2021 年中国認証最新情報メールマガジン
一般財団法人 電気安全環境研究所
工場調査部 国際対応グループ
jet-fid@jet.or.jp

重要なお知らせ
中国認証最新情報は
2021 年から直接メールにて情報を提供させて頂きます。

本

お問合せ先：
一般財団法人 電気安全環境研究所
工場調査部 国際対応グループ
TEL:03-3466-9205
E-mail: jet-fid@jet.or.jp

説明：
(注１) 公告内容等については、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。

見

(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、下記情報をご参考にしてください。
＜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。
＜中国標準化委員会＞
GB 規格のオンライン閲覧：http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index
GB 規格の検索：http://std.samr.gov.cn/gb/gbQuery
(注３）中国市場買上げ検査結果の確認：http://www.samr.gov.cn/zw/wjfb/tg/
(注４）中国 GB 規格原文の無料閲覧ページ：http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/index
新旧規格の相違点・追加試験要求は有料で和訳を提供致します。
見積の詳細について、以下のお問合先までご連絡ください。

(注５) 中国認証制度の変更、関連法規の変更、準拠規格変更等に伴う、規格変更申請、認証書の書換申請等の代行業務を承っております。詳細について、上記のお問合先までご連絡ください。
（メールにて、お問合せ内容を含めてご連絡頂ければ、関連部署での迅速な対応が行えますので、ご協力よろしくお願い致します。
）
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目次
2021/10/11 SAC 規格更新公告 2021－12 号 国家標準化管理委員会は 602 個の GB 規格と 1 個 GB 規格の Am.改正許可に関する公告
（追加情報）2021/08/20 SAC 規格更新公告 2021－11 号 国家標準化管理委員会は 450 個の GB/T 規格と４個 GB 規格の Am.改正許可に関する公告
（追加情報）2021/07/22 MIIT 規格更新意見募集 「家庭及びこれに類する用途電気の共通要求 電気安全」GB 規格編集説明（意見募集）

