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序 

 

我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業におい

てはきわめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際化に伴い、世界的

規模で規格の国際共通化が進められております。 

しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点での見直

しを行う必要性が高まっています。このため弊会では経済産業省の委託を受けて、従

来から機械工業に係わる国内規格の国際規格との整合化事業に取り組んで参りました。 

近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、品質や

環境などをはじめとするマネジメントに係わる規格などが制定されてきております。

弊会においてもこの動きに対応し、機械安全、環境保全など機械工業におけるマネジ

メントにかかわる規格や、機械工業横断的な規格についての取り組みを強化している

ところです。 

具体的には、国内規格と世界標準との整合を目指した諸活動、機械安全規格整備と

リスクアセスメント実施のガイド作成、各専門分野の機関・団体の協力による機種

別・課題別標準化の推進などです。これらの事業成果は、日本発の国際規格への提案

や国際規格と整合した日本工業規格（JIS）、団体規格の早期制定などとなって実を結

ぶものであります。 

こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして株式会

社ユーエルエーペックスに「中国の基準認証制度に関する調査」を調査委託いたしま

した。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であり

ます。 

 

平成 18 年 3 月 

 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会長    金井  務 

 



序 
 
 
 
本調査研究事業は、社団法人 日本機械工業連合会から受託を受け実施したものでありま

す。 

米国に次ぐ輸出相手国である中国への機械類（機械・輸送設備）の輸出高は約２,６８０

億ドルに達しており、中国は我が国にとって極めて重要な輸出先であります。 

その中国は、2001 年に WTO 加盟を果たし、グローバル化が加速している世界経済への参

入を積極的に進めております。 

それに併せ適合性評価制度や基準認証制度の分野においても ISO/IEC といった国際標準

化機関への参画が進行しております。2003 年には、強制性の製品安全認証制度（CCC マー

ク制度）が開始されました。 

我が国の多くの企業はこの強制力のある CCC マーク制度への対応が必要となっておりま

す。 

この制度が開始されて既に 5 年が経過しておりますが、その運用面での不明確さ、情報

入手の難しさ等が数多く存在しており、多くの我が国の機械工業関連企業が、その対応に

苦慮しており、その実態を把握し、早急な対応が必要であることから本調査研究が実施さ

れました。 

調査研究にあたっては、中国の基準認証制度に携わる機械工業関連企業や国内適合性評

価機関を集めた委員会（中国基準認証制度調査研究委員会）を設立し、中国現地の日本の

企業や規制実施当局や認証機関等にミッションを派遣の上実施いたしました。 

本調査研究の結果が我が国の機械工業関連企業の今後の中国対応に寄与すれば幸甚であ

ります。 

最後になりましたが、本調査研究にご協力いただいた企業ならびに各関連工業会にお礼

申し上げます。 

 

平成 18 年 3 月 

株式会社 ユーエルエーペックス 

代表取締役社長    上 島   憲 
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中国基準認証制度調査研究委員会活動要旨 
 
現在、企業の中国への生産シフトによって日本企業の多くが中国の強制認証制度に

対応せざるを得ない状況となっている。また、中国が ISO/IEC といった国際標準化機

関への参画を強めていることから、中国の基準認証制度や標準化動向ならびに、日本

企業が行っている中国の基準認証制度への取り組み状況や要望等を調査する。調査に

あたり、中国の基準認証制度に携わる機械工業企業や国内適合性評価機関を集めた委

員会（中国基準認証制度調査研究委員会）を設立し、中国の基準認証制度に関する制

度面や運用面について、日本の企業や規制実施当局や認証機関等にミッションを派遣

の上実施した。 

当委員会においては、中国の基準認証制度の把握を行うと共に、中国での調査結果

について次のとおり報告することとする。 

 
１．中国基準認証制度調査研究委員会概要 
当委員会の目的および聞き取り調査の概要、委員会のメンバーについて紹介する。

中国での聞き取り調査については、主に CCC（China Compulsory Certification）マ

ーク制度の運用面について、北京および上海の自動車・電気製品のメーカーおよび

CNCA（国家認証認可監督管理委員会）・CQC（中国品質認証センター）等の規制関連機

関に対して実施した。 

 

２．中国基準認証制度の概要 
中国の強制認証制度である CCC マーク制度の仕組みや、認証に要する期間や費用等

の運用面および関連する法令を始め、基準認証制関係機関のデータや中国で実施され

る主な行政上の規制等を取り上げる。中国の基準認証制度に関する特徴的な制度とし

ては、海外の第三者機関に対して国内での認証活動を制限する中国認証認可条例があ

る。 

また、CCC マーク制度は 2001 年 12 月の WTO（世界貿易機関）への正式加盟に伴い開

始された製品認証制度であるが、それ以前には輸入製品が対象である CCIB マークと中

国で販売される電気製品が対象である CCEE マークの２つの制度が実施されていたこと

から、CCC マーク制度開始までの経緯についても説明する。 

 
３．CCC マーク制度のポイント 
CCC マーク制度が開始されてから５年以上が経過し、現在は申請方法、規則情報は

大多数の関係企業において入手され CCC マーク制度の理解は深まっていることから、

当該項目においては運用面についてのポイントを取り上げる。通関時に必要な手続や

該非判断等で注意すべき点の他、日本や欧米の製品認証制度と比べて特徴的な点とし

て、製品に CCC マークの表示を行う際にラベルの購入若しくは企業自身でマークの印

刷・刻印を行うための表示許可申請が必要なことや、初回工場検査では必ず中国から

の検査員が行うため、渡航手続き等により検査を実施するまでに長時間を要すること

を上げている。 

 
４．聞き取り調査内容について 
中国の現地日本企業および規制関連機関へ聞き取り調査を行うための項目として、

主に CCC マーク制度の運用面における問題・課題に対する状況とその対処方法並びに、

制度に対する意見・要望等を確認するための質問をまとめた。質問を行うにあたり、
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規制の問題・課題だけにとらわれず、制度としての有用性を見出すことも念頭に置い

ている。 

 
５．日本企業への聞き取り調査結果のまとめ 
聞き取り調査内容をもとに中国の現地日本企業に対して行った質問の回答および制

度に対する意見・要望等について申請時や試験時および通関時等、それぞれの手続毎

に取り上げた。中国の基準認証制度への対応については、自動車関連メーカーと電気

製品関連メーカーとで取り組み状況や制度に対する意見・要望が異なっている。自動

車関連メーカーにおいては、CCC マーク制度への対応については大きな課題はほぼ無

く、CQC が企業へのサポートを行う等、企業と規制関連機関との良好な関係が伺える。

中国独自の基準である GB7258 への対応やその他の行政規制（公安登録・排ガス規制

等）への対応に苦慮している。これに対し電気製品関連メーカーにおいては CCC マー

ク制度への対応に苦慮している状況であり、大きな課題として初回工場検査に関する

作業手間による認証取得までの期間（特に海外工場）および中国へ製品を輸入する際

のトラブル（免除申請、該非判断関連）があげられた。現状では該非判断や手続状況

の確認等について規制関連機関とこまめにコミュニケーションを取ることにより対応

しているとのことであった。 

 
６．規制関連機関への聞き取り調査結果のまとめ 
日本企業への聞き取り調査と同様に、中国の規制関連機関（CNCA・CQC・CCAP(自動

車認証センター)・上海 SIQ(上海出入境検験検疫局)・TILVA(上海低圧電器試験所)）

に対して行った質問の回答について取り上げた。CCC マーク制度の運用面での解釈や

通関時の手続の確認等を行っている。これらの中で特に注意すべき点として CCC マー

ク制度の運用面において、製品への表示方法等の見解が CNCA と CQC により異なってい

た点があげられる。 

 
７．CCC マーク制度と WTO/TBT 協定との関係について 

中国は 2001 年 12 月の WTO 加盟に伴い、基準認証制度に関して加盟時に基準認証に

係る規制・手続を TBT（貿易の技術的障害）協定に整合化することや輸入品と国産品

とで同一の規制・手続を適用すること等を約束している。このことから中国は製品認

証制度を一部の製品で二重規制となっていた CCIB・CCEE マーク制度から CCC マーク制

度へと移行している。また、現在中国に対し、WTO の義務の履行状況を審査する特別

な制度である TRM（経過的審査メカニズム）を実施しているところであり、日本・

EC・アメリカは CCC マーク制度について、これまでに TBT 協定との整合性に懸念があ

る問題点等について指摘している。 
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1.  中国の基準認証制度調査概要 
 

1-1) 概要 

 

米国に次ぐ輸出相手国である中国への機械類（機械・輸送設備）の輸出高は約2,680
億ドルであり、我が国にとって極めて重要な輸出先である。さらに拡大する中国市場

へアクセスする為に対応が不可欠となる強制認証制度やその技術基準としての規格は

我が国の機械工業に極めて影響が大きい。特に、現在は企業の中国生産シフトによっ

て我が国の企業の多くが中国の強制認証制度に対応せざるを得ない状況となっており

、そのためにコストが必要以上にかかるようでは我が国の産業競争力低下につながり

かねない。 

さらに機械工業が有する高い技術の優位性を確保すべく日本が国際標準を獲得して

いく必要があるため、ISO/IEC といった国際標準化機関への参画を強める中国の基準

認証制度や標準化動向ならびに、日本企業側が行っている中国の基準認証制度への取

り組み状況や要望および活用方法等を調査した。 

調査にあたっては、中国基準認証制度に携わる機械工業企業や国内認証機関を集め

た委員会を設立し、中国の基準認証制度の実施体制・規格・認証制度及びそれらの運

用実態を把握すべく、中国現地の日本の機械工業企業や中国規制実施当局や認証機

関・試験機関などにミッションを派遣する形で実施した。 

主な調査内容は以下のとおりである。 

 

中国の基準認証制度に関する調査 

中国の基準認証制度に関する法律・法規・規定・実施細則類は、既に中国関連管理

部門から発行されているが、その情報を再度確認し、制度的問題点を明らかにすると

ともに、以下項目の運用面における不明確な部分について、聞き取り調査を実施し情

報収集を実施した。 

1) 対象品目および対象該否の判別方法 

2) 我が国に所在する生産工場の検査実施までの期間短縮方法 

3) 規制対象外製品の免除処理方法 

4) 中国での緊急流通を要する場合の処理方法 

5) 中国市場での管理方法と管理実施状況 

上記に加えて、規制最新情報の収集も実施した。 

 

我が国の機械工業企業の中国基準認証制度への対応に関する調査 

中国基準認証制度に関して、我が国の機械工業企業が抱えている課題・問題点およ

びそれらへの対応方法等について聞き取り調査を実施した。 
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1-2) 中国の基準認証制度調査研究委員会について 
 

委員会メンバーは以下のとおり。 

 

荒畑 稔    日本貿易振興機構 海外調査部 中国北ｱｼﾞｱ課 課長 

石井 満    財団法人 電気安全環境研究所国際事業部 国際協力担当部長 

石野 一夫  社団法人 日本電機工業会  海外規格認証技術専門委員会 

上田 道夫  社団法人 ﾋﾞｼﾞﾈｽ機械・情報ｼｽﾃﾑ産業協会 標準化ｾﾝﾀｰ 副所長 

梶屋 俊幸  社団法人 電子情報技術産業協会 安全認証専門委員会 副委員長 

小島 克己  社団法人 日本自動車部品工業会 技術部長 

瀬田 勝男  独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定ｾﾝﾀｰ 所長 

高橋 義詔 財団法人 日本品質保証機構 安全電磁ｾﾝﾀｰ 所長 

冨松 敬史 自動車基準認証国際化研究ｾﾝﾀｰ 国際協力部会 部会長 

（委員長）正田 英介 東京理科大学 理工学部 電気電子情報工学科 教授 

 

 

1-3) 中国現地調査について 
 

中国現地調査メンバー 
 

(委員)   梶屋 俊幸 社団法人 電子情報技術産業協会 安全認証専門委員会 

                   副委員長 

(委員)   宮代 元久 自動車基準認証国際化研究センター  

(研究員) 藤倉 雅秀 株式会社 ユーエル エーペックス 

(研究員) 沈 大鵬   株式会社 ユーエル エーペックス 

 

 

調査場所 
  

中国  北京市 および 上海市 

 

 

調査先 
  

中国現地調査にあたっては､日本自動車工業会をはじめとする各業界団体、日

本企業にご協力いただき聞き取り調査を実施した。 

北京  

自動車メーカー A 社 

自動車メーカー B 社 

自動車メーカー C 社 
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日本自動車工業会の北京事務所（日本自動車工業会におかれましては､調

