装置認証の 

最新版実施規則の運用開始通知 
CNCA が発表した 2015 年第 28 号公告「認証結果を完成品の強制認証に利用可能な部品認証の推進公告」に従い、CQC は国が推奨する部品任意認証の

旧実施規則 CNCA-V01-018:2003 の改訂を行いました。 
対象製品及び製品カテゴリ： 
カテゴリ 製品名 最新版 CQC 実施規則 旧版国推奨実施規則 
001 004 オーディオ及びビデオ機器用抵抗器 CQC11-471212-2015 CNCA-V01-005：2003 
001 005 高電圧部品及びアセンブリ CQC11-469400-2015 CNCA-V01-007：2003 
001 006 IT 機器や AV 機器用制御リレー CQC11-462151-2015 CNCA-V01-011：2003 
001010 プリント基板（完成パネル） CQC11-471302-2015 CNCA-V01-008：2003 
001011 プリント回路用銅張積層板 CCL（マルチパネル） CQC11-471303-2015 CNCA-V01-009：2003 
001 012 製品用電波干渉抑制フィルターユニット CQC11-471141-2016 CNCA-V01-003：2003 
001 022 段差直接加熱正特性サーミスタ CQC11-471553-2015 CNCA-V01-002：2003 
001027 電子製品用器具用スイッチ CQC11-461292-2015 CNCA-V01-012：2003 
001 028 レーザシステム（レーザモジュール） CQC11-483151-2016 CNCA-V01-001：2003 

           
最新版実施規則の規定は以下の通り： 
1. 本通知日より最新版実施規則に従い、認証業務を行い、最新版実施規則の認証書を発行する。 
2. 旧版国推奨実施規則で取得された認証書については、自然な方法で更新される。例えば：その他の変更及び追加等を行う際に、実施規則のバージョ

ンも自動的に更新する 
3. 新版実施規則と旧版の相違点： 

(1) 認証取得方法を追加した。方法１：「型式試験」、方法 3:「型式試験＋認証取得後の維持管理」 
(2) 下記実施規則の適用規格の年版を更新した。 

製品名 実施規則番号 旧版規格番号 新版規格番号 
高電圧部品及びアセンブリ CQC11-469400-2015 SJ3273-90 SJ/T3273-2013 

レーザシステム（レーザモジュール） CQC11-483151-2016 GB7247.1-2001 GB7247.1-2012 
 

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/03/
1458523594333726.ht

m 
 

CCC 強制認証適

用規格更新公告 
3/21 

最新版規格： 
GB 2099.7-2015：家庭用及び類似用途のプラグ及びコンセント－第

2-7 部：コード延長セット特定要求事項 
MOD: IEC 60884-2-7:2013  Plugs and socket-outlets for 
household and similar purposes—Part 2-7:Particular 
requirements for cord extension sets 

延長線コンセント（延長線アセンブリ）製品の 

強制認証最新版適用規格実施開始公告 
延長線コンセントの適用規格 GB2099.7-2015 版は 2015 年 10 月 13 日公表され、

2017 年 4 月 14 日から実施開始する。 
CNCA の 2016 年公告第 3 号に従い、延長線コンセントの適用規格を従来の

GB 2099.1、GB 1002、GB 1003 から最新版規格の GB 2099.1、GB2099.7、

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/03/
1458523594267706.ht

m 
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GB 1002、GB 1003 に変更する。 
1． 本公告の公表日より 2017 年 4 月 13 日前までは、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。 2017 年 4 月 14 日から

は、最新版規格で認証を申請しなければならない。強制認証適用範囲に新規追

加された国際規格の組み合わせ差込み口（通常 3 相と 2 相組み合わせたタイ

プ）付きの延長線コンセント（例：延長線コードセット）製品について、最新

版適用規格で申請を行い、2017 年 4 月 14 日前までに CCC 強制認証書を取得

しなければならない。 
2． 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

調査前までに認証機関CQCへ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なう。適用

規格の相違点及び追加試験の詳細は以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/21/1458523594267706-145
8523594269551.doc 
 

3． 適用規格の更新及び認証書の書換え申請は 2018 年４月 14 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。2018 年 7
月 14 日前までに認証書の書換え申請を完了出来ない場合、また、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。 
4． CCC 強制認証の認証書に以下の情報を含まなければならない。 

(1) 製品の型番 
(2) 定格電流/或いは消費電力 
(3) 定格電圧値 
(4) 電源の性質 
(5) 配線の断面積 

5. 本公告は、延長線コンセント（延長線コードセット）製品の最新版適用規格の

追加だが、関連製品は「中国標準化法」の関連規定も遵守しなければならない。 

CQC 省エネ任意

認証適用規格更

新及び実施規則

の改正通知 
3/10 

新版規格： 
GB19577-2015 冷水ユニットエネルギー消費効率限定値及びエネ

ルギー消費効率レベル 
Minimum allowable values of energy efficiency and energy 
efficiency grades for water chillers 
《整合する国際規格はなく、中国国内規準》 
 
実施規則： 
CQC31-439136-2016 冷水ユニット省エネ認証実施規則 

冷水ユニット製品省エネ認証最新版規格及び実施規則の運用開始通知 
最新版実施規則の規定は以下の通り： 
4. 本通知日より最新版規格 GB19577-2015 に従い、認証業務を行い、最新版規