見

本

2021/09/06
CQC 任意認証 接続ターミナルブロック安全認証規則 CQC11-462123-2021 改定通知（製品区分コード：012009）
2021/09/06 技術専門家チーム決議 可搬型一般用途の灯器具外部用ケーブルの導体断面積適用規格 GB7000.1-2015 と GB7000.204-2008 に関する技術決議（TC05-2021-01）
（追加情報）2021/08/10 技術専門家チーム決議 フラット PC 等の防爆電気製品 CCC 認証リスト定義表に関する技術決議（TC28-2021-01）
（追加情報）2021/08/10 技術専門家チーム決議 抵抗式ヒーター（電気ヒーティングベルト）の CCC 認証準拠規格 GB/T19518.1-2017 に関する技術決議（TC28-2021-02）
（追加情報）2021/08/10 技術専門家チーム決議 弾力性密閉封止コイル材料の適用規格 GB12476.1-2013 に関する技術決議（TC28-2021-03）
（追加情報）2021/08/10 技術専門家チーム決議 粉塵樹脂充填保護型「mD」製品 CCC 認証準拠規格 GB12476.6-2010 に関する技術決議（TC28-2021-04）
（追加情報）2021/08/10 技術専門家チーム決議 本質安全粉塵防爆標識「icD」に関する技術決議（TC28-2021-05）
（追加情報）2021/08/10 技術専門家チーム決議 部品の CCC 認証及び管理に関する技術決議（TC28-2021-06）
（追加情報）2021/08/10 技術専門家チーム決議 隔離防爆型リチウム蓄電池電源装置の CCC 認証及び管理に関する技術決議（TC28-2021-07）
（追加情報）2021/07/19 技術専門家チーム決議 R290 エアコン冷媒充填量とルーム最小面積に関する技術決議（TC04-2021-01）
2021/08/30 CCC 自己宣言＋CQC 任意認証 低電圧アセンブリ開閉装置の安全認証規則改訂通知（製品区分コード：020036）
2021/08/20 CQC 任意認証 民生用小型ロータードロ－ンの連続飛行性能認証規則（製品区分コード：039001）
2021/08/17 CQC 任意認証 新風力システム（装置）の安全、性能、省エネ認証実施規則及び準拠規格改定に関する通知（製品区分コード：008060 安全、008061 性能、701802 省エネ）
2021/08/17 SAMR 計量器公告 《基礎杭動的測量機検定規定》等 24 種類の国家計量機器技術規範更新公告
2021/08/12 SAMR 市場買上試験結果通知 家庭およびこれに類する用途の固定式電気装置のスイッチ国家市場買上試験結果通知
2021/08/12 SAMR 市場買上試験実施細則 「カラーテレビ製品国家レベル市場買上試験実施細則（2021 年版）
」に関する SAMR 第 31 号公告
2021/08/02 CCC 自己宣言＋CQC 任意認証 電気制御設備認証規則改訂通知（製品区分コード：020011）
2021/08/02 CCC 自己宣言＋CQC 任意認証 電気制御設備認証規則改訂通知（製品区分コード：020011）
2021/07/20 SAMR 公告：8 種類通信販売製品の国家定期市場買い上げ検査結果に関する通告
2021/07/13 CQC 任意認証 太陽光温水システム省エネ・環境保護認証規則改正通知（製品カテゴリ：707001）
2021/07/06 CNCA-2021 年第 9 号公告 家庭用ガス器具強制製品認証実施規則改訂に関する公告
2021/07/02 CCC 強制認証 家庭用ガス器具強制製品認証実施規則及び準拠規格更新通知（GB16410-2020、GB25034-2020）
2021/07/02 CCC 強制認証 オートバイ製品強制製品認証実施細則更新通知（CNCA-C11-02：2021）
2021/07/02 CCC 強制認証 電動自転車製品強制認証実施細則更新通知（CNCA-C11-16:2021）(製品区分コード：2401,2402,2403)
2021/07/01 CQC 任意認証 ブラシレス電動工具用電子制御モジュールの安全認証準拠規格の変更通知（製品区分コード：005013）
2021/07/01 CQC 任意認証 直流電源設備認証規則更新通知（製品区分コード：020004）
2021/07/01 CQC-II 型任意認証 『II 型任意認証通則』の改訂通知 （製品区分コード：107 類）
2021/06/28 CQC 省エネ任意認証 一般電力網を利用の交流電動機省エネ認証規則改訂公告
2021/06/25 CQC 任意認証 オーディオ・ビデオ類電子機器及び情報技術設備用制御リレー、器具用スイッチの安全認証適用規格変更通知（製品区分コード：001006,001027）
2021/06/24 CNCA-2021 年第 8 号公告 オートバイ、電動自転車強制製品認証実施規則改訂に関する公告
2021/06/24 CQC 任意認証 電力システム用標準化低電圧スイッチングボックス認証規格年版更新要求に関する通知（製品区分コード：020040）
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2021/06/24 CQC 任意認証 非金属材料及び部品性能安全認証要求変更に関する通知（製品区分コード：134002/134003）
2021/06/15 CQC 任意認証 器具用スイッチ安全認証準拠規格の更新通知（製品区分コード：002018,003012,005006）
2021/06/08 CQC 任意認証 家電製品、商用機械、家庭用電気部品の CQC 任意認証適用規格（GB/T4343.2-2020）更新通知 （製品カテゴリ：008 類、009 類、002 類）
2021/06/07 CQC 任意認証 薄型テレビとセットトップボックスの省エネ認証の適用規格更新通知（製品区分コード：701321）