査を効率的に実施できるように、各自動車企業を一同に召集していただくな

ど多大なご協力を頂きましたことを付け加えさせていただきます。） 

電気製品メーカーA社(仮名)（ITE 機器メーカーの北京事務所） 

電気製品メーカーB社(仮名)（ITE/AV/総合家電メーカーの北京事務

所） 

電気製品メーカーC社(仮名)（低圧機器類を主とする電気メーカーの

北京事務所） 

上海  

電気製品メーカーD社(仮名)（ITE 機器メーカーの上海事務所） 

電気製品メーカーE社(仮名)（産業機器メーカーの上海事務所) 

 

中国規制関連機関 

  北京 中国自動車認証センター（1CCAP） 

   中国認証認可監督管理委員会（2CNCA） 

   中国品質認証センター（3CQC） 

  上海 上海出入境検験検疫局（4上海 SIQ） 

   低圧電器試験所(5TILVA） 

 

現地調査日程 
 

2006 年 2 月 14 日(火) 出発（日本→北京） 

       2 月 15 日(水)  聞き取り調査 電気製品メーカーA 社 

     聞き取り調査 CCAP 

       2 月 16 日(木)  聞き取り調査 電気製品メーカーC 社 

                      聞き取り調査 自動車メーカーA 社、B社、C社 

        （日本自動車工業会北京事務所にて） 

                      聞き取り調査 電気製品メーカーB 社 

       2 月 17 日(金) 聞き取り調査 CNCA 

      聞き取り調査 CQC 

       2 月 18 日(土) 休日 

       2 月 19 日(日)  移動（北京→上海） 

       2 月 20 日(月)  聞き取り調査 電気製品メーカーE 社 

           聞き取り調査 電気製品メーカーD社 

       2 月 21 日(火)  聞き取り調査 上海 SIQ 

     聞き取り調査 TILVA 

       2 月 22 日(水) 帰国（上海→日本） 

 

                                                 
1 CCAP: 中国自動車認証センター／China Certification Center for Automotive Products 
2 CNCA:国家認証認可監督管理委員会／Certification and Accreditation Administration of the 

People’s Republic of China 
3 CQC: 中国品質認証センター／China Quality Certification Center 
4 上海 SIQ: 上海出入境検験検疫局／Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau 
5 TILVA: 低圧電器試験所／Testing & Inspection Station For Low-Voltage Apparatus 
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1-4）現地調査メンバー所感 
 

梶屋 俊幸  

社団法人 電子情報技術産業協会 安全認証専門委員会 副委員長 
 

今回の訪問先は、規制当局、認証機関、試験所、商検局、そして企業に関しては輸

入製品を主としている企業、国内工場を持ってビジネスをしている企業、さらには幅

広い商品分野に対して聞き取り調査が出来、バランスの取れた調査であったと思いま

す。 
 
次に幾つか所感を述べたいと思います。 
CCC マーク制度に関して、長年にわたり JEITA の専門委員会でも取り扱ってきてお

りますが委員会の性格上、企業の意見をそのまま相手方（中国関連機関）に伝えるこ

とが難しいことが多く、例えば外交上のルートを使うと、どうしてもフィルターがか

かってしまうことが多くあります。 
しかし今回は、直接に問題点を中国側に訴えることが出来て効果的だったと思いま

す。勿論先方の立場上、回答には制限もあり、じれったさを感じることもありました

が最終的に我々が抱える問題点を真摯に聞いてもらえたと思いますし、相手方も職権

の範囲内で最大限の回答をしてくれ、非常に有効且つ効果的であったと思います。 
 
それと認証機関､商検局と話をして痛感したことは、従来には無かったサービス精神

がずいぶん根付いてきたと感じた、ということです。しかしこれは、必ずしもポジテ

ィブな意味で言っているのではなく､そのサービス精神が空回りしており中途半端なサ

ービスはかえってメーカーでの混乱を招くことがあるということです。 
今は経過的なステージであって、あと 3 年もすれば欧米と同じようなイコールパー

トナーシップシップが築けるのではないかと期待しております。 
そのようなことで将来の中国の認証に対して明るい兆しが見えてきたのではないか

と思います。 
 
企業訪問については、それぞれ取り扱っている商品分野は異なっていましたが CCC

マーク制度の対策に努力している姿は同じであると感じました。 
各企業分野によってそれぞれの立場、過去の経験による違いが際立ったように感じ

ました。 
第 1 回目の委員会でコメントがあったように、輸入されるものと中国内で生産され

る製品は対照的であり、国内生産メーカーは CCC マーク制度に対してほとんど問題意

識を持っていない、つまりうまくいっているという状況が確認できました。 
 
以上でございます。 
ありがとうございました。 
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宮代 元久  

自動車基準認証国際化研究センター 
 

 始めに、今回の中国基準認証制度調査団へ参加させて頂きまして、委員会の皆様方、

並びに事務局の方々に感謝致します、大変ありがとうございました。 

 

 それから、これからの私のコメントは大変私的な感想となります点にご承知置き下

さい。 

 

 私は今まで自動車以外の認可・基準に接する機会は無く、今回が初めての異業種の

経験となりました。 

 従って調査自体が私に取って大変良い勉強になり、特に電気に関しての認可・基準

の種類の多さに驚きました。 

 

現在、アメリカを除いて先進国の間では、自動車“ECE 規則”に従って、各国間で相

互認証が行われております。 

ここで基準調和という事業は、JASIC（正式名：自動車基準国際化研究センター）の

大きな事業の一つとなっており、現在中国を含むアジア諸国内に基準調和活動推進の

支援活動を展開しております。 

2010 年、又は 2015 年を目標に、アジア域内で相互認証（MRA）が可能な体制を作る

べく、努力をしているところです。 

 

今回の中国調査から、北京・上海に進出している企業は、各社それぞれに課題を持

ち、その会社の歴史の中で当局との間にパイプを作り、大変うまく運用されている事

を感じました。 

 

自動車関係では、自動車工業会の北京事務所内で 3社から聞き取り調査を行わせて

もらいました。 

その話の中からは、CCC 認証に対して特に問題は無いという結果でしたが、３社共通

する点は、当局との融通性のあるコミュニケーションにより運用しているとの事でし

た。 

視点を変えてみれば、中国の旧基準と最新車両に適用された基準の格差、及び CCC

認証システムの問題点をうまくカバーする為に、本来中国側が必要とするコミュニケ

ーションではないかと云う印象を強く受けました。 

例として、中国で車両を輸入する場合、出来るだけ高機能・高経済の車の導入を推

進しております、これは最新基準が適用された車両を導入する事が必要で、その結果

この融通性のあるコミニュケーションに通じる様に感じられました。 

 

今回の調査を通して特に感じた点を 3点挙げて見ました： 

 

１点目は、CCC 認可は大変率の高い独占商売である事に、自分の仕事がら大変心配と

なりました、我々は今、相互認証制度（MRA）を各国に導入する支援活動を行っており

ますが、今の CCC 認可システムが相互認証制度の導入の障害となるのでは？、と云う

危惧です。 
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2 点目は、中国が外部に窓を広く開いて行くと云う強い姿勢を感じました、我々に取

っては大変良い事ですが、TV 等で報道されている中国国内の問題、諸事情を考えると、

外には門戸を開けば開くほど、国内問題が難しい状況下で浮上し、通常レベルでの解

決が出来なくなるのでは無いかと思われました。 

 

3 点目は、中国国内の省庁間、地方当局との間で一環した運用システムが欠けている

事です、特に通関・サーベランス（市場抜き取り調査）等において、もう少し一貫性

（統一した見解・判断）を持って対応してもらえれば、調査で出た大部分の問題は無

かったのでは、と思われました。 

 

 最後に、今回の調査結果が、日本企業の CCC マーク認可取得のガイドの一つとなり、

少しでもスムーズな取得運用が出来る事を希望して、今回の感想とさせて頂きます。 

 

どうもありがとうございました。 

 

 

1-5) 調査結果概要 
 

中国の基準認証制度に関する調査 

中国の基準認証制度に関する法律、法規、規定、実施細則類は、既に中国関連管理

部門から発行されているが、その情報を再度確認し、制度的問題点を明らかにすると

ともに、以下項目の運用面における不明確な部分について、聞き取り調査を実施した。 

 

 

以下は、日本企業および中国関連機関への聞き取り調査時間である。 

 

 

聞き取り調査項目（日本企業および中国規制関連機関） 
 
   言語に関連する問題に関して 
   手続に要する時間に関して 
   サンプルおよびサンプル通関に関して 
   CCC マーク制度の免除許可に関して 
   初回・定期工場検査に関して 
   CCC マークの表示・CCC マークのラベルの購入に関して 
   該非判断に関して 
 その他 
 規制最新情報の収集 

日本企業への聞き取り調査時間： 延べ約 30 時間 

中国規制関連機関の聞き取り調査時間：延べ約 15 時間 
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調査結果 
 

1）電気製品関連 

 日本企業への聞き取り結果 中国規制関連機関への聞き取り結果 

手 

続 

に 

要 

す 

る 

時 

間 

認証取得までの期間（実績） 

• 初回工場検査を含む申請の期間： 最

短 4 ヶ月 ／最長 5 ヶ月程度 

• 初回工場検査不要の申請の期間： 最

短で 1 ヶ月／最長で 3ヶ月程度 

日程短縮を望む声が多かった。 

 

初回工場検査を伴う場合､極端に時間を

要している原因は、以下 2点である。 

1)工場検査実施依頼が受理されるのが

遅い。 

2) 審査員の選定/ビザ取得/日程調整な

どに時間がかかる。 

 

 

 

 

[CNCA/CQC] 

初回工場検査の日本機関への代行委託に関して

は「現在のところ予定なし」との回答である。 

 

（参考） 

「工場検査実施依頼が受理されるのが遅い」に

関して：工場検査並行実施依頼（原文：非非规

工 工工厂审审审 ）の制度を使えば、ある程度改

善できると思われる。 

サ
ン
プ
ル
お
よ
び
通
関

kk

サンプル：特に理解できないようなサ

ンプル要求は無い。 

 

サンプル通関に要する時間（約 1週

間）の短縮要望はあったが、特に大き

な問題とはなっていない。 

 

サンプルの廃棄処理を希望した場合、

税関が「返却サンプルを市場への横流

しする」という指摘があった。 

 

 

 

[CQC] 

小型の製品などは、DHL のような国際宅配便で

送り、簡易通関することができる。 

また、一部の試験所は輸入ライセンスを持って

おり、直接通関できるところもある。 

C
C
C
 

免 

除 

許 

可 

企業により状況が異なる。 

• 免除許可も含め問題が発生していな

い企業 

• 免除許可に関連するトラブルへの対

応が必要となっている企業 

 

免除基準が各地域の出入境検験検疫局

で異なり、通関地域を変えると急に通

関で止まってしまう。20 台以上の通関

が困難であるなどの意見が出された。 

 

[上海 SIQ] 

「免除の範囲は 2005 年 3号公告で規定されて

おり、各地の出入境検験検疫局の判断基準は同

じだと思う。違いがあるとすれば、申請手順や

必要資料が少し異なる程度ではないか」との見

解である。 

（参考）聞き取り調査において「2005 年 4 月ま

では、20 個以上は CNCA への申請が必要であっ

たが、2005 年 4月以降は地方の出入境検験検疫

局に移管されたので、現在はそのような問題は

ない。」としているが、上海 SIQ の免除許可範

囲においては､「各モデルの金額は US$2,000 以

下で、例えば低圧電気機器、回路スイッチ、保

護･接続用電気装置の場合は、数量が 20 個以下

であること。限度額を超える場合は、上海局認

証所もしくは検査管理所が受理する。」と規定

されている。）（詳しくは本報告書の巻末資料

を参照のこと。） 
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該 
 
 

非 
 
 

判  
 

断 

該非判断を行なっている部門は、

CNCA、認証機関、出入境検験検疫局、

通関であるが、それぞれが異なった判

断をすることがある。 

 

出入境検験検疫局において認証機関の

判断が受け入れないということが起こ

っている。そのため､「認証機関で CCC

マーク制度の対象外製品として判断さ

れ申請受付されなかった製品に対して

通関で CCC マーク要求が出され通関で

止まってしまう」という問題が発生し

ている。 

 

「認証機関において適用規格の SCOPE

変更により､それまで取得していた CCC

マーク制度の認証製品が対象外と判断

され、CCC マークの表示が出来なくなっ

た。通関では対象製品と判断され CCC

マークが無いため通関が出来ない。」

という問題も発生している。 

 

 

[中国規制関連機関] 