格の認証書を発行する。 
5. 新旧規格の相違点は下記 URL をご参照下さい。 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/10/1457573831422908-14
57573831431546.doc 

6. 最新版適用規格への更新及び認証書の書換え申請は 2017 年 3 月 15 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。

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/03/
1457573831422908.ht

m 
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原文：

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/10/131221840040
7454-1457573831507478.pdf 
 
旧版：CQC31-439136-2010 

2017 年 6 月 15 日前までに認証書の更新を完了できない場合は、旧版規格の

認証書を強制取消とする。 
実施規則の改訂内容は以下の通り： 
1． 適用規格：GB19577-2015 に修正した 
2． 申請単位、適用規格及び試験項目を修正した 
3． 認証取得方法を追加した：「型式試験＋認証取得後の維持管理」 
 

国が推奨する部

品安全の任意認

証の実施規則改

正通知 
3/8 

CQC 最新実施規則：CQC11-448321-2016  「家庭及び類似用途の

自動制御装置認証実施規則・Safety Certification Rules for 
Automatic electrical controls for household and similar use」（発表

日：2016 年 3 月 8 日） 
原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/08/131221838763
2540-1457399815029557.pdf 
 
旧国推奨の任意認証実施規則：CNCA-V01-018:2003 
 
 

家庭及び類似用途の自動制御装置認証の 

最新版実施規則の運用開始通知 
CNCA が発表した 2015 年第 28 号公告「認証結果を完成品の強制認証に利用可能

な部品認証の推進公告」に従い、CQC は国が推奨する部品任意認証の旧実施規則

CNCA-V01-018:2003 の改訂を行なった。 
対象製品及び製品カテゴリ： 

002001 家庭用自動制御装置：PTC 自動制御加熱器、四方電磁

整流子、過電流保護装置、水位スイッチ 
002 002 モーターの熱保護装置 
002 003 蛍光灯の安定器用熱保護装置 

002 004 密封又は半密閉型電動機 – コンプレッサ用電動機熱

保護装置 
002005 燃焼機自動制御システム 
002 006 圧力センサー電気自動制御装置 

002007 
タイマー、タイマー付きスイッチ：プラグイン式タイ

マー、テレビタイマー、同期タイマー、手巻き式タイ

マー、プログラム制御器 
002008 電動バルブ：洗濯機用水弁 

002009 温度制御装置：サーモスタット、リミットサーモスタ

ット、バイメタルサーモスタット 

002010 電動スターターモーター：電圧感知型、電流感知型、

PTC タイプ 
002011 エネルギーレギュレータ 
002012 電動ドアロック 
002 014 湿度センサー制御装置 
002 015 電気スタータ 

           

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/03/
1457399814957237.ht
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最新版実施規則の規定は以下の通り。 
7. 本通知日より最新版実施規則に従い、認証業務を行い、最新版実施規則の認

証書を発行する。 
8. CNCA-V01-018:2003 版実施規則で取得された認証書については、自然な方

法で更新される。例えば：その他の変更及び追加等を行う際に、実施規則の

バージョンも自動的に更新する。 
9. 新版実施規則と旧版の相違点 

(1) 第 2 章に認証取得方法を追加した。方法 2：「型式試験＋認証取得後の維

持管理」 
(2) 第 4.1 項：材料サンプル片の寸法を“15mm×15mm× 3mm”から

“60mm×60mm× 3mm”に修正した。 
(3) 第 7.1 項：CQC 或いは CCC 認証書を取得した実績のない工場に対し、

申請方法 2 を採用する場合、初回工場調査が認証書を取得後 3 ヶ月以内

に実施しなければならない。3 ヶ月以内に完了出来ない場合は、認証書

を一時停止とする。最初に行われる認証取得後の工場調査は、初回工場

調査の要求と同じ 
(4) 附属書１：申請単位の区分規定を修正した。 

国が推奨する部

品安全の任意認

証の実施規則改

正通知 
3/8 

CQC 最新実施規則：CQC11-471114-2016 「交流電動機用コンデ

ンサ認証実施規則・Safety Certification Rules for AC Motor 
Capacitors」（発表日：2016 年 3 月 8 日） 
原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/08/131221838763
2540-1457399814815937.pdf 
 
旧国推奨の任意認証実施規則：CNCA-V01-013：2003 
 
新版適用規格： 
GB/T3667.1-2005 
IDT: IEC 60252-1:2001  AC motor capacitors - Part 1:General - 
Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for 
installation and operation 
注意：上記規格の最新版：GB/T3667.1-2016 は 2005 年 5 月 17 日発