2021/06/02 CQC 任意認証 送風機省エネ認証の新版規格の実施要求に関する公告（製品区分コード：701203）
2021/06/01 CQC 任意認証 スイッチング電源性能のクラス分け認証実施規則及び技術規範の改訂通知（製品区分コード：001109）
2021/5/26 CQC 任意認証 低電圧配電節電機器省エネ認証規則改訂通知（製品区分コード：701104）
2021/5/26 CQC 任意認証 低電圧配電節電機器省エネ認証規則改訂通知（製品区分コード：701104）
2021/05/22 NDRC・SAMR 公告 中小型三相非同期モーター、電力変圧器、送風機、薄型テレビ、セットトップボックス製品のエネルギー効率ラベル実施規則改訂に関する通知
2021/05/21 CQC 任意認証 家庭及びこれに類する用途の浄水器認証規則更新及び製品区分コード変更に関する通知（製品区分コード：008053、008077）
2021/05/19 CCC 強制認証 オートバイタイヤ強制認証適用規格 GB518 版上げに関する通知
2021/05/17 CQC 任意認証「II 型任意認証通則」改訂通知 (製品区分コード：107 類)
2021/05/17 CQC 任意認証 電気自動車の伝導充電システム用ケーブルの安全認証実施規則改定通知（製品区分コード：011033）
2021/05/12 SAMR-2021 年第 15 号公告 62 類製品国家定期市場買い上げ検査実施細則に関する公告
2021/05/11 CQC 任意認証 雷サージ保護器（SPD）製品の適用規格 GB/T18802.11 及び認証規則更新に関する通知 （製品区分コード：123005）
2021/05/10 CQC 任意認証 屋外用ガス燃焼器具安全と性能認証業務の開始通知 (製品区分コード：041005)
2021/05/10 CQC 任意認証 「照明用スマート制御設備及び端末製品の安全及び性能認証規則」改訂通知 (製品区分コード：004017)
2021/04/25 CQC 任意認証 可変電圧可変周波数制御器認証規則改訂通知（製品区分コード：012013）
2021/04/22 CQC 任意認証 高圧ナトリウムランプ省エネ認証規則改訂通知（製品区分コード：701404）
2021/04/21 CQC 任意認証 風力発電機ユニット用制御システム認証規則改訂通知（製品区分コード：030005）
2021/04/09 CCC 自己宣言、CQCII 型任意認証適用規格 GB/T15576, GB/T7251.8 の版上げに関する通知（製品区分コード：107501）
2021/03/31 CCC 自己宣言、CQCII 型任意認証 適用規格 GB/T14048.2, GB/T14048.4, GB/T10963.1, GB/T10963.2 の版上げに関する通知【製品区分コード：107502】
2021/03/31 CQC 任意認証 新エネルギー電力設備用特殊ケーブルの安全認証実施規則改定通知【製品区分コード：011032】
2021/03/31 SAMR 国市監質監発[2021]15 号 工業製品品質安全監督管理重要品目リスト【2021 年版】に関する通知
2021/03/29 SAMR2021 年第 11 号公告 2021 年国家市場買上試験の定期抜取計画
2021/03/24 CQC 任意認証 手持形電動工具の安全と EMC 認証適用規格 GB/T3883.202-2019,GB/T3883.204-2019,GB/T3883.205-2019,GB/T3883.210-2019 版上げに関する公告
2021/03/23 SAMR-2021 年第 16 号公告 2021 年度第 1 期認証リスクに関する早期警戒通知
2021/03/22 CQC 任意認証 電動食洗機節能、節水認証規則改定通知【製品区分コード：706003】
2021/03/22 CNCA 強制認証公告 CNCA は強制製品認証単位区分の整合及び変更手順の簡易化に関する通知
2021/03/15 SAMR 公告 インターネット取引監督管理弁法-SAMR 公告 2021 年第 37 号
2021/03/15 CCC 強制認証 CQC-C1120-2020「強制製品認証実施細則 自動車用ブレーキライニング」の改訂に関する公告
2021/03/12 CQC 省エネ認証 中小型三相非同期モーター及び小電力モーターの省エネ認証適用規格及び認証規則更新に関する要求の公告【製品区分コード：701202】
2021/03/11 CQC 省エネ認証 オートバイ及び電動自転車省エネ認証実施規則の改定通知
2021/03/03 CQC 任意認証 高電圧アセンブリスイッチ設備の適用規格及び認証規則更新通知
2021/02/09 CNCAー2021 年第 4 号公告
CCC 自己宣言認証関連規格改定時に強制性製品認証自己宣言評価方法の実施要求に関する公告
2021/02/09 CQC 任意認証 空気源ヒートポンプホットエア乾燥機（除湿）ユニット認証規則及び技術規範改訂通知（製品区分コード：008065,701339）
2021/01/28 SAMR 通告 2020 年 37 種類製品の国家定期市場買い上げ検査結果に関する通告
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CQC 任意認証 変換アダプターと海外旅行用アダプター認証業務開始通知
CQC 任意認証 スマート式家電機器相互接続認証業務開始通知
CQC 任意認証 家庭及びこれに類する用途エアコンの抗菌、除菌、清浄認証の業務開始通知 （製品区分コード）
CQC 任意認証 車両用電池の CQC マーク認証実施要求の変更及び最新版規格の実施通知
CQC 節水任意認証 蛇口、便器、シャワー設備、シャワーヘッド製品節水認証規則更新及び認証書書換えの通知
SAMR 公告 市場監督管理総局の《固定式圧力容器安全技術監査規程（Amd.1）》及び《シリンダー安全技術規程》の公布公告