各機関の該非判断についてのコメントである。 

CNCA: CNCA は該非判断を行なわない。60 号通

知で対象製品リストが発表されている。各地域

の出入境検験検疫局が 60 号通知に基づいて判

断している。CCC マーク制度の対象製品の HS コ

ードで通関申請があれば出入境検験検疫局に回

され出入境検験検疫局で判断される」 

 

CQC:該非判断方法は以下のとおりである。 

① CNCA 発行の実施規則に記載されている認

証範囲の確認 

② AQSIQ/CNCA 発行の 2002 年 60 号通知の

HS コードリストの確認 

③ 製品の特性（性能・特徴）と評価する規

格で判断 

 問題点があれば CQC の担当部門またはエンジ

ニアに確認する。 

上海出入境検験検疫局：60 号通知の認証適用範

囲内を判断の根拠としている。例えば認証適用

範囲の中にある 36V 以下の製品は認証対象外で

ある。言い換えると 36V 以下の製品は上海検験

検疫局に申告する必要はない。 

そ 

の 

他 

日本の基準あるいは規制に関する意見

はまったく聞くことが出来なかった。

多くの企業で適合性評価は、日本国内

で実施しており、中国事務所において

は、日本基準との係わり合いがないた

めと思われる。 

 

規格改定があると､改定後に実施される

定期工場検査までに改訂版での認証を

得なければならず、工場検査の時期に

よっては、対応する時間が無いという

コメントがあった。 

 

CCC マーク制度の認証機関である CQC に

CB 発行を委託している企業があった。 

 

CCC マーク未取得に対する罰則事例： 

部品単体で認証を取得していたが､昨年

急にセットで未認証であったため罰金

(3 万元)が科された。（CNCA から CQC

に 2002 年に発行した内部通知に、セッ

ト品についても CCC マーク制度の認証

が必要との記載があるため。）CQC に確

認していたが見解が変わった。CNCA に

もクレームを出し、猶予期間は得たが

新たに 1000 件以上の申請が必要になっ

てしまった。 

 

 

 

 

 

 

[CNCA/CQC] 

CNCA は認証機関に相談すれば「柔軟に対応して

くれるはず」としているが CQC においては CNCA

の規定に従って実施する」としており、関連機

関の見解が異なっている。 
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• 言語による大きなトラブルは無いが、規格などの技術解釈において中国語では判断が

難しい場合がある。中国規格書の英語版を望む企業が複数あった。 

• 初回・定期工場検査に関しては、実施規則の要求事項の不明確さ、審査員の判断のば

らつきなどで困ることはあるが､それ以外は問題は無い。 

• CCC 表示・CCC ラベルに関しては、印刷許可の手続きは必要であるが、大きな問題はな

かった。 

 

 

2）自動車関連 

認証機関（CQC）との関係は良好としており、「CQC は最もグローバルで、最もオー

プンな、最もバランスの取れたお役所」と表現するくらいに信頼関係が構築されてい

る。 

工場検査、技術的事項のトラブルはあるが、大きな問題に発展することなく解決が

されているとのことである。 

CCC 認証取得に時間は要するが、ほぼ予定どおり認証取得できるので特に問題ないと

している。 

技術交流会などを通じて業界全体として取り組みが積極的に行なわれている。 

基準(規格)の解釈の問題は多いとしているが CQC は企業側のサポートをしてくれて

おり､CQC には助けられている事も多いということである。 

「基準で問題となるのは、中国独自の規格である GB7258 に関する程度。この問題は

日本だけではなく、アジアも含めて本腰を入れて中国当局と長期的な交渉を必要とす

る大きい話だと思う。」との指摘があった。 

 

 

3）規則類と運用が異なる事項 

CCC 該非判定：認証機関の申請フローにおいて、受付時に該非判断を行なうが、その

判断は出入境検験検疫局ではうけいれられない。 

 

一般的には同梱される AC アダプターなどの付属品は、製品が対象製品であった場合

でも、AC アダプター単独での認証は不要であるが､DVD プレーヤーに付属品する AC ア

ダプターだけは単独での CCC マーク制度の認証が要求されている。 

 

CNCA は国認科聯[2005]18 号《規格改訂時の強制性製品認証関連問題に関する通知》

においては、規格書上の実施日と CCC マーク制度の実施日は同じとされている。しか

し運用においては CCC マーク制度での実施日は別途 CNCA から通知されている。 

 

 

 

4）中国関連機関で見解が相違する事項 

CNCA が 2005 年 10 月 31 日付で通知した CCC マーク表示許可に関する運用変更では、

「2005 年 11 月１日より、安全ガラス・タイヤ・自動車部品・オートバイ部品・電線

ケーブル等 5品目製品以外の CCC 認証製品目録上の製品で、認可企業が CCC 認証マー

クの自社印刷・プレスを申請し、貴センターCCC 認証マーク印刷・プレス許可書（以

下、許可書と略す）を審査の上許可する場合は、CCC 認可工場コード番号の情報を付
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け加える必要はない。」と規定されている。CNCA においては、工場番号を付記するこ

とは不可としているのに対して CQC では工場番号の表示は任意としている。 

 

規格改訂時の、次回工場検査までに変更申請を行なわなければならない要求に関し

て CNCA は「次回の定期工場検査までに更新対応する時間がない場合は、その旨を認証

機関に相談すれば、定期工場検査を延期してくれるはず。」としており CQC は「CNCA

が発行する通知に従うこと。」としている。 

 

生産中止 CCC マーク取得製品の認証書の維持に関して CNCA は「CCC 認証書が有効で

あった期間中に生産された製品は CCC マーク制度の認証が有効である。」とし「生産

完了まで維持すべき」との見解である。CQC は「基本的には中国へ輸入する時点で認

証書の有効性を確認するため、輸入が完了するまでは維持すべきである。」としてお

り、双方の機関で見解が異なっている。 

 

5）まとめ 

聞き取り調査結果を見る限り､問題の大小は各企業の状況により異なるので一概に当

委員会において決めることは出来ないが、一般的な見方をすれば大きな問題は少なく､

比較的小さいな課題が多いのではないかと思われる。 

それぞれの課題を検討すると、何がしかの対応策を見出せる事も多々あるように思

われる。例えば､初回工場検査依頼の受付が遅いという問題も、企業に「工場検査並行

実施依頼（原文：非非 工厂规 审审审工工）」制度の情報があれば、ある程度解決でき

る問題であるし、免除基準も異なるとは言え､出入境検験検疫局は、基準を公表してお

り､事前に確認できれば、それなりの対応は出来るであろう。これらは、企業側の情報

収集努力の問題なのか､中国当局側の情報開示の不徹底からくるものかは判断できない。 

企業側は要求・要望をはっきりと伝えることが重要であり、困ったことがあれば、

まずは関係機関に相談する姿勢も大事であると感じる。 

 

しかし、放置できな課題/問題もあると思われるので、それを以下に示したい。 

 

まずは､前項で指摘した関連機関で見解が異なるという件である。早期に内部調整を

して統一見解で運用を行なってもらいたい。 

 

初回工場検査の処理に時間を要する件：まず工場検査チーム編成に時間を要してい

る。更に審査員が決まっても､日本のように短期間でパスポート取得は難しい。政府機

関の人間であれば 1 ヶ月以上要するケースもある。これらは中国側の問題として改善

に取り組んでもらいたい。 

企業サイドとしては､複数工場間での日程調整､招聘保証などにおいて早期工場検査

実施のために出来るだけの協力を行なうべきだろうと思う。今決められている法規の

中で出来るだけの協力が必要である。 

また、相互協力の精神にのっとれば、例えば CCC マーク制度と日本の電気用品安全

法における PSE マークの制度や Sマークの制度を利用した初回工場検査の相互協力も

考えられるのではないだろうか。 

 

次に該非判断問題である。これは基準が定められているにも係わらず、各関連機関

で判断が大きく異なった事例がある。通関においてこの問題が出れば、即ビジネスに
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影響を及ぼすこともあり､非常に重要な課題ではないだろうか。中国側の改善への取り

組みを望みたい。 

企業サイドとしては、現状の問題点を認識し､出来る限り事前に確認を行なう程度し

か対応方法は無いように思う。 

 

免除申請であるが、これも免除基準の運用が統一されていない状況があり、対象外

基準の問題と同様に通関でのトラブルは日本企業にとってビジネス上、大きな問題と

なりかねない。CNCA から基本的な免除基準は出ているので、各地域の出入境検験検疫

局において、CNCA 基準への整合を確認してほしい。 

通関においては、非常にグレーな事が発生しており、規則ではなく個人のつながり

で処理されているケースも十分にあるように思う。企業サイドとしては、現在、問題

が出ていなくても突然問題となることもありえるので､もう一度、正しい通関手続きが

行なわれているか確認しておくことも必要だと思われる。 

 

CCC 制度に直接的に影響するものではないが､海外機関による認証活動を制限してい

る事も大きな課題として捉えてもよいと思われる。WTO 加盟後、認証認可（認定）管

理条令が改定され､海外機関への認証活動が解禁されるはずであったが､実施には設立

だけを許可するもので、これでは自由な認証活動が認められているとはいいがたい。 

 

CCC 制度にはいろいろな課題があるが､規格も国際規格への整合が進んでおり､制度も

国際的なものとなっており、関連機関も問題意識を持ち改善努力を感じた。 

 

個々の企業でも、業界団体でも相互協力の精神に基づいた継続的な中国規制関連機

関との交流が大切であると感じる。 
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2. 中国の基準認証制度の概要 
 

2-1) 中国の基準認証制度について 
中国の認証制度には、法令等に基づいて基準に対する適合性評価を受けることが義

務付けられている認証制度（いわゆる強制認証制度）と適合性評価を受けるかどうか

については、任意の認証制度がある。 

強制認証制度は、6国務院から授権された7CNCA(国家認証認可監督管理委員会)が監

督・管理を実施している。任意の認証制度は、いくつかの認証機関が独自で実施する

ものである。 我が国から強制認証制度の対象となっている製品を中国に輸出し、販売

しようとする時には、中国強制認証制度に基づく適合性評価を受けて強制認証マーク

を製品に表示しなければならず、この制度を CCC（China Compulsory 

Certification：中国強制認証）とし、この強制認証を受けた製品に付する認証マーク

を CCC マーク（3C マーク）と呼んでいる。8CCC マーク制度の対象製品には、電気・電

子製品、機械製品、自動車など全部で 138 品目以上（平成 18 年 2 月現在）が指定さ

れており、安全性や9EMC が適用となっている。 

 

 

強制性の認証制度の根拠法規類 
10中国製品品質法（製品品質のレベルの向上等を目指すため、製品品質の監督責任・

強制規格への適合などを義務付け、罰則について規定した法律。）および11中国標準化

法（工業製品、環境保護に関する技術要求と試験検査方法、建設工程、技術用語にお

ける規格の制定に関する法律）および他の関連法規類に基づいて、12中国認証認可管理

条令、13強制性製品認証管理規定などが定められている。 

これらに基づき認証制度の実施が規定されており、認証に関する実施細則は、CNCA

が中国国家認証認可監督管理委員会公告として制定することになっている。 

                                                 
6  国務院は中国憲法の規定により、中国最高の国家行政機関であり、最高の国家権力機関およ

び執行機関である。日本でいう内閣に相当するものである。 
7 CNCA: 国家認証認可監督管理委員会／Certification and Accreditation Administration of 

the People’s Republic of China 
8 CCC マーク制度対象製品: CNCA ホームページ → 

http://www.cnca.gov.cn/20040420/column/285.htm）を参照 
9  EMC: 電磁環境両立性／Electro Magnetic Compatibility 
10 中国製品品質法: 1993 年 9 月 1日施行、2000 年 7月 8 日改定 
11 中国標準化法: 1989 年 4 月 1 日施行 
12 中国認証認可条令：2003 年 11 月 1日施行 
13 強制性製品認証管理規定：2002 年 5月 1日施行 

中国の認証制度 

任意性の認証制度

強制性の認証制度 
（CCC マーク制度）

138 品目以上が対象 
CNCA による管理 
指定認証機関が実施 

認証機関が実施・管理 
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なお、CCC マークの表示違反の取締は通関および市場抜き取り検査を通じて行われる

ことになっており、それぞれの根拠法として14中国輸出入商品検査法および製品品質国

家監督抜き取り検査管理方法が存在する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国における製品品質に関する規制は、上記の認証制度に加え行政上の登録制度等

が存在する。 

 

 

 

比較的良く知られている行政上の規制の概要 
 

入網許可制度(NAL: Network Access License) 