表され、2016 年 9 月 1 日実施開始する予定 
IDT: IEC 60252-1:2013 
旧版：GB3667-1997 

交流電動機用コンデンサ最新版実施規則の運用開始通知： 
CNCA が発表した 2015 年第 28 号公告「認証結果を完成品の強制認証に利用可能

な部品認証の推進公告」に従い、CQC は国が推奨する部品任意認証の旧実施規則

CNCA-V01-013：2003 の改訂を行いました。 
対象製品：交流電動機用コンデンサ（製品カテゴリ：002019・006010） 
           
最新版実施規則の規定は以下の通り： 
10. 本通知日より最新版実施規則に従い認証業務を行い、最新版実施規則の認証

書を発行する。 
11. CNCA-V01-013-2003 版実施規則で取得された認証書について、自然な方法

で更新する。例えば：その他の変更及び追加等を行う際に、実施規則のバー

ジョンも自動的に更新する 
12. 新版実施規則と旧版の相違点： 

(1) 第 2 章に認証取得方法を追加した。方法 2：「型式試験＋認証取得後の維

持管理」 
(2) 第 4.2.1 項：適用規格を GB3667-1997 から GB/T3667.1-2005 に修正し

た。 
(3) 第 7.1 項：CQC 或いは CCC 認証書の取得実績のない工場に対し、申請

方法 2 を採用する場合、初回工場調査を認証書の取得後 3 ヶ月以内に実

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/03/
1457399814682313.ht

m 
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施しなければならない。3 ヶ月以内に完了出来ない場合、認証書を一時

停止とする。最初に行われる認証取得後の工場調査は、初回工場調査の

要求と同じ 

国が推奨する部

品安全の任意認

証の実施規則改

正通知 
3/8 

CQC 最新実施規則：CQC11-448319-2016 「平型クイックコネク

ト端子認証実施規則・Safety Certification Rules for Flat 
quick-connect terminations for Electrical copper conductors」（発

表日：2016 年 3 月 8 日） 
原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/08/131221838763
2540-1457399813941663.pdf 
 
旧国推奨の任意認証実施規則：CNCA-V01-014：2003 
 

平型クイックコネクト端子認証の最新版実施規則の運用開始通知： 
CNCA が発表した 2015 年第 28 号公告「認証結果を完成品の強制認証に利用可能

な部品認証の推進公告」に従い、CQC は国が推奨する部品任意認証の旧実施規則

CNCA-V01-014：2003 の改訂を行いました。 
対象製品：平型クイックコネクト端子（製品カテゴリ：002016） 
最新版実施規則の規定は以下の通り： 
13. 本通知日より最新版実施規則に従い、認証業務を行い、最新版実施規則の認

証書を発行する。 
14. CNCA-V01-014-2003 版実施規則で取得された認証書について、自然な方法

で更新する。例えば：その他の変更及び追加等を行う際に、実施規則のバー

ジョンも自動的に更新する 
15. 新版実施規則と旧版の相違点： 

(1) 第 2 章に認証取得方法を追加した。方法 2：「型式試験＋認証取得後の維

持管理」 
(2) 第 3.1 項：申請単位の区分規定を修正した。従来の区分：「異なる差込

みピンの幅」から「平型クイックコネクト端子の異なる材質（銅、ステ

ンレス）」に変更した。 
(3) 第 7.1 項：CQC 或いは CCC 認証書の取得実績のない工場に対し、申請

方法 2 を採用する場合、初回工場調査を認証書の取得後 3 ヶ月以内に実

施しなければならない。3 ヶ月以内に完了出来ない場合、認証書を一時

停止とする。最初に行われる認証取得後の工場調査は、初回工場調査の

要求と同じ。 
(4) 附属書１：日常的検査方法は、従来の 100%検査から下記の通り修正し

た。 
「製品の特徴に従い、日常的検査は初品と最終ロットから各 10 個のサ

ンプルを抜取り、全ての製品が合格の場合、検査結果が合格と判定する。

一つでも不合格品があった場合には、製造する全ての製品が検査不合格

と判定する」 

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/03/
1457399813892397.ht

m 

CCC 強制認証適

用規格更新公告 
3/3 

最新版規格： 
GB 2099.3-2015：家庭用及び類似用途のプラグ及びコンセント－第

2-5 部：アダプタ特定要求事項 
MOD: IEC 60884-2-5:1995  Plugs and socket-outlets for 
household and similar purposes—Part 2-5:Particular 

アダプタ製品の強制認証最新版適用規格実施開始公告 
CNCA の 2016 年公告第 3 号「アダプタ及び延長線コンセット製品の強制認証要求

の公告」に従い、「CNCA-C02-01：2014 強制製品認証実施規則－保護回路スイ

ッチ及び接続器（電気付属品））」に最新版規格：GB 2099.3 を追加する。アダプ

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/03/
1458523594267706.ht

m 
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requirements for adaptors タ製品（海外標準プラグ或いはコンセント付きの製品の除く）を強制認証対象範囲

に追加する。認証の適用規格は：GB 2099.1、GB 2099.3 和 GB 1002、GB 1003 
アダプタ製品の適用規格 GB2099.3-2015 版は 2015 年 10 月 13 日公表され、2017
年 4 月 14 日から実施開始する。 
 
本公告の公表日よりアダプタ製品（海外標準プラグ或いはコンセント付きの製品の

除く）の製造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。 2017 年 4 月 14 日より、最新版規格で認証を申請しなければならない。

認証取得されていない或いは CCC 強制認証マーク表示されていないアダプタ製品

（海外標準プラグ或いはコンセント付きの製品の除く）の出荷、販売、輸入及びそ

の他の営業活動に使用してはならない。 
GB2099.3-2008 で CQC 任意認証取得済みのアダプタ製品（海外標準プラグ或いは

コンセント付きの製品の除く）について、2017 年 4 月 14 日前までに CCC 認証書

へ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に GB2099.3-2015
と 2008 年版の相違点追加試験を行う。適用規格の相違点は右欄の公告原文のURL
をご参照下さい。 