見

2021/01/15
2021/01/15
2021/01/14
2021/01/11
2021/01/08
2021/01/05
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http://www.cnca.gov.cn/zl/qzxcprz/jszjz/tc28/202108/P020210813552220676180.pdf
本決議では、CNCA が 2020 年 4 月に公布の「強制的製品認証製品リストの定義表」の基本原則に基づき、製品名称もしくは主たる機能につい
て、CCC 認証製品リストの 17 種類 158 製品カテゴリの定義要求に含めなければならない。
フラット PC 等の防爆電気製品の CCC 認証の管理に関する標準化のため、CNCA の TC28 技術専門家チームにより検討が行われ、「強制的製品
認証製品リストの定義表」（2020 年改正版）に適合することを基本原則として、フラット PC 等の防爆電気製品が CCC 認証リストの対象範囲
に該当するか否かについて以下の通り技術的な決議とした。
1． 以下の製品は CCC 認証の対象製品として明確にした。
（1） フラット PC（2309）
（2） 防爆信号灯/指示灯/警告ランプ（信号の指示機能として使用する Ex 部品、2304）
（3） エンドボックス（電気ヒーティングベルトの附属品として、2303）
（4） 安全増強型の外郭（2313）
（5） HMI（ヒューマン・マシン・インタフェース）(2309)
（6） 差込み溝/底部台座モジュール（電気接続機能を備える差込み溝/底部台座モジュール、2308）
（7） インバーター（2303）
（8） 防爆サーボモーター（2301）
（9） ブロッキングパーツ、ブロッキングプラグ、コネクタ（2313）
（10） 液面センサー（2315）
（11） 指示機能付きの防爆押しボタン、押しボタンスイッチ（2304）
（12） 電動油圧式アクチュエータ/機構/装置（2307）
（13） 正圧製品用正圧パージ制御装置(2304)
（14） モニタリングサブステーション、トランスミッションマスターステーション（2309）
2. 以下の製品は CCC 認証対象外製品として明確にした。
(1) 温度メーター
(2) 圧力センサー
(3) QR コードスキャナー、防爆スマート式スキャン端末等
(4) ガスセンサー
(5) トランスミッター類
(6) 防爆吸排バルブ/排水バルブ
(7) 取締用携帯式オーディオ・ビデオレコーダー
(8) 観察用モニター
(9) 可燃ガス検測器
(10) 物体位置測定メーター、液面測定メーター、流量計
3．ハンドヘルド式端末、具体的製品は「定義表」に規定の機能に従い、CCC 対象・非対象を判断すること。