関連規定類：通信装置入網管理規則／2001 年 5 月 10 日 

監督・管理部門：情報産業部 電信管理局 

規制概要：電信条令に基づき、公衆回線網(無線含む)に接続される機器の通信ネット

の送受信機を管理するための許可制度。 

                                                 
14 中国輸出入商品検査法:1989 年 8 月 1日施行 

中国の認証制度

任意性の認証制度 

強制性の認証制度 
（CCC マーク制度）

中国の製品品質規制 

行政による規制(強制) 

 

 

中国標準化法   第15条等 

中国製品品質法  第14条等 

 

中国認証認可管理条令 

強制的製品認証管理規定 

強制製品認証マーク管理規則 

各種のCNCA公告 

CCC実施規則など 

強制認証制度 

の根拠法 

認証活動の根拠 

認証規則, 

手順,基準など 

 

 

中国輸出入 

商品検査法 

製品品質国家監督抜

き取り検査管理方法
マーク \ 表示違反 
取り締まり法令等 
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対象製品：1．固定電話端末   2．コードレス電話端末   3．集団電話   4．ファクシ

ミリ   5．モデム（モデムカード含む）   6．プログラム制御式ユーザー交換機   7．

移動式ユーザー交換機   8．ポケットベル   9．ISDN 端末  10．データ端末（カード

含む）  11．マルチメディア端末  12．その他電気通信端末装置  13．無線基地局  

14．マイクロ波通信装置  15．衛星用地上ステーション  16．光転送装置  17．デジ

タルプログラム交換システム   18．7 号ゼネレータ装置  19. インテリジェントネッ

ト装置  20．シンクロナス装置  21．接入ネット装置  22．中継交換機  23．ATM 交

換機 24．総合業務交換機  25．経路装置  26．IP ネットワーク  27．データ通信装置  

28．レシーバーセンター用装置 

 

中国電波法（無線型式承認） 

関連規定類：短距離無線設備管理規定（1999 年 1 月実施） 

監督・管理部門：情報産業部 無線電波管理局 

規制概要：周波数の割り当て、送受信の規定、無線の発射設備の規定等に対する型式

登録制度。 

対象製品：1．地下管線検出設備   2．一般微弱電波無線発信設備（玩具、自動車のド

ア、シャッター、防犯、警報、データ伝送、無線マイクロフォンなどに使用される小

型無線発信装置）   3．一般無線リモコン装置（窓、門などに利用されるリモコン装

置）   4．無線マイクロフォン   5．生物医学リモコン測定装置（病院や医学研究機

関内でのみ使用するもの）   6．コードレス電話   7．クレーンまたは伝送機械専用

のリモコン装置   8．電子吊りばかり無線送信専用設備   9．工業用無線リモコン装

置   10．無線データ伝送設備    11．防犯警報無線コントロール設備  12．模型玩具

無線テレコントロール設備 

 

医療機器登録制度（SFDA） 

関連規定類：医療機器登録管理条例（2000 年 4 月 5 日発行／2000 年 4月 10 日施行） 

医療機器監督管理条例（2000 年 1 月 4 日発行／2000 年 4 月 1 日実施） 

監督・管理部門：国家食品薬品監督管理局（SFDA）医療機器司 

規制概要：電気電子医療器械だけでなく医療器具も対象とした中国の強制登録制度で、

それらの製品に対する登録制度。SFDA は薬品規制の公式認可機関でもある。 

対象製品：医療機器監督管理条例における対象製品は以下のように規定されている。 
具体的な品目は、国家食品薬品監督管理局（SFDA）医療機器司が規定している。 
 

 
 

中国計量法 

関連規定類：中国計量法（1986 年 7 月 1 日発行･実施） 

ここで言及する医療装置製品は、次の目的で人に使用する、製造業者が意図する適切な用途に

必要なソフトウェアを含む、単独または組み合わせて使用するかに関係無く、すべての器具、

装置、機器、材料または他の物品を意味する。 

－ 疾患の診断、防止、モニター、処置または緩和 

－ 障害または障害の診断、モニター、緩和または補正 

－ 解剖学または生理学的プロセスの調査、交換または修正 

－ 受胎管理 

医療装置製品は、医薬、免疫または代謝方法により、人体で主要な目的作用を達成しないが、

このような方法によりその機能を補助されることがある。
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中国計量法実施細則（1987 年 2 月 1 日発行･実施） 

監督・管理部門：国家品質監督検験検疫総局（AQSIQ） 

対象製品： 

1．はかり（天秤を含む） 2．センサ   3．騒音計 

4．三次元測定器   5．表面粗さ測定器  6．大地測定計器 

7．熱量計    8．流量計（水道メータ、ガスメータを含む） 

9．圧力計（血圧計を含む） 10．温度計  11．デジタル電圧計  

12．電界強度測定計器 13．心、脳電図器（機）  

14．有害気体、ダスト、水質汚染監視計  15．電離輻射防護計器 

16．スペクトロフォトメータ（紫外線、赤外線、可視測光計を含む）  

17．ガス、液クロマトグラフ計器   18．湿度、水分測定計器 
 

 

ボイラー圧力容器規制 

関連規定類：ボイラー圧力容器製造監督管理方法（2003 年 1 月 1 日実施） 

ボイラー圧力容器製造許可条件、ボイラー圧力容器製造安全性能監督検験規則（2004

年 1月 1 日実施） 

監督・管理部門：国家品質監督検験検疫総局（AQSIQ） 

規制概要：ボイラ・圧力容器に対する製造許可制度であり､CCC マーク制度前には旧制

度である CCIB マーク制度の強制品目となっていた。 

対象製品：①最大動作圧力が、0.1Mpa（ゲージ圧力）より大きいか、または等しく、

かつ圧力と容積の乗積が 2.5Mpa より大きいか、または等しい容器に詰める気体、液化

気体および最大動作温度が標準沸点より高いかまたは等しい液体の各種圧力容器。 

②最大動作圧力が、0.2Mpa（ゲージ圧力）より大きいか、または等しく、かつ圧力と

容積の乗積が 1.0Mpa より大きいか、または等しい容器に詰める気体、液化気体および

標準沸点が 60℃より低い液体の各種の圧縮空気ボンベ。 

③医療用酸素ボンベ。本方法は船舶、鉄道汽車、航空機、軍事装備と核施設で使用す

るボイラー、圧力容器および定格熱効率が 0.1MW より小さく、出力熱湯温度が 90℃よ

り低いかまたは等しい電気あるいはガス湯沸し器には適用しない。設計圧力が 10Mpa

未満、かつ最大直径が 150mm 未満、かつ水容量 251（リットル）未満は申請不要。 
 

 

認証規制と行政規制 

認証制度(規制)と行政規制は、それぞれが別個に実施されており､強制認証と行政規

制の重複する対象製品は、CCC マーク制度と行政規制への対応が必要となる。このよ

うに、CCC マーク制度の導入により、15旧制度の２重規制が解消されたとはいえ、製品

によっては認証制度と行政規制を満足させないと中国で販売できないものがある。 

                                                 
15 旧制度: CCC マーク制度の開始以前に存在した製品品質に関する強制性の許可制度である CCIB マーク

と強制性認証制度の CCEE マークのこと。 
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規格について 

中国には、中国標準化法に基づいて、国家規格・部門(業界)規格・地方規格・企業

規格の 4 種類がある。また企業規格を除く上記 3つの規格は、強制規格と推奨規格に

分かれている。 中国標準化法第 14 条に拠れば「強制規格は（製品を製造、販売、輸

入しようとする者は）、必ず執行しなければならない。強制規格に合致しない製品は

生産、販売、輸入を禁止する。」ことになっている。 

CCC マーク制度では主に強制規格が適用されるが､一部任意規格も適用されている。 

 

規格番号は以下のような構成になっている。 

 

強制規格      推奨（任意）規格 
 

 ×× ××××－××××    ××／Ｔ××××－×××× 
 分類 番号  公布年度（西暦）  分類／推奨 番号 公布年度（西暦） 

 例：ＧＢ１００２－１９９６   例：ＹＤ／Ｔ９９３－１９９８  

  16“GB”は国家規格を意味する。   17“Ｔ”は「推奨」を意味する。 

 
 

 

 

国家規格：約 20,000 規格 

                                                 
16 “GB”:「国家標準」の中国語発音「Guo Jia Biao Zhun」の頭文字から取っている。 
17 “T”は、中国語の「推奨」の発音”Tui Jiang”の頭文字から取っている。 

中国の製品品質規制の概念図 

や生命、財産の安全を保証する国家規格、部門規格がある場合は、その規格に適合していること。 

中国製品品質法 
生産者は生産した製品の品質に対し、責任を負わなければならない。製品品質は以下の要求を満たさ
ればならない （１）生命、財産の安全に危害を及ぼす不合理な危険性が存在しないこと。身体の健康 

ボイラー圧力容器規制

（ボイラー圧力容器製

造監督管理方法など） 

中国電波法（無線型式承認）距離無線設

備管理規定など 

入網許可制度 

（通信装置入網管理規則など） 

医療機器登録制度

（医療機器登録管理

条例など） 

CCC マーク制度（中

国強制製品認証管理

規定など） 
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中国の国家規格は、
18SAC（国家標準化管理

委員会）が制定してい

る。「全国範囲で統一

しなければならない技

術要求には国家規格を

制定しなければならな

い」と中国の標準化法

に規定があり、以下の

３種類がある。 

国家規格：「国家標

準：Guo Jia Biao 

Zhun」から、記号は「GB」とされており、一般に「GB 規格」と呼ばれる。 

 

GB   強制国家標準（合致しない製品は生産・販売・輸入が禁止されている規格） 

GB/T 推奨国家標準（企業による自主的採用が奨励されている規格） 

GB/Z 国家標準化指導性技術書（ISO、IEC のガイド類） 

 

 
19部門規格（業界規格）：約 33,000 規格 

国家規格が制定されていない場合には、中国の全国的な範囲で部門（業界）統一す

る必要のある規格を国務院の関係行政主管部門が制定することができる。また、相応

する国家規格が公布されると、当該部門規格は自動的に廃止される。管理部門は 58 あ

り、部門によって審査・許可・番号指定・公布が行われ、統一管理されている。 

部門規格は強制規格と推奨規格に分けられ、推奨規格の場合には、○○/T の形をと

る。（○○は業界の略号） 

部門（業界）標準の部門記号は数十種類あり、例えば、通信の部門記号は、管理当

局の「郵電：You Dian」から「YD」が分類名となる。 
 

地方規格 

 省・自治区・直轄市の範囲で工業製品の安全性や衛生の要求事項などを統一する必

要がある場合に制定される。地方規格には強制地方規格と推奨地方規格があり、推奨

規格番号の分類記号には、”/T“ が付記される。 

 

企業規格 

企業内において協調・統一を行うために必要な技術規格、管理規格および業務規格

として企業が制定する。なお、企業の製品規格は地方政府標準化行政主管部門と関係

行政主管部門に届け、登録しなければならない。 

 

                                                 
18 SAC: 国家標準化管理委員会/Standardization Administration of China.  ISO/IEC の

member body である。 
19 部門（業界）規格：中国行政部門あるいは局が制定する規格を意味し、産業界が制定する規

格では無い。部局の統廃合により既に存在しない部局が制定した規格も存在している。 

 

国家規格 
（ＧＢ規格） 

部門（業界）規格 

任意（推奨）規格 

国家規格化 

国家規格 
（ＧＢ規格） 

任意（推奨）規格 

国家規格化 
強制規格 
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規格書の表紙には規格公布日と規格実施日が記載されており、その実施日をもって

適用が開始される。(下図、参考訳参照) 
（聞き取り調査で情報： CCC マーク制度への適用日は別途 CNCA から通知される。） 

 

 

 

 

 

2-2) 中国の基準認証政策の体制について 
 

中国の標準化・認証を行う政府組織は以下の図のようになっている。AQSIQ（国家品

質監督検験検疫総局）が20国務院の直轄管理下にあり、中国国内製品や輸出入品の品質

                                                 
20国務院は中国憲法の規定による、中国最高の国家行政機関であり、最高の国家権力機関および執行機関

である。日本でいう内閣に相当するものである。 

国務院は国務院総理（現在は、温家宝氏）が主宰し、副総理（若干名）、国務委員（若干名）、各部長

（各省大臣に相当）、各委員会主任により構成される。国務院の任期は全国人民代表大会の任期に相当す

る 5年である。総理は国家主席（現在は、胡錦涛氏）が指名し、全国人民代表大会の承認を経て国家主席

が任命する。副総理、国務委員は総理が指名し、全国人民代表大会の承認を経て、国家主席が任命する。

国務院の各委員会は各部を超越して各種の政府活動を調整する機能を有する。委員会は主任が長である。

なお、国務院に国防部が設置されているが、国防部は人民解放軍を直接統帥しておらず、人民解放軍は国

務院から独立した軍事組織である。 

国務院は全国人民代表大会に業務報告の義務があり、全国人民代表大会閉幕中は全国人民代表大会常務委

員会に業務報告する義務がある。 

規格番号 

実施年月日

発行年月日 
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検査や各種認証認可などを行っている。その下に GB 規格の制定などを主たる事務とす