 

国が推奨する部

品安全の任意認

証の実施規則改

正通知 
2/25 

CQC 最新実施規則：CQC11-465429-2016 「エジソンランプホル

ダー安全認証実施規則」（発表日：2016 年 2 月 25 日） 
原文： 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/02/25/131221838774
5022-1456361531113386.pdf 
旧国推奨の任意認証実施規則：CNCA-V01-017-2003 
 
最新版適用規格： 
GB17935-2007 エジソンランプホルダー 
IDT: IEC 60238:2004  Edison screw lampholders 
旧版：GB17935-1999 

エジソンランプホルダー認証の最新版実施規則の運用開始通知 
CNCA が発表した 2015 年第 28 号公告「認証結果を完成品の強制認証に利用可能

な部品認証の推進公告」に従い、CQC は国が推奨する部品任意認証の旧実施規則

CNCA-V01-017：2003 の改訂を行いました。 
対象製品：エジソンランプホルダー（製品カテゴリ：004002） 
最新版実施規則の規定は以下の通り： 
16. 本通知日より最新版実施規則に従い、認証業務を行い、最新版実施規則の認

証書を発行する。 
17. CNCA-V01-017-2003 版実施規則で取得された認証書については、自然な方

法で更新される。例えば：その他の変更及び追加等を行う際に、実施規則の

バージョンも自動的に更新する 
18. 新版実施規則と旧版の相違点： 

(1) 適用規格の変更：最新版 GB17935-2007 を指定 
(2) 附属書「重要部品・附属品・原材料リスト、適用規格及びサンプル数の

規定」を追加した。 
(3) 日常的検査（全数検査）の要求を改訂した。 

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/02/
1456361531040988.ht

m 
 

CQC 任意認証適

用規格更新及び

実施規則改訂通

実施規則：CQC14-464234-2014 
最新版適用規格： 
GB/T18487.1-2015 電動自動車充電システム 第一部分：共通要求

CQC任意認証の電動自動車交流充電ステーション製品の適用規格更新通知 
GB/T18487.1-2015 は、2015 年 12 月 28 日中国質量監督検験検疫総局（AQSIQ）

及び国家標準か管理委員会（SAC）より協同発表され。2016 年 1 月 1 日より実施

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/01/
1454029171523221.ht
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知 
1/29 

事項  
NEQ: IEC61851-1 第三版（CD3） 
NB/T33002-2010  電動自動車交流充電ステーション技術要求

Specification for electric vehicle A.C charging point 
NB/T33008.2-2013 電動自動車充電設備検査試験基準 第 2 部

分：交流充電ステーション 

開始する。 
本通知の発表日より適用規格の最新版で認証を申請し、認証書を発行する。 
認証取得済みの製品については、認証書の変更規定に従い、CQC に最新版適用規

格への更新及び認証書の書換え手続きを申請することが出来る。適用規格の更新

は、試験を伴なう。 
CQC 任意認証実施規則の変更内容は、以下の通り。 
1. 適用規格の追加：GB/T18487.1-2015 を追加した。 
2. 認証方式の追加：「型式試験＋認証取得後の定期維持管理」の申請方法を追

加した。 
3. 追加された適用規格に従い、附属書 2 の工場品質管理試験要求の内容を修正

した。 

m 
 

CQC 部品安全任

意認証適用規格

改正通知 
1/27 

最新版： 
GB1984-2014 高電圧開閉装置及び制御装置－第 100 部：交流回路

遮断器 
MOD: IEC 62271-100:2008 High-voltage alternating-current 
circuit-breakers 
GB14810-2014 高電圧開閉装置及び制御装置－第 104 部：72 kV
超の定格電圧用交流スイッチ 
MOD: IEC 62271-104:2009 Alternating current switches for 
rated voltages of 72.5 kV and above  
廃版規格：GB/T14810-1993,GB1985-2014 
 
 

CQC部品任意認証 高電圧開閉装置及び制御装置の適用規格更新通知 
GB1984-2014 及び GB14810-2014 版は、2014 年 6 月 24 日発表され、2015 年 1
月 22 日から実施開始する。 
CQC 任意認証の対象製品： 
高電圧交流遮断器（製品カテゴリ：021007） 
72 kV 超の定格電圧用交流スイッチ（製品カテゴリ：021013） 
高電圧交流絶縁スイッチ及びアーススイッチ（製品カテゴリ：021014） 
最新版適用規格の要求： 
1. 本通知の発表日より適用規格の最新版で認証を申請し、認証書を発行する。 
2. 認証取得済みの製品については、最新版適用規格への更新及び認証書の書換

え申請は 2016 年 3 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 9 月 30 日前までに認証書の更新を

完了できない場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 
3. 最新版規格への更新申請は試験を伴なう。規格の相違点及び追加試験内容は、

以下の URL をご参照下さい。 
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/01/27/1453863958844478-14
53863958846472.docx 
 