本

8/10
追加
情報

見

技術専門家チーム決議
フラット PC 等の防爆電気製品 CCC 認
証リスト定義表に関する技術決議
（TC28-2021-01）
【注記】CCC 強制認証定義表の補足情
報として、決議に対象製品の 1．と適
用外製品の２を明確にした。CCC 適用
外製品の内一部、中国強制性計量機器
輸入許可の行政許可制度に該当しま
す。輸出する際に計測機器の輸入許可
書の取得をご考慮ください。メータ
ー、センサー類製品の輸入許可につい
て、別途お問い合わせ下さい。
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http://www.cnca.gov.cn/zl/qzxcprz/jszjz/tc28/202108/P020210813552532703537.pdf
質問：
抵抗式ヒーター（電気ヒーティングベルト）については、製品の専用防爆規格 GB/T19518.1-2017「防爆性環境 抵抗式ヒーター 第 1 部分：一
般要求事項と試験要求事項」がある。CCC 認証を申請する際に、認証書に記載する準拠規格 GB3836 シリーズの関連規格以外は、GB/T19518.1-2017
も追記必要か。
技術的決議の結果：
抵抗式ヒーター（電気ヒーティングベルト）製品を CCC 認証申請する際には、認証書に記載する準拠規格は GB3836 シリーズの関連規格のみとす
る。認証機関は認証を実施する際に、GB3836.3 の第 5.9.1 項の注１の要求に従い、抵抗式ヒーターが適用規格 GB/T19518.1-2017 の要求に適合
することを確認しなければならない。
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http://www.cnca.gov.cn/zl/qzxcprz/jszjz/tc28/202108/P020210813552773959971.pdf
GB12476.1-2013 及び GB3836.1-2010 の規格改正の時間差により、GB3836.1-2010 の非金属材料のゴム部品に係る試験要求の内で、弾力性密閉封
止コイル材料の耐久性試験を耐熱・耐低温試験に変更した。
弾力性密閉封止コイル材料の準拠規格 GB12476.1-2013 について、CNCA の TC28 技術専門家チームは以下の技術的決議を公布した。
CCC 認証製品において、防爆性能に係る非金属材料のゴム部品を準拠規格 GB3836.1-2010 の規定通りに順番で試験を実施する場合に於いて、耐
熱、耐低温試験、耐衝撃試験、転倒試験（適用の場合）、外郭保護グラス（IP）の試験した後に、GB3836.1-2010 の第 26.1 項の規定に基づいて、
評価記録を作成し、GB12476.1-2013 規定の弾力性密閉封止コイル材料の耐久性試験代替することができると確認した場合には、CCC 型式試験レ
ポートにその旨を記載すること。
粉塵防爆型製品の CCC 認証を申請する際に、もし、IECEx TR レポートを受け入れる場合は、準拠規格の IEC60079-31:2013 に弾力性密閉封止コ
イル材料の耐久性試験に関する要求がないため、上記規定を参考にし、相違点の追加試験は不要で、GB3836.1-2010 の第 26.1 項の規定に従い評
価記録を作成し、CCC 型式試験レポートにその旨を記載すること。

本

技術専門家チーム決議
抵抗式ヒーター（電気ヒーティングベ
ルト）の CCC 認証準拠規格 GB/T195182017 に関する技術決議（TC28-202102）
【注記】CCC 実施規則、細則、定義表
などに規定の規格のみ認証書に表示
されます。製品試験実施する際に、規
定されていない製品の個別規格の確
認が実施されます。
技術専門家チーム決議
弾力性密閉封止コイル材料の適用規
格 GB12476.1-2013 に関する技術決議
（TC28-2021-03）
【注記】GB 規格に規定されていない試
験項目は IEC 規格などを引用すること
ができます。

見

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。

お問合せ先：
一般財団法人 電気安全環境研究所
工場調査部 国際対応グループ
TEL:03-3466-9205
E-mail: jet-fid@jet.or.jp
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