る SAC（国家標準化管理委員会）、CCC マーク制度の全体的な管理など中国における認

証認可制度の監督管理部門である CNCA（国家認証認可監督管理委員会）がある。 

 

 

 

AQSIQ、 CNCA の主な職責は、以下のとおり： 

 

国家品質監督検験検疫総局（AQSIQ：State General Administration of the 

People’s Republic of China for Quality Supervision and Inspection and 

Quarantine） 

• 国家強制認証の制度および規定を作成する 

• 「目録」（強制認証製品対象品目リスト）を審査・承認し、国家認証認可監督

管理委員会 （CNCA）と共同で公表する（注：AQSIQ は CCC マーク制度の規制関

連以外の多くの職責も持っている。） 

 

 

国家認証認可監督管理委員会（CNCA：Certification and Accreditation 

Administration of the People’s Republic of China） 

• 目録（強制認証製品対象品目リスト）の立案、「製品認証実施細則」を発行す

る 

• 認証マークの取り決めおよび公表、認証書の要求事項を確定する 

• 認証業務を実行する認証機関、試験所、検査機関および認証マークの発行機関

を指定する 

• 認証を取得した製品およびその企業目録を公表する 

• 地方品質検査機関に対し強制認証の違法行為等の監督方法を指導する 

• 強制認証に関する苦情、申し出等を受理する 

国務院

国家品質監督検験検疫総局（ AQSIQ ）

国家認証認可監督管 
理委員会 
（ＣＮＣＡ） 

国家標準化管理

委員会
（ＳＡＣ）

情報産業部（ＭＩＩ）

電信管理局 無線管理局

試
験
所

試
験
所

試
験
所

試
験
所

国家医薬 
品監督管 

理局

中国試験所国家 
認可委員会 

(CNAL) 
中国認証機構国 
家認可委員会 

(CNAB) 
中国審査員および審査員研修

機関国家認可委員会
(CNAT)

国務院

国家品質監督検験検疫総局（ AQSIQ ）

国家認証認可監督管 
理委員会 
（ＣＮＣＡ） 

国家標準化管理

委員会
（ＳＡＣ）

情報産業部（ＭＩＩ）

電信管理局 無線管理局

国家医薬 
品監督管 

理局

中国試験所国家 
認可委員会 

(CNAL) 
中国認証機構国 
家認可委員会 

(CNAB) 
中国審査員および審査員研修

機関国家認可委員会
(CNAT)

国家工商

行政管理

総局 

医
療
機
器
認

証
を
実
施 

医
療
品
認
可

を
実
施 

CNCA に指定された複

数の認証機関ならびに

複数の試験所
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CNCA の傘下の CNAL（試験所認定機関）、CNAB（認証機関の認定機関）、CNAT（検査

員の認定機関）は、中国の地方政府と中国共産党が共同で製品品質法、標準化法に基

づいて設立した認定組織である。 

 

 

認証機関 

CQC（中国品質認証センター）、CEMC（中国 EMC 認証センター）など 10 機関以上が

指定されており、取り扱える製品カテゴリーが決まっている。多くのカテゴリーにお

いて複数の試験所において扱えるようになっている。 

認証機関の主な職責は以下のとおり。 

• CCC マーク制度の認証実施細則の要求に従い、具体的な CCC マーク制度の認証

業務を行う。 

• CCC マーク制度の認証を取得した製品および関連企業に認証書を発行する。 

• CCC マーク制度の認証を取得した製品および関連製造業者に対し、定期検査を

行う。 

• CCC マーク制度の認証書の一時停止、取り消し、撤回を行う。 

• CCC マーク制度の認証製品および認証申請書の苦情､申し立てなどを処理する。 

• 認証機関は CCC マーク制度の認証製品の認証書に責任を持つ。 

 

認証機関と指定製品カテゴリー（2005年9月現在） 
認証機関 CCC 指定認証製品カテゴリー 

中国品質認証センター（CQC） 

北京市朝陽区朝外大街甲 10 号中認

大厦 

http://www.cqc.com.cn 

・コードセット 

・ワイヤー・ケーブル 

・家庭用および類似用途のプラグとコンセント 

・家庭用および類似用途の固定式電気装置 

・工業用プラグおよび壁コンセント 

・家庭用および類似用途の機器カプラ 

・サーマルリンク 

・家庭用および類似用途の固定式電気装置の付属エンクロージャー 

・小型ヒューズの管形ヒューズリンク 

・低圧スイッチギア・アッセンブリ 

・スイッチおよび制御装置 

・設置保護装置 

・小電力モーター 

・電動工具 

・溶接機 

・家庭用および類似用途の機器－家電製品 

・AV機器 

・音声・テレビ信号のケーブル配信システム（EMC） 

・衛星放送受信機（EMC） 

・情報技術機器 

・金融および商業清算電子機器（EMC） 

・照明機器 

・電気通信端末設備 

・自動車 

・オートバイ 

・オートバイ用エンジン 

・シートベルト 

・タイヤ 

・安全ガラス 
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・心電計 

・血液透析装置 

・血液浄化装置の体外循環装置 

・中空ファイバ透析器 

・埋め込み式心臓ペースメーカー 

・医用 X線診断装置 

・人工心肺装置－ローラーポンプ 

・人工心肺装置－拍動式ローラーポンプ 

・人工心肺装置－気泡型酸素化装置 

・人工心肺装置－熱交換器 

・人工心肺装置－温冷水システム 

・人工心肺装置－シリコンゴム製ポンプチューブ 

・侵入探知機製品 

・溶剤型木工塗料 

・磁器質タイル 

中国 EMC 認証センター（CEMC） 

北京市北三環東路 18 号 

http://www.cemc.org.cn 

・コードセット 

・ワイヤー・ケーブル 

・家庭用および類似用途のプラグとコンセント 

・家庭用および類似用途の固定式電気装置 

・工業用プラグおよび壁コンセント 

・家庭用および類似用途の機器カプラ 

・サーマルリンク 

・家庭用および類似用途の固定式電気装置の付属エンクロージャー 

・小型ヒューズの管形ヒューズリンク 

・小電力モーター 

・電動工具 

・家庭用および類似用途の機器－家電製品 

・AV機器 

・音声・テレビ信号のケーブル配信システム（EMC） 

・衛星放送受信機（EMC） 

・情報技術機器 

・金融および商業清算電子機器（EMC） 

・照明機器 

・電気通信端末設備 

安全技術警備認証センター 

北京市宣武区蓮花池東路 102 号天

蓮大厦十層 

http://www.csp.gov.cn 

・侵入探知機製品（磁気スイッチ侵入探知機、振動侵入探知機、室

内用受動式ガラス破壊探知機を含む） 

・盗難防止通報管理器 

・自動車盗難防止警報システム製品 

・盗難防止金庫および小型金庫製品 

北京東方凱姆品質認証センター 

（旧農業機械製品品質認証センタ

ー） 

北京市東三環南路十里河 

http://www.amic.agri.gov.cn 

 

・植物保護機械 背負い式噴霧・粉末散布機 

北京環宇賽福特認証センター（旧

安全ガラス認証センター） 

北京市朝陽区管庄東里建材院 

http://csgc.org.cn 

・安全ガラス 

・磁器質タイル 

北京中化聯合品質認証有限公司

（旧タイヤ製品認証委員会認証セ

ンター＋旧ラテックス製品認証委

員会） 

北京市朝陽区亜運村安慧里四区 16

号楼 410 室 

http://www.cciq.net 

・タイヤ 

・ラテックス製品 

・溶剤型木工塗料 
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公安消防製品合格評定センター 

北京市崇文区永外西革新里甲 108

号 

http://www.cccf.com.cn 

・火災警報機 

・消防用ホース 

・スプリンクラー 

 

自動車認証センター（旧自動車製

品認証センター） 

北京市西城区宣武門西大街乙 97 号

尚座大厦四層 

http://www.cccap.org.cn 

・自動車 

・オートバイ 

・オートバイ用エンジン 

・シートベルト 

北京国建聯信認証センター 

北京市海淀区百万庄三里河路 11 号 

www.cqbm.com.cn 

・磁器質タイル 

・コンクリート凍結防止剤 

方円マーク認証センター 

北京市海淀区西三環北路甲 105 号

科原大厦 B 座 12 層 

www.cqm.com.cn 

・溶剤型木工塗料 

・磁器質タイル 

中国マーク認証センター 

北京市海淀区知春路 4号 

www.cecp.org.cn 

・溶剤型木工塗料 

・磁器質タイル 

原文は CNCA ホ－ムページ http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/04-04/3519.htm 

 

 

試験所 

100 箇所以上の21試験所が CNCA から指定を受け CCC マーク制度の試験を実施している。

多くの場合、認証機関と試験所はそれぞれ独立した組織になっており､各試験所はそれ

ぞれの認証機関との契約に基づき試験を受託している。認証機関の最大手である CQC か

ら安全と EMC において一部製品の試験委託を受けている日本の試験所もあるが、委託範

囲は非常に限定されている。 

 

                                                 
21 試験所: CNCA ホームページ http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/04-04/3520.htm を

参照。 
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2-3) 国際的な枠組みに参加する中国の基準認証関係機関 
 

AQSIQ の傘下にある組織や認証機関は国際的な各種標準化・適合性評価の枠組みに

所属しており、積極的に国際活動に参加している。以下に中国と日本の基準認証関係

機関における、主な国際機関等の参加・加盟状況について示す。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ANF(Asia Network Forum、アジア認証・試験機関フォーラム)：2000 年 10 月、財団法人 日

本品質保証機構（JQA）が提唱し、CCEE（中国）、ETC（台湾）、KTL（韓国）、PSB（シンガポ

ール）の賛同を得て発足した。 
 

・CNAB(China National Accreditation Board for Certifiers、中国認証機構国家認可委員

会)：ＱＭＳ審査登録機関・ＥＭＳ審査登録機関・製品認証機関の認定機関。 
 

・CNAL(China National Accreditation Board for Laboratories、中国試験所国家認可委員

会)：試験所・校正機関・検査機関の認定機関。 
 

・CNCA(Certification and Accreditation Administration of People’s Republic of China、

国家認証認可監督管理委員会)：ＣＣＣマーク制度の監督・管理部門。 
 

・CQC(China Quality Certification Center、中国品質認証センター)：ＣＣＣマーク制度に

おける認証機関の一つ。ＣＣＣマーク制度における任意認証制度を行っている。 
 

・IAF(The International Accreditation Forum、国際認定機関フォーラム)：マネジメントシ

ステム審査登録機関や製品認証機関、要員認証機関を認定する機関の国際的組織。認定機関の

技術的レベルの整合や相互承認協定の締結を目指して活動している国際的組織。 
 

・IAJapan(International Accreditation Japan、製品評価技術基盤機構認定センター)：NITE

（製品評価技術基盤機構）内に設立された認定機関。JCSS・JNLA・MLAP・ASNITE の認定プログ

ラムを運営。 
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・IEC(International Electrotechnical Commission、国際電気標準会議)：電気および電子の