適用規格の修正に応じて、実施規則 CQC11-448421-2010 に以下の改訂を行なっ

た。 
1. 適用規格年版を更新した。 
2. 実施規則第 4.2.4 項：試験レポートの評価項目を追加した。 
3. 附属書 3: 第 3 条を追加した。 
4. 第 7.1.3 項を修正した。 

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/01/
1453863958844478.ht

m 
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5. 附属書１、附属書４の試験項目に関わる内容を修正した。 

CQC 環境任意認

証実施規則改正

通知 
1/5 

改訂した実施規則：CQC61-448261-2012 
「家庭用太陽光温水システムの省エネ環境保護認証実施規則」 
原文：

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/01/05/134686445142
3713-1451975527435419.pdf 

CQC任意認証の家庭用太陽光温水システムの省エネ認証実施規則の改正通知 
CQC 任意認証の家庭用太陽光温水システムの省エネ認証実施規則の改正がありま

した。改正内容は、以下の通り： 
1. 実施規則の表 2：工場の品質管理試験要求の定期確認試験の要求は、年に一

回に修正した。 
2. 更新の要求を修正した。 
最新版実施規則は、本通知の公表日より実施開始する。 

http://www.cqc.com.cn/
chinese/gkwj/rzbzxx/bz
hbxx/webinfo/2016/01/
1451975527349187.ht

m 
 

CQC 新規認証業

務開始通知 

CQC の新規認証事業を開始するお知らせ： 
通知日 製品名 カテゴリ 認証実施規則 適用規格 原文の URL 

1 月 25 日 
LED 照明製品 010032 CQC11-465001-2016 LED照明製品青

色光網膜傷害レベル認証実施規則 

IEC/TR 62778-2014《青色光網膜傷害

の評価のための光源及び照明器具へ

の IEC 62471 の適用》 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/01/1453682468520826.htm 
 

1 月 25 日 
小中学校及び幼児園教

室用照明製品 701419 
CQC31-465318-2016 《小中学校及び

幼児園教室用照明製品省エネ認証実施

規則》 

CQC3155-2016 《小中学校及び幼児園

教室用照明製品省エネ認証技術基準》 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/01/1453682468664703.htm 

1 月 27 日 家庭用及びこれに類す

る用途の地熱設備用温

度制御システム 
002 030 

CQC12-448318-2016 家庭用及びこれ

に類する用途の地熱設備用温度制御シ

ステム安全及び EMC 実施規則 

GB 31459-2015 家庭用及びこれに類

する用途の地熱設備用温度制御シス

テムの安全要求 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/01/1453863958654066.htm 

1 月 29 日 中国 CQC はアメリカ環境署規定のエネルギースター（ENERGY STAR）認証業務を開始した。Energy Star 省
エネ認証の加盟国は：アメリカ、カナダ、日本、台湾、オーストラリア、ニュージランド、EU.  
CQC が認証可能な製品：電子機器、家電製品、照明器具及びファン、OA 設備、製冷製熱設備、温水設備等 
CQC が現在全面的に EPA の認証申請を受理し、同時に中国 MEPS 認証、SASO エネルギー登録などの認証を行

うことが可能 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/01/1454029170942012.htm 
 

2 月 4 日 
家庭用及び類似用途の

室内加熱器 701333 
CQC31-448187-2016 《家庭用及び類

似用途の室内加熱器省エネ認証実施規

則》 

CQC3154-2016 《家庭用及び類似用途

の室内加熱器省エネ認証技術基準》 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/02/1454551005047873.htm 
 

3 月 3 日 水冷式マルチエアコン

（ヒートポンプ）ユニッ

ト 
701334 

CQC31-439139-2016《水冷式マルチエ

アコン（ヒートポンプ）ユニット省エ

ネ認証実施規則》 

CQC3156-2016《水冷式マルチエアコ

ン（ヒートポンプ）ユニット省エネ認

証技術基準》  

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/03/1456967197906327.htm 

3 月 8 日 商用エアコン（マルチエ

アコン（ヒートポンプ）
009016  CQC16-439128-2016 商用スマートエ

アコン認証実施規則 
CQC1614-2016 商用スマートエアコ

ン認証技術基準  
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/03/1457399814045385.htm 

http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/01/05/1346864451423713-1451975527435419.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/01/05/1346864451423713-1451975527435419.pdf
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/01/1451975527349187.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/01/1451975527349187.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/01/1451975527349187.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/01/1451975527349187.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/01/1451975527349187.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453682468520826.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453682468520826.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453682468664703.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453682468664703.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453863958654066.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453863958654066.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1454029170942012.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1454029170942012.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/02/1454551005047873.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/02/1454551005047873.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1456967197906327.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1456967197906327.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1457399814045385.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1457399814045385.htm
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ユニット、冷水ユニット

及び温水（地熱）ヒート

ポンプユニットを含む） 

 

3 月 8 日 
家庭用及び類似用途の

反浸透式浄水器 704043 
CQC32-439154-2016 
《家庭用及び類似用途の反浸透式浄水

器節水認証実施規則》 

CQC3212-2016 家庭用及び類似用

途の反浸透式浄水器節水認証技術基

準 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/03/1457399814244783.htm 
 

3 月 16 日 
電力メーター屋外用断

路器 
012017 CQC11-462187-2016 電力メーター屋

外用断路器認証実施規則 
CQC1121-2016 電力メーター屋外用

断路器技術基準 
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/03/1458090161511576.htm 
 

4 月 22 日 
ＥＶ車両充電設備非金

属材料外殻 134005 
CQC13-363001-2016《ＥＶ車両充電設

備非金属材料外殻性能安全認証実施規

則》 

CQC1305-2016《ＥＶ車両充電設備非

金属材料外殻技術基準》 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/04/1461308920579418.htm 
 

5 月 3 日 ソフト材料充電式玩具 113 027 

CQC11-385001-2016 玩具の製品安全

認証実施規則 

GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 
GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/05/1462241968251726.htm 
 竹木材玩具 113 028 GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 

GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 
紙・板紙材玩具 113 029 GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 

GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 
動く玩具 113 030 GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 

GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 
GB6675.11-2014 

粘土造形用玩具 113 031 GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 
GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 

化学実験用玩具 113 032 GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 
GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 
GB26387-2011 

化学セットの玩具 113 033 GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 
GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 
GB6675.13-2014 

指ペイント用塗料玩具 113 034 GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 
GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 
GB6675.14-2014 

玩具スクーター 113035 GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 
GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 
GB6675.12-2014 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1457399814244783.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1457399814244783.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1458090161511576.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1458090161511576.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/04/1461308920579418.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/04/1461308920579418.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/05/1462241968251726.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/05/1462241968251726.htm
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その他の玩具 113 036  GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 
GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 

5 月 3 日 ベビーカーの接触部材

料 
113 001 

CQC11-385002-2016 玩具類の接触

部材料清潔レベル認証実施規則 
CQC1124-2016 
 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2016/05/1462241968399386.htm 
 
 

電気玩具の接触部材料 113 002 
プラスチック玩具の接

触部材料 
113 003 

金属の玩具の接触部材

料 
113004 

射撃タイプの玩具の接

触部材料 
113005 

ドールの接触部材料 113006 
ソフト材料の充填式玩

具の接触部材料 
113 007 

竹木材の玩具の接触部

材料 
113008 

紙・板紙材料の玩具の接

触部材料 
113 009 

動く玩具の接触部材料 113010 
 

 

造形用粘土玩具の接触

部材料 
113 011  

化学実験用玩具の接触

部材料 
113 012  

化学実験セット玩具の

接触部材料 
113 013  

指ペイント用塗料玩具

の接触部材料 
113 014  

玩具スクーターの接触

部材料 
113015  

その他の玩具の接触部

材料 
113 016  

 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/05/1462241968399386.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/05/1462241968399386.htm
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CCC 強制認証 
2016 年維持管理

補足要求通知 
1/5 

2016 年建築用ペアガラス認証取得後の定期維持管理補足要求のお知らせ 
国家質検総局（AQSIQ）2015 年第 4 期の市場抜取りの結果を分析し、建築ペアガラスがリスクの高い製品と判明した。2016 年認証取得後の定期維持

管理について、強制認証の実施規則及び実施細則規定以外に、下記内容を補足します。 
一、原材料の購買要求： 

1)  購入された強化ガラスの中間層材料について（PVB,EVA,EN 等のフィルム、ウェットプロセス強化ガラス漿液）、製造事業者／製造工場はそ

の技術パラメーターを把握しなければならない。PVB フィルムについて、適用する技術要求は、JC/T2166「ペアガラス用ポリビニルブチラ

ール（PVB）フィルム」の要求より低くしてはならない。その他購入された原材料について、工場側が材料の技術要求を明確にしなければな

らない。工場は原材料を購入する為の判定技術基準として、GB15763.3「建築用強化ガラス 第三部分：ペアガラス」を採用することが出来

る。 
2)  購入されたフィルムについて、工場受入れ検査後の保管規定を明確しなければならない。規定には少なくともフィルムの開封前後の保管環境

温度、湿度、雨除け、日除け等の内容を含む。工場は、フィルムの保管状況が規定に適合することを確保しなければならない。また、関連記

録を保管しなければならない。 
二、製造過程の管理要求： 

1)  建築用強化ペアガラス用の強化ガラスを製造する場合、工場側は強化ガラスの曲度の技術要項を明確に規定し、適切な段階において曲度の確

認試験を実施する。試験記録を保管する。 
2)  強化ガラスペアリング成形ラインについて、湿度、温度を規定し、管理、監視、測定及び記録しなければならない。 
3)  重要工程の製造過程技術パラメータ（予備圧着ラインの温度、圧力、一次ローラー間隔、二次ローラー間隔、高圧窯の温度、圧力、時間など）、

工場はこれらの管理要素について明確に規定し、管理、監視、測定及び記録をしなければならない。 
4)  重要工程の作業員、品質管理者、試験職員について業務能力要求（例：教育、トレーニング、経歴、経験等）を規定し、その能力を継続的に

規定を満たすことを確保しなければならない。 
5)  生産過程において、重要な監視及び測定装置（例：ペアリング成形ラインの湿度計、温度計等）について管理を行わなければならない。工場