技術分野における標準化のすべての問題および関連事項に関する国際協力を促し、これにより

国際的意思疎通を図ることを目的に創設された国際標準化機関 
 

・IECEE-CB（Scheme of the IECEE for Recognition of Results of Testing to Standards 

for Safety of Electrical Equipment、ＣＢスキーム）：ある国で IEC 規格に基づいて電気機

器の安全試験を行い、その結果を加盟国相互間で認め合う制度。 
 

・ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation、国際試験所認定機関協力機

構)：試験所・検査機関を認定する機関のみで構成される国際組織。試験所の満たすべき要件

（ISO/IEC17025）や試験所認定機関の満たすべき要件（ISO/IEC ガイド 58）の適用のための指

針文書を作成、認定機関間の業務内容の整合化を進めている。 
 

・ISO(International Organization for Standardization、国際標準化機関)：各国の代表的

標準化機関からなる国際標準化機関で、電気および電子技術分野を除く全産業分野（鉱工業、

農業、医薬品等）に関する国際規格の作成を行っている。 
 

・JAB(The Japan Accreditation Board for Conformity Assessment、日本適合性認定協会)：

適合性評価制度にかかわる、審査登録機関、認証機関、試験所等の認定および登録／審査員研

修機関の認定および登録／品質システム審査登録制度にかかわる認定事業を行っている。 
 

・JASC(Japan Accreditation System for Product Certification Bodies of JIS、工業標準

化法に基づく認証機関の登録制度)：JIS マーク制度において、鉱工業品の製造業者や輸出入・

販売業者や加工業者が製品に JIS マークを表示しようとするときには、国が登録をした”登録

認証機関”からの認証を受ける必要がある。 
 

・JCLA(Japan Chemical Laboratory Accreditation、日本化学試験所認定機構)：主に化学関

係および関連する試験所について試験所認定を行う。 
 

・JISC(Japanese Industrial Standards Committee、日本工業標準調査会)：工業標準化法に

基づいて日本工業標準規格の制定・改正等に関する審議等を行う。また、ISO/IEC に対する日

本唯一の会員であり、国際規格の開発に参加している。 
 

・JQA(Japan Quality Assurance Organization、日本品質保証機構)：マネジメントシステム

審査登録や JIS マーク制度における製品認証等を行う認証機関。 
 

・SAC(Standardization Administration of China、中国国家標準化管理委員会)：中国の国家

標準制定機関。ISO/IEC において中国を代表する。 
 

・VLAC(Voluntary EMC Laboratory Accreditation Center、電磁環境試験所認定センター)： VCCI（情

報処理装置等電波障害自主規制協議会）により設立された EMC 分野の試験所認定機関 

 

 

 

2-4) CCC マーク制度の歴史について 
2003 年 8 月（本来 2003 年 5 月にスタートする予定であったが、SARS[重症急性呼吸

器症候群]のために 8 月に延期された）に CCC マークの管理が開始された。CCC マーク

が登場する前は、1989 年に中国標準化法が発布されて以降、22CCEE および CCIB という

                                                 
22 CCEE（China Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment：中国

電工製品適合性認証委員会）、CCIB（China Commodity Inspection Bureau：国家出入境検験検

疫局） 
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2 つの製品安全認証(許可)制度を実施する組織が中国に存在していた。CCEE は輸入製

品・中国製品を問わず、中国で流通・販売される一部の電気製品を対象として当時の

「製品品質認証管理条例」に基づく強制認証制度を実施しており、適合製品には23CCEE

マークを付けていた。   

一方で CCIB は中国国外から中国に製品を輸入する際に求められる当時の「輸出入商

品検査法および輸入商品安全品質許可制度の実施細則」に基づく輸入許可制度を実施

しており、適合製品には CCIB マークを付けていた。（「CCIB マーク」「CCEE マー

ク」は、一般に「旧制度」と称されている。） 

この 2つの制度の存在により、中国国外から中国に電気製品を輸入して中国市場で

販売する場合、CCIB と CCEE の両方の認証(許可)が必要となる製品が存在した。 

CCIB の認証費用については、中国企業と海外企業で大きな差があり、いわゆる二重

価格となっており、内外差別のある費用基準であった。    

CCC マークの登場前は、管理も十分なものでなく､通関あるいは市場で予期せぬ管理

を受け､日本企業にとって対処が難しい規制であった。 

しかし、2001 年 12 月の WTO（世界貿易機関）への正式加盟に伴い中国の認証制度改

革を行った結果として、CCC マークが登場したのである。24 

以下に旧マークについて説明する。 

 

 

 

 

       CCIB マーク 

 CCIB（China Commodity Inspection Bureau：中国輸出入商品検験局）マークは「輸

入製品品質許可制度」に基づく輸入許可マークであった。この制度は 1989 年に制定さ

れ、テレビ・エアコン・自動車・ボイラ・圧力容器などの輸入製品について当時の国

家出入境検験検疫局（SAIQ: The State Administration for Entry-Exit Inspection 

and Quarantine of P.R. of China）による管理が実施されていた。許可書は型式試験

による製品の安全性確認と工場の品質検査に合格した商品に発行されていた。（制度

の名称は「許可制度」であったが、実質は型式試験と工場検査を要求する「認証制

度」に等しいものであった。）CCIB 第一次品目と第二次品目として 100 品目以上が対

象製品となっており、1996 年には CCIB マーク対象製品の一部に、EMC 要求が追加され

た。 

 

 

 

 

       CCEE マーク（長城マーク） 

 CCEE マークは、そのマークのデザインが万里の長城をモチーフにしていることから､

長城マークとも呼ばれ、1992 年に第一次品目が通知された。CCIB マークが輸入品を対

象としており、かつ対象製品には電気製品以外も含まれていたのに対し、CCEE は製造

国を問わず、中国国内販売される電気・電子製品を対象とした強制性製品認証制度で

                                                 
23 CCEE マークは長城マークとも呼ばれていた。 
24 中国認証認可条令第 29 条によれば、製品目録の統一、技術規範の強制要求・規格と適合評

価の手順の統一、認証の統一、申請費用基準の統一の４つの統一について定められている。 

中国で販売される 8 種類の電気製品が対象 

電気製品に限らず自動車、圧力容器、電気製品など

100 種類の輸入商品が対象 
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あった。管理部門は、CCIB マークとは異なる中国国家技術監督局(現在の25中国国家品

質技術監督局/CSBTS が管理し、認証発行は CCEE(China Commission for Conformity 

Certification of Electrical Equipment／中国電工製品認証委員会)が行っていた。 

 CCEE 第一次品目と第二次品目が対象品目として発表されていたが、強制認証が実施

されたのは第一次品目の「溶接機・電動工具・低圧電器類・ケーブル類・冷蔵庫／冷

凍庫・扇風機・ルームエアコン・TV／ラジオ等」であった。第二次品目は 1993 年３月

19 日に旧技術監督局（現在の、品質技術監督局）から通知されたが、その強制実施は

WTO 加盟を目指す時期と重なり､二重規制の拡大を避けるため、国務院は実施を許可し

なかった。 

 

 

二重規制 

 旧制度は、異なる管理部門がそれぞれ

独自に強制性の制度として実施したため、

7種類の電気・電子製品が二つの制度に

おいて重複することになった。 

 その結果、中国国外で製造された 7種

類の電気・電子製品を中国へ輸入・販売

する場合、CCIB マーク（輸入品に対する

安全許可）と CCEE マーク（中国で国内販

売する電気製品の安全認証）の両方のマ

ークが必要となった。これにより、一つの製品に対して二つの強制性の製品安全認証

(許可)が要求されることになり､このことが「CCIB と CCEE の二重規制」として問題と

なった。 

 

 

二重規制への暫定的な対応 

中国は WTO 加盟に際して二重規制への早急な対応が迫られるなか､2001 年 9 月 11 日

付けで国家品質監督検験検疫総局は26文書 国質検認[2001]107 号「テレビなど７種類

製品に対する 2つの認証マークの貼付不要に関する通知」を発行し､輸入製品は CCIB

マークか CCEE マークのいずれか一つのマークだけで輸入を許可することを通知した。 

またこの通知では、CCC マーク制度の管理監督部門である CNCA（中国認証認可管理

委員会）の設立を決定したことも併せて通知した。 

 

CCC マーク制度が開始されるまでの状況・経緯を、中国関係部局の思惑、内外の関係

企業の懸念事項なども併せて、以下に簡単に説明する。 

                                                 
25 中国国家品質技術監督局: CSBTS(China State Bureau of Quality and Technical 

Supervision) 
26 文書 国質検認[2001]107 号「テレビなど７種類製品に対する 2 つの認証マークの貼付不要に

関する通知」の概要：国務院は中国国家認証認可監督管理委員会を設立することを決定した。

同委員会が全国の認証認可業務を統一管理、監督および総合的に調整することとなる。新規定

の発表前に、テレビ、音響類製品、冷蔵庫、エアコン、低圧電器、電気溶接機、電動工具など

７種類の輸入製品に対する二重認証、マークの二重貼付を解決するため、検討した結果、本通

知の発表日より、上記の輸入製品は《輸入製品安全品質許可証書》を有し、CCIB マークを貼付

してあるか、あるいは《電工製品認証合格証書》を有し、CCEE マークを貼付してある場合、輸

入および販売可能と決定した。 中国国家品質監督検験検疫総局 2001 年 9月 11 日 

100 品目以上  
7 品目 

CCEE の強制品目中の 7 品目が

CCIB と重複した。 
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 中国は、市場経済を発展させるために WTO への加盟が必要であり､その障害となる数

多くの課題を解決する必要に迫られていた。その中の大きな課題として、CCIB と CCEE

の二重規制問題を含む､それまで実施してきた中国独自の基準認証制度の見直しであっ

た。 

 

 2001 年の暮れに、中国では当時の朱鎔基総理が中心となり、製品品質認証制度につ

いての研究会などを実施し、それまでに存在していた複数の認証制度を統一する作業

が開始された。 

 新認証制度開始の準備とし

て、まず旧国家技術監督局お

よび旧国家出入境検験検疫局

（SAIQ：輸出入製品の検査・

許可を行う部門）を統合し、

新たに27国家品質監督検験検

疫総局（AQSIQ）を設立した。

新制度においては、国務院か

ら権利を保障された認証・認可ならびに標準化行政を行う二つの委員会が、AQSIQ の

下位組織として設置された。（CCEE の主管部門であった当時の国家技術監督局は、

AQSIQ に吸収される形となった。）この２つの委員会は、28国家認証認可監督管理委員

会（CNCA）および29国家標準化管理委員会(SAC)である。CNCA が CCC マーク制度の監督

管理部門となっている。 

 

同時期、旧制度において問題となっていた、二重規制に対して CCIB マークもしくは

CCEE マークのいずれか一方の認証マークを認める暫定処置を行ったことは、既に説明

したとおりである。 

 

 その後、2001 年 12 月に AQSIQ と CNCA から発行された国家認証認可監督管理委員会

文書 国認証[2001]30 号「強制的製品認証制度実施に関する通知」により、新強制性

製品認証制度（CCC マーク制度）の開始が正式に通知された。新制度開始と同時に旧

制度の廃止が明記された。 

 

 当初発表された CCC マークの規定や通知類では、新制度の開始日が 2003 年 5 月 1 日

とされていたが、AQSIQ が新制度開始直前(開始 1週間前)の 2003 年 4 月 23 日付けの

公告第 38 号の発効をもって、開始日を 2003 年 8 月 1 日に延期した。（この年に猛威

をふるった SARS の影響と言われている。しかし同時に、運用規則類の準備、関係部門

との調整などの遅れもあったのではないかと推測される。） 

 2001 年に制度開始が発表されてから、20 ヶ月の準備期間を経て､新強制性製品認証

制度（CCC マーク制度）の管理が正式に開始されたのである。 

 

 

                                                 
27 国家品質監督検験検疫総局: AQSIQ／State General Administration of the People’s 

Republic of China for Quality Supervision and Inspection and Quarantine 
28  国家認証認可監督管理委員会: CNCA／Certification and Accreditation Administration 

of the People’s Republic of China 
29  国家標準化管理委員会: SAC／Standardization Administration of China 

CSBTS と SAIQ を統合し AQSIQ を新設 

CNCA の設置 SAC の設置 

CCC マーク制度への第一歩 
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CCC マーク制度開始までの経緯 

年 認証制度に関する事項 関連事項 参考事項 
1988 年  ・中国標準化法発布

（1989 年実施） 

 

1989 年 ●「輸入製品品質許可制度」

（CCIB マーク制度）の CCIB 第一次

品目発表 

 

・中国輸出入商品検査法

施行 

 

 

 

 

 

1992 年 ●CCEE マーク制度(長城マーク)が

開始される（CCEE 第一次品目） 

 CCEE マーク制度：CB

制度に加盟 

 

1993 年 ●CCEE マーク制度に第二次品目が

発表されるが強制化はされず 

・中国製品品質法施行 

 

 

 

 

1995 年 ●CCIB マーク制度に第二次品目が

追加される 

  

 

 

1996 年  ・CCIB マーク制度の一部

製品に EMC 要求が追加さ

れる 

 

 

 

2000 年  

 

 

・中国製品品質改訂版施

行 

WTO 加盟準備のため

中国製品品質改訂版 

2001 年 ●二重規制暫定処置「テレビなど

７種類製品に対する 2つの認証マ

ークの貼付不要に関する通知」を

行なう。 

●CNCA 設立決定の通知を行なう。 

●新制度(CCC マーク制度)の開始通

知が出される 

・二重規制への暫定対応

措置がとられる 

WTO 加盟 

 

朱鎔基総理が中心と

なり、製品品質認証

制度についての研究

会を実施 

 

2002 年 ●新制度開始までの間、実施のた

めの規則類が発行される。 

・中国輸出入商品検査法

改訂版施行 

 

 

 

2003 年 ●5月新制度開始が 8月に延期 

●8月：新制度開始および旧制度廃

止 

 国家品質技術監督局

に代わり CNCA が CB

制度に加盟 

 

 

 

新制度は現在、製品安全と EMC(Electromagnetic Compatibility)を適用している。

しかし中国規制関係者の話しによれば、安全・EMC だけではなく、入網許可など他の

行政上の許可・登録・認証制度も含めて CCC マーク制度への統合を目指しているとの

ことである。 

すでに行政規制である入網許可制度などにおいて、CCC マーク制度でのデータの受入

れが行われている。 

 

2-5) 中国の基準認証制度の関連法規について 
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中国製品品質法 

製品品質のレベルの向上等を目指すため、製品品質の監督責任・強制規格への適合

などを義務付け、罰則について規定した法律。 

管理は市場での抜き取り検査により実施することが規定されており、品質に関する

国家規格･部門規格に適合していなければならない。 

市場検査結果は、TV、新聞、インターネットなどで公開されている。インターネッ

ト（ホームページ）における公開では、合格、不合格企業の名前、製品名、定格など

が併記されており、不合格品に対しては不適合項目も公開されている。 

 

中国輸出入商品検査法 

2002 年に改訂版が施行されており、この法律において、輸入製品に対して安全認証

を行うことが規定されている。新しい強制性認証制度（CCC マーク制度）の法的根拠

となる一つの法律である。 

 

中国標準化法 

工業製品、環境保護に関する技術要求と試験検査方法、建設工程、技術用語におけ

る規格の制定に関する法律。 

積極的な国際規格の採用を推奨しており、中国の国家規格の多くが IEC/ISO などの

国際規格への整合がはかられている。 

中国における標準を国家規格、部門規格、地方規格、企業規格の 4 つに分類してお

り、さらに、それぞれを強制規格と推奨規格に分類している。（部門規格：日本の省

庁にあたる中国の部、局で制定した規格を意味する。） 

 

 

2-6) CCC マーク制度の概要と認証プロセスについて 
 

CCC マーク制度の概要 
 

CCC マーク制度の特徴を以下に列記する。 

● 強制性の第三者認証制度である。 

● 中国からの輸出品には要求されない(適用されない)。 

● 中国国内企業および海外企業の区別なく、輸入品、中国国内生産品共に対象。 

● 香港・マカオでの販売製品は、含まれない。 

● 電気電子製品だけでなく、自動車、ラテックス製品、農業機械なども含んでお

り､138 品目以上が対象となっている。 

● 基本的に産業用・家庭用など用途により対象範囲は決められていない。 

● 対象製品に対してのみ認証を実施する（対象製品以外は原則申請受理されな

い）。 

● 製品毎に要求項目が異なる（安全のみ・EMC のみ・安全と EMC 両方が要求され

る製品・消防）。 

● 5 種類のマークがある。 
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● 基本的には国際的なルールに従った認証制度である。 

● 製品カテゴリー毎に認証機関が指定される。 

● 適用技術基準の多くは、IEC 等の国際規格に整合された中国規格が適用される。 

● 一部の認証機関は、CB 加盟機関であり、CB Certificate/Report を受け入れる。 

● 申請製品を構成する安全重要部品は、CB Certificate、CCC 認可品、中国任意

認可品を受け入れる。 

● 通関および市場検査で管理される。 

● 通関での対象確認は、主に30HS コードに基づき判断される。 

● 特殊事情の製品に対し、条件付で CCC 免除が得られる。 

 

 

CCC マーク制度対象品目 
CCC 制度開始当初は 19 種類 132 品目であったが、その後追加されている。CNCA 発行

の公告 2001 年第 33 号 （第一次強制品目）でリストアップされている品目は以下のと

おり。 

① 電線・電気ケーブル（5種）  

② 電気回路スイッチおよび保護用または接続用電気器具（6種） 

③ 低圧電気部品（9 種）   

④ 低パワーモータ（1 種）   

⑤ 電動工具（16 種）   

⑥ 溶接機（15 種） 

⑦ 家庭用およびその他これに類する設備（18 種）   

⑧ 音響映像設備各種（テレビ、ラジオ放送レベルの音響設備およびカーオーディ

オ設備は含まない）（16 種） 

⑨ 情報技術設備（12 種） 

⑩ 照明設備（2種）（電圧が 36V 未満の照明設備は含まない） 

⑪ 電気通信端末設備（9種） 

⑫ 車両および安全付属部品（4 種）   

⑬ タイヤ（3種） 

⑭ 安全ガラス（3種） 

⑮ 農業機械（1種）  

⑯ ラテックス製品（１種）   

⑰ 医療機器製品（7 種） 

⑱ 消防製品（3種） 

⑲ 安全技術防犯設備（１種） 

 

上記、第一次品目発表後に追加となった品目は、以下のとおり。 

● モーター追加品目： 2004 年 1 月の CNCA 2004 年第 1号公告により、2005 年 5 月

1 日より GB14711 が適用される小電力モーターが追加された。 

(補足実施細則⇒ http://www.cnca.gov.cn/extra/col5/1fujian.doc ) 

 

                                                 
30 HS コード: Harmonized Commodity Description and Coding System（国際統一商品分

類） 
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● 装修装飾製品：2005 年 8 月 1 日より溶剤型木工塗料・磁器質タイル・コンクリ

ート凍結防止剤が追加された。 

 

● 安全技術防犯製品： 2005 年 10 月 1 日から侵入探知機の一部品目追加（磁気スイ

ッチ侵入探知機、振動侵入探知機、室内用受動式ガラス破壊探知機）と、盗難防止

警報制御機、自動車盗難防止警報システムと盗難防止金庫等の安全技術防犯製品が

追加された。 

 

● 自動車用部品：2006 年 12 月 1 日から自動車用部品（自動車用照明器具製品（前

照灯、方向指示器；車幅灯／尾灯／制動灯／エンドアウトラインマーカーランプ、

前部霧灯、後部霧灯、後退灯、駐車灯、側方灯と後部番号灯；オートバイ番号灯、

位置灯）；自動車レトロリフレクター、自動車運行記録装置、車体反射標識、自動

車ブレーキホース、自動車バックミラー、自動車クラクション、自動車ガソリンタ

ンク、ドアロックおよびドアヒンジ、内装材料、シートおよびヘッドレスト）が追

加される予定である。 
 

● 無線 LAN 機器：2004 年 6 月 1 日より無線 LAN 機器を CCC マーク制度の強制品目に

追加すると発表されたが、中国独自のセキュリティー要求が含まれていたため、海

外(特に米国)から強い批判が出たため、2004 年 4 月の AQSIA/CNCA 2004 年第 44 号公

告において延期の発表がされた。（CCC マーク制度が要求したセキュリティー技術の

ライセンスは、数社の中国企業が持っているだけであり､CCC マーク制度の要求に適

合させるためには、このライセンスを持っている中国企業からライセンス供与を受

ける必要があり、海外企業にとっては、この CCC マーク制度の要求は、受け入れが

たいものであった。） 

 

 

 

その後、2005 年 12 月 30 日に CCC 管理部門ではない､財政部、国家発展・改革委員

会、情報産業部が、財庫[2005]366 号において 2006 年 2 月１日より、国家機関が購入

2004 年第 44 号 
 2003 年 5 月 12 日に強制国家規格 GB15629.11-2003『情報技術 システム間の長距

離通信と情報交換 LAN および MAN(都市規模ネットワーク) 特定要求 第 11 部：

無線 LAN の媒体アクセス制御(MAC)と物理層(PHY)の規範』と GB15629.1102-2003
『情報技術 システム間の長距離通信と情報交換 LAN および MAN(都市規模ネッ

トワーク) 特定要求 第 11 部：2.4GHｚ周波数帯高速物理層(PHY)の規範』が発布

されました。ここに上記 2 つの無線 LAN 国家規格およびその関連製品の強制認証の

実施について以下のように再公告します。 
一、 2004年6月1日の上記規格の強制実施を延期します。 
二、 国家品質監督検験検疫総局と国家認証認可監督管理委員会は2003年第113号

公告と関連する無線LAN製品の強制認証の強制実施時期を延期します。 
 ここに公告します。 

質検総局    認監委 
標準委 

二〇〇四年四月二十九日
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する無線 LAN 製品に対し、CCC マーク制度の認証を取得しているものを優先的に調

達するという通知を行なった。 

 

● 玩具類：2007 年 6 月 1 日から玩具類（子供用車両類、電気玩具、プラスチック製

玩具、金属性玩具、発射玩具、人形）が追加される予定である。 
 

 

第一次対象品目の詳細な適用範囲 
CCC マーク制度の対象製品は AQSIQ と CNCA の連名による 2001 年第 33 号公告「強制

認証を実施する第一次製品目録」として発表され、その対象範囲をより明確にするた

め、2002 年第 60 号公告「第一次強制認証実施製品目録の製品適用範囲」が発行され

ている。さらに、2002 年第 60 号を補足する形で「通達《＜第一次実施強制性製品認

証の製品目録＞に掲載している一部の製品の詳細な適用範囲》に関する通知」が国認

証 2003 年第 46 号として発表されている。 

 

2002 年第 60 号公告「第一次実施強制性製品認証の製品目録中の適用範囲」 

この資料は CCC マーク制度の対象品目とその品目に該当する31HS コードに CCC の

「認証適用範囲」の説明を加えたものである。 

 

 

 

この 60 号公告のリストは、第一次品目発表以降、追加品目の更新は行なわれていな

い。 

各地域の出入境検験検疫局においては最新の HS コードリストを使い該非判断を行な

っている。 
（聞き取り調査での情報：CCC 該非判断は各地域の出入境検験検疫局において行なわれる。

CNCA、CQC は行なわないとしている。） 

 

                                                 
31  HS（コード）/ （Harmonized Commodity Description and Coding System：国際統一商品分

類）とは、一般に商品コードや関税率コードとも呼ばれるもので、世界的に使用されている国

際貿易商品の分類コードのことである。通常、上位 6桁は世界共通コードであるが、7 桁目以

降（中国では合計 8桁から 10 桁程度）は、各国毎に細分類が設定されており､同一製品であっ

ても国によってコードが異なる場合がある。中国で使われる HS コードはこちらの WEB サイトか

ら検索できる。寧波税関 ⇒ http://ningbo.customs.gov.cn/default.aspx 
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製品内部に使われる、ユニット・部品について 
CNCA の32WEB サイトによれば、「もし完成品が『目録』製品であれば、完成品の中の

『目録』内の部品に対しては単独で CCC 認証を申請しなくても構わない。ただし、こ

れらの部品は必ず完成品と共に試験される。認証期間の短縮や完成品メーカーや輸入

業者の負担を軽減するためには、国家としては『目録』内の部品の単独認証を勧める。

もし完成品が『目録』内の製品ではない場合、その中の部品には認証の申請と試験は

要求されません。しかし『目録』内の部品を単独で輸入・販売する場合は必ず認証が

必要である。」（訳注：目録＝CCC マーク制度の第一次強制対象品目リストである

AQSIQ/CNCA2002 年第 60 号公告の HS コードリストを指す）と、説明されている。 

つまり、製品に組み込まれた部品は、その部品が CCC マーク制度の対象であっても、

部品単独での CCC マーク取得は不要ということである。 
（聞き取り調査での情報：DVD プレーヤーに付属品として添付される場合でも AC アダプター単

独での CCC マーク制度の認証が要求されている。） 

 

 

CCC マーク認証プロセス 

 
認証機関に申請依頼 

例えば、最大手の認証機関である CQC（中国

質量認証センター）の場合ホームページを通じ

て申請を行なう。その他認証機関もほとんどが

ホームページを用意しているので、そこに書か

れた情報を基に申請する。なお、認証機関によ

り取り扱える製品が決まっている。 

 
（聞き取り調査での情報：認証機関で対象外との判

断で申請受付が却下されても、その結果は出入境検

験検疫局では認められない。） 

 

 

サンプル・資料提出 

強制認証の対象と判断された場合には、試験

用サンプルと資料の提出が求められる。電気・

電子製品については、33CB レポートを活用し、

資料提出のみで認められる場合もある。基本的

には試験用サンプルの提出が求められる。提出

資料は CNCA のホームページに公開されている34

                                                 
32  CNCA  Web サイトアドレス: http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/04-07/4389.htm 
33 CB: Certification Body の略。“Scheme of the IECEE for Recognition of Results of 