はこれらの設備について校正或いは検査を行わなければならない。 
三、耐熱性の定期確認試験の要求： 

1)  工場は製造プロセスの最も複雑、適用規格に最も適合し難い建築用ペアガラスを指定し、認証取得製品の定期確認試験を実施する。例えば：

建築用強化ペアガラスについて（一般ペアガラスを除く）耐熱性の確認試験を行う。また、中間層の厚さの最も薄い建築用ペアガラスについ

て耐熱性の確認試験を行う。 
2)  2015 年国市場買上げ試験の結果において耐熱性の不適合が最も多い為に、工場は、直ちに認証製品の耐熱性確認試験を実施すること。 

適用規格に規定する耐熱性試験能力を有する場合、関連する試験設備、測定機、作業手順、記録等は GB15763.3 の規定に準ずること。測定

器等が規定を満たせない場合或いは製品の品質を高める為に外部試験機関と一緒に分析を行う場合には、CCC 指定試験機関に委託し確認試

験を行い、製品品質を分析し、供に製品の改善措置を検討する事を推奨する。（耐熱性の確認試験費用は、工場と試験機関間で協議する。CQC
の提案としては、試験機関が一回目の確認試験費用を免除する）。CQC 指定の試験機関情報は下記附表を参照のこと。試験サンプルを提出す

る際に CCC 認証書番号及び「定期確認試験委託」を明記し、サンプルと同封して提出すること。 
3)  工場は、今後の検査に利用できるよう耐熱性確認試験後の試験サンプルを適切に保管する。保管期限は少なくとも 24 ヶ月とする 

四、認証取得後の定期抜取り試験と工場の協力要求： 
1)  認証取得後の定期抜取り製品は、認証取得する製品と同じ材料、同じ構造、同じ製造プロセスで製造した完成品である。建築用の一般ペアガ

http://www.cqc.com.c
n/chinese/xwzx/tzgg/
webinfo/2015/12/145
0235845560924.htm 

 

http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/12/1450235845560924.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/12/1450235845560924.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/12/1450235845560924.htm
http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/12/1450235845560924.htm
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ラスに対し、完成品の倉庫から抜取る場合には、工場側は規定されたサイズに加工するよう協力する。建築用強化ペアガラスは工場の製造現

場で製造し、製造したものからサンプルを抜取る。 
2)  工場現場で製造した製品から抜取る方法は、製造に関わる時間が長い場合（例えば、建築強化ペアガラスを製造する場合、硬化、試験、ガラ

スのペアリング、最終検査等の製造プロセスを含む）には、工場調査チームは一部の製造過程および製造工程について製造現場の立会を行う。

工場調査チームが立会出来ない製造工程については、工場は認証取得する製品と同じ材料、構造、製造プロセスで製造を行わなければならな

い。 
3)  認証取得後の定期抜取り試験サンプルは、工場の合格品であり CCC マークを表示した製品から抜取る。 
4)  小さい寸法のサンプルを製造する場合（例えば：300mm×300mm）で、その製造プロセスが実際販売する製品より難易度が高い場合（例え

ば軌道間隔が大きい為に、強化ガラスが技術基準の規定を満たすことが出来ない場合等）、更に、認証品の寸法より小さい寸法の製品を工場

から出荷及び販売しない場合には、工場は工場調査チームにより大きい寸法のサンプルを製造するように提案することが出来る（試験設備の

制限を考慮し、最大寸法：300mm×500mm）。この場合、工場から工場調査チームに少なくとも製品の寸法を含む製品の出荷及び販売記録を

提示しなければならない。 
五、その他の要求 

建築用強化ペアガラスの耐熱性及び耐湿性試験完了後に、CQC が試験後のサンプル（例えば：確認試験サンプル、製造現場の指定試験サンプ

ル、認証取得後の定期抜取り試験用サンプル）から抜取り、製品に使用するガラスが強化ガラスかを確認する為に破壊試験を行うことがある。

工場は協力すること。 
附表：CQC 指定試験機関： 

試験機関名称 住所 連絡担当者 

上海市质量监督检验技术研究院 201114，上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 1 楼 张红 021-54336371、13321915601、
honestzhanghong@sina.com 

国家玻璃质量监督检验中心 066004，河北省秦皇岛河北大街西段九十一号 陆万顺 0335-5911502、13603231132、
wanshun132@126.com 

重庆市计量质量检测研究院 401123，重庆市渝北区杨柳北路 1 号 云腾 13608317372、542286792@qq.com 

中国质量认证中心华中实验室 430000，湖北省武汉市东湖开发区高新大道 999 号 吴霞 027-87908588、15926373236、
1571935932@qq.com 

中国建材检验认证集团浙江有限公司 310012，浙江省杭州市教工路 533 号 傅心甫 0571-88072707、13067910581、
zjjckj@163.com 

 

CNCA 強制認証

対象範囲拡大に

関する公告 
公告第 3 号 

1/8 

アダプタ及び延長線コンセント類製品のCCC強制認証要求のCNCA公告 

CCC 強制認証の対象品目：家庭及び類似用途のプラグ、コンセント類製品に対し、GB2099.3-2015 版、GB2099.7-2015 版が発表され、2017 年 4 月 14 日

より実施開始する。適用規格の実施開始日より、家庭及び類似用途のプラグ、コンセント類製品の内のアダプタ及び延長線コンセント（電源延長線コ

ードセット類製品）の強制認証適用規格及び認証実施範囲について、以下の通り調整する。 
1. 「CNCA-C02-01：2014 強制製品認証実施規則－保護回路スイッチ及び接続器（電気的付属品））」に最新版規格：GB 2099.3 及び GB2099.7 を

http://www.cnca.gov.cn/
xxgk/ggxx/2016/20160
1/t20160108_46419.sht

ml 
 

http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201601/t20160108_46419.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201601/t20160108_46419.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201601/t20160108_46419.shtml
http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201601/t20160108_46419.shtml


2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016) 
一般財団法人 電気安全環境研究所 

国際業務グループ 
kokusai@jet.or.jp 

- 27 - 
 

追加する。延長線コンセント（延長線コードセット）製品の適用規格は GB2099.1 及び GB1002/GB10003 から最新版規格：GB 2099.1、GB 2099.7

及び GB1002/GB1003 に変更する。認証適用範囲の GB2099.1 の電線延長コードセットのカテゴリに国際規格の組み合わせ差込み口（通常 3 相と

2 相組み合わせたタイプ）付きの延長線コンセントを追加した。 
アダプタ製品（海外標準プラグ或いはコンセント付きの製品を除く）を強制認証対象範囲に追加する。 
認証の適用規格：GB 2099.1、GB 2099.3 及び GB 1002、GB 1003 

2. 旧版適用規格で CCC 認証済みの延長線コンセント（延長線コードセット）製品については、認証機関へ適用規格変更申請を提出しなければなら

ない。新規申請及び適用規格の変更申請の手続き方法は、「CNCA2012 年公告第 4 号」に準ずる。 
3. CCC 強制認証に新規に追加されたアダプタ製品（海外標準プラグ或いはコンセント付きの製品を除く）及び国際規格の組み合わせ差込み口付きの

延長線コンセント製品について、2017 年 4 月 14 日より、認証書が取得されていない製品及び認証マークが表示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してはならない。 

CNCA 強制認証

対象範囲規定に

関する公告 
公告第 2 号 

1/8 

USB充電コネクタ付き製品の強制認証要求のCNCA公告 
USB 充電コネクタ付きコンセント及び電気スタンドなど製品について、CCC 認証の要求は以下の通り： 
1. CCC 強制認証の目録に以下の製品を含む：「情報技術機器用電源アダプタ（充/放電器を含む）」及び「音響設備用電源アダプタ（充/放電器を含む」 
2. CCC 強制認証の目録内製品の「家庭用及び類似用途の設備、照明器具、プラグ、コンセント（家庭及び類似用途）」の製品について、これらの製品

が情報技術機器或いは音響設備用の電源アダプタ機能を備える場合で、更に充電コネクタ付きの場合（例えば USB 充電コネクタ付き）には、これ

らの製品は、2 種類若しくは 2 種類以上の CCC 認証対象品目の機能を持つマルチ機能付きの製品として、製品本体の実施規則以外に、例えば家庭

用及び類似用途の電気製品、照明器具、回路遮断器及び保護或いは接続用の電気装置（電気附属部品）実施規則の要求に適合すると共に、情報技

術機器或いは音響設備の CCC 実施規則の要求にも適合しなければならない。 
3. 上記マルチ機能付き製品は新商品である場合が多い為、認証機関及び地元質検部門並びに生産企業等は、これらの製品について十分な知識を持た

ない場合が多く、殆どの製品は、例えば家庭用及び類似用途の電気製品、照明器具、回路遮断器及び保護或いは接続用の電気装置（電気附属部品）

など製品本体の実施規則に従い、CCC 認証を取得している。関連する企業においては、2016 年 12 月 31 日前までに情報技術機器或いは音響設備の

CCC 強制認証実施規則の要求を、取得済の認証に追加するための申請手続きを完了していなければならない。2017 年 1 月 1 日から上記多機能製品

について、CCC 認証が取得されていない場合には、出荷、販売、輸入或いはその他の営業活動に使用してはならない。 

訳者注：上記公告について、中国 CNCA 法務部及び CQC と以下の確認を行いましたので参考にしてください。 
 

回答：USB 充電コネクタ付きの充電器について、今までは家庭専用充電器であれば CCC 不要と解釈していましたが、今回の公告

の１項では、CCC 強制認証の目録に以下の製品を含む：「情報技術機器用電源アダプタ（充/放電器を含む）」及び「音響設備用電

源アダプタ（充/放電器を含む」と規定しています。その為、家庭専用充電器が USB 充電コネクタ付きの場合には、IT 及び AV 機

器用充電器として使用可能ですので、CCC 強制認証対象品目と見なされます。安全及び EMC に関する試験を行い、製品に CCC
認証マークを表示しなければなりません。 
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回答：今回の USB 充電コネクタ付き製品の要求では、CCC 強制認証対象品目が USB 充電コネクタ付きの場合には、USB 充電コネ

クタの部分のみについて、安全及び EMC の USB コネクタ部分に関する試験が追加されます。USB 充電コネクタ付き製品につい

て、CQC へ変更申請を提出します。申請内容は下記のとおり。 
１）重要部品の追加 
２）実施規則の追加 
３）IT/AV 機器類の適用規格の追加 

 

回答：充電目的の USB 充電コネクタ付き製品は CCC 強制認証対象です。 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お知らせ 
 
＜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。 
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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 
E-mail: kokusai@jet.or.jp 
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