Testing to Standards for Safety of Electrical Equipment”：「電気機器の安全規格に基づ

く試験結果の認証に関する IECEE スキーム」で、一般に「CB スキーム」と呼ばれ、その制度で

発行される試験レポートを CB レポートとよんでいる。CB 認証機関および CB 試験所一覧リスト

は、巻末資料を参照。 
34 強制認証実施細則の入手先:http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/04-04/3517.htm 

認証機関に申請依頼

認証機関による
対象・非対称の

確認

サンプル・資料提出

型式試験

認証書発行

工場検査済みかどうか

初回工場検査

CCCマーク発行

定期工場審査（毎年） 市場抜き取り検査

対象

申請受付却下
非対称

認証費用精算

認証機関に申請依頼

認証機関による
対象・非対称の

確認

サンプル・資料提出

型式試験

認証書発行

工場検査済みかどうか

初回工場検査

CCCマーク発行

定期工場審査（毎年） 市場抜き取り検査

対象

申請受付却下
非対称

認証費用精算
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強制認証実施細則を参照すればよく、主に分解図、回路図、ブロック図、重要部品、

主要原材料リストなどである。 

 

 

型式試験 

型式試験は35CNCA が指定した試験所で行われる。（例外的に型式試験の一部を日本

の代理店で行うことも可能な場合がある。）試験については、CNCA が公表している実

施細則に基づいて行われ、主に GB 規格・一部部門規格への適合性が試験によって確認

されることになる。 

 

 

初回工場検査 

CCC マーク制度の対象製品を製造する工場は、必ず工場検査を受けていなければなら

ない。日本工場の場合には初回工場検査は必ず中国から検査員が来ることになってい

る。 

初回工場検査の要求事項は、ISO9000 シリーズが基本となっており、品質管理システ

ムに、申請製品の確認要求が加えられている。要求項目は、以下のとおり。 

・  申請製品の同一性確認： 

申請サンプルと生産製品が同じであるかの確認を行う。さらに、安全・EMC 重

要部品の照合と、現場で一部の安全試験立会いを実施する。 

・ 職責および設備・人員 

・ 書類と記録 

・ 購買および受け入れ検査 

・ 生産の工程管理および工程検査 

・ ライン検査と確認検査 

・ 検査や試験に使用する計測機器 

・ 不適合品の管理 

・ 認証製品の同一性 

 ・ 包装、輸送および保存 

 

初回工場検査を早く実施するための「工場検査並行実施依頼（原文：非非 工厂规 审

工工审审 ）」の制度がある。 

 

 

認証書発行 

認証書の発行は、英語あるいは中国語またはその両方で発行される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 CNCA が指定した試験所:  http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/04-04/3519.htm  
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2-7) CCC マーク制度と規格との関係 
CCC マーク制度の

適用規格は実施細則

で規定されており、

国際規格（IEC、

CISPR 等）に整合さ

れた中国国家規格

（GB 規格）が適用さ

れているものが多数

ある。一部製品に対

しては推奨規格や部

門規格などが適用されている。 

中国の国際規格への改定が遅い GB 規格の場合、CB レポートを活用しようとする際に、

現行国際規格と GB 規格で要求事項に相違があることから、CB レポートを使用したと

しても試験を要求されることがある。 

 

また CCC マーク制度の認証の際には、上記技術基準への適合に加え、法的要求とし

て、中国言語によるユーザーへの表記と製造国表記が要求される。 

 
36CCC マーク制度の適用規格が更新された場合、新規格の実施日をもって CCC マーク

制度の適用規格も自動的に変更される。また、実施細則の規格更新は行なわれていな

いため、実際の適用規格とは異なる版（年号）の規格が記載されている場合がある。 

 

CNCA は37国認科聯[2005]18 号《規格改訂時の強制性製品認証関連問題に関する通

知》に基づいて、取得済 CCC 認証書の規格更新について、具体的な運用や更新期限に

ついて発表している。（下記参考和訳） 

                                                 
36  CCC マーク制度が新規格を適用する時期について：国認科聯[2005]18 号《規格改訂時の強制性製品認

証関連問題に関する通知》においては、新規格の実施日を CCC マーク制度での適用日としているが、現状

は CCC マーク制度が適用する時期は CNCA が別途設定し通知している。 
37 国認科聯[2005]18 号《規格改訂時の強制性製品認証関連問題に関する通知》の原文の確認先: 

http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/05-03/8638.htm  

国認科聯[2005]18 号《規格改訂時の強制性製品認証関連問題に関する通知》 

 

強制性製品認証制度の有効な実施を保証し、強制性製品認証の根拠とする規格改訂の転換期にお

ける認証活動を規範するため、目下関連する問題を以下の如く通知する。 

1. 強制性製品認証の根拠となる規格の改訂後、規格の実施日より、改訂後の新版規格によって

認証を実施する。 

2. 新版規格発行後、正式実施前の転換期は、申請者の希望に基づき、旧版規格あるいは新版規

格で認証を実施する。 

3. すでに旧版規格で認証取得した製品に対しては、新版規格が正式実施された後、次回の定期

工場検査の前に、新版規格にて製品の確認作業を完了し、新しい認証証書に交換しなければならな

い。次回の定期工場検査日以後、新しい認証証書を取得していないと、元の認証証書は自動的に失

効する。 

4. 新版規格実施前にすでに工場出荷・市場投入を開始し、かつ再生産しない認証取得済製品

は、新版規格によって改めて確認を行ったり、新しい認証証書に交換する必要はない。 
 

国家規格 
（ＧＢ規格） 

部門（業界）規格 

推奨(任意)規格 

国家規格化 

国家規格 
（ＧＢ規格） 

 

国家規格化 

強制規格 

CCC マーク制度で

適用される規格 
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（聞き取り調査での情報：規定では規格書上の実施日と CCC マーク制度での実施日は同じであ

るが、CCC の実施日は、別途 CNCA から通知される。） 

 

 

2-8) 適合性評価に関するルールについて 
中国の適合性評価に係るルールは、2003 年 9 月に公布（2003 年 11 月 1 日施行）さ

れた38中国認証認可条令に定められている。2001 年末の WTO 加盟以降、中国国内の認

証は中央政府（国家権威の認定機関 CNCA）の厳格な管理体制の下、認証認可の管理を

行い、39海外の第三者機関に対して認証活動を禁止した。また、CCC マーク制度の認証

機関も試験所も CNCA の「指定」方式である。国際ルールである ISO/IEC ガイド 65

（製品認証機関に対する一般要求事項）、ISO/IEC 17025（試験所および校正機関の能

力に関する一般要求事項）への適合性を CCC マーク制度の認証機関・試験所に対して求

められる旨が法令上明示されているわけではない。しかし、少なくとも CCC マーク制度

の指定試験所は運用上 CNAL（中国試験所国家認可委員会）の認定を受けており、中国

の CNAL の認定を受けている試験所については、その認定基準として ISO/IEC 17025 へ

の適合性を要求している。 

 

 

 

 

 

                                                 
38  中国認証認可条令において「認可とは認証機関が、認証機関・試験機関・試験所および審

議・審査等の認証活動に関わる人員の能力や業務資格に対し、承認された合格評定活動を行う

ことを指す」と定義されており、日本語の「認定」にあたる。 
39 第 13 条において「海外の認証機関は、中国国内に代表機関を設立し、承認を経て、工商行

政管理部門に登記手続を行って初めて、従属機関と共に業務範囲に関する普及活動を行うこと

が可能となる。但し、認証活動は行ってはならない。」と規定している。 

新規申請 

新規格発行日 
(規格書に記載) 

新規格実施日 
(規格書に記載) 

新規格実施日以降の 
工場検査日 

新・旧何れの規格でも

受け入れる(申請者の

希望による) 

実施日以降は､新規

格が適用される 

既承認製品の 
新規格への更新 旧規格の認可を認める 

工場検査までに、新規格へ 
の更新を行なうこと 

定期工場検査

以降は新規格

が適用される

こと 
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2-9) CCC マークの種類について 
40CCC マークは、その製品に

応じて、S（Safety：安全規格

のみが適用される製品用のマ

ーク）、EMC（EMC 規格のみが

適用される製品用のマーク）、

S&E（Safety and EMC：安全と

EMC 規格の両方が適用される製

品用のマーク）、F（消防製品

専用のマーク）、I（通信機能

のあるパソコン等の電子機器

に適用されるマーク）の 5種

類がある。 

マークラベルは販売されている。サイズは、60mm、45mm、30mm、15mm、8mm の 5 種類

である。 

なお、CCC マークには製品の認証ごとに番号が付されており、その番号から40CNCA の

ホームページで、販売者名・製造者名・型式番号・製品の名称・認証機関・認証番

号・マークの有効期限などの情報を確認できる仕組みになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCC マークの表示方法には、販売されるラベル以外に､許可を得て印刷する方法もあ

る。この場合､サイズに規定はないが、工場コード番号を付記する必要があった。しか

し、CNCA は 2005 年 10 月 31 日付通知で、CCC マーク表示許可に関する運用変更につい

て発表し、一部製品を除いて、この工場コード番号の付記要求を停止した。 

この件に関して CNCA が北京中強認製品マーク・テクニカルサービスセンター宛に通

知した。（以下参照） 

 
-----------------------------------------------------------------------------------  

北京中強認製品マーク・テクニカルサービスセンター御中： 

強制性製品認証（以下、CCC 認証と略す）マークの更なる管理業務向上のため、CCC 認証を取

得した企業（以下、企業と略す）が自社で印刷・プレスする CCC マークの使用と審査許可を統

一かつ規範化し、CNCA は企業の自社印刷・プレスについて CCC マーク審査許可の変更概要を以

下の通り定める。遵守して実施して下さい。  

 

一、CCC マーク印刷・プレス許可書に関する変更  

                                                 
40 CCC マーク検索: http://219.238.178.22:9080/net/SearchIndex.jsp 

サイズ 枚数/袋 枚数/シート 値段/枚 値段/袋 値段/シート

8mm 5000枚 100枚 0.06元 300元 6元

15mm 4500枚 90枚 0.12元 540元 10.8元

30mm 1500枚 30枚 0.20元 300元 6元

45mm 450枚 9枚 0.30元 135元 2.7元

60mm 450枚 9枚 0.40元 180元 3.6元

通信機能つき製品消防機器用 

安全規格のみ適用 

CCCマークの種類 

EMC規格のみ適用 安全とEMC規格適用 
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（一）CCC 工場コード情報に関する変更 

 1． 2005 年 11 月１日より、安全ガラス・タイヤ・自動車部品・オートバイ部品・電線ケ

ーブル等 5 品目製品以外の CCC 認証製品目録上の製品で、認可企業が CCC 認証マークの自社印

刷・プレスを申請し、貴センターCCC 認証マーク印刷・プレス許可書（以下、許可書と略す）

を審査の上許可する場合は、CCC 認可工場コード番号の情報を付け加える必要はない。 

   上述の安全ガラス・タイヤ・自動車部品・オートバイ部品・電線ケーブル製品について

は、貴センターが認可製品と、取得した認可証、証書発行機関の 3者適合の原則に基づき、CCC

認可工場のコード番号情報について厳格に審査を行い、許可書に明記する。 

 

 2． CCC 認証業務の持続性のため、当決定通達日以前に貴センターが既に審査・許可した

CCC 認可工場のコード番号情報を含む許可書については、2006 年の更新期日まで継続して使用

ができる。更新の場合、当決定要求に基づき、統一した交換を行うが、他に超過費用は受け取

らない。 

 

 3． 許可書の工場コード番号情報は、指定された認証機関と貴センターだけの工場の識別

情報とし、行政執行には依存しない。  

 

（二）許可書の関連情報に関する変更  

   許可書の管理を更に改善するため、2005 年 11 月 1日から CCC 認証マーク印刷・プレス

許可証に、「製造商」を追加し、その情報は取得した認証書と一致していなければならない。  

 

二、印刷・プレスする CCC 認証マークの使用方法に関する統一  

 

  取得企業の便宜を図るため、2005 年 11 月 1 日より、CCC 認証目録上の製品の CCC 認証マ

ークの印刷・プレスの使用方法は、公布されている＜強制性製品認証マークの管理方法＞

（2001 年 CNCA 第 1 号公告）の規定に基づき、厳しく実施しなければならない。消防類 CCC 認

証製品の印刷・プレスマークの使用方法は、公布された＜消防製品類の強制性認証実施規則＞

（CNCA-09C-044（火災警報）、CNCA-09C-045(消防用ホース)、CNCA-09C-046（消火器））の関

連規定に従うこと。 

 

2005 年 10 月 15 日 

-----------------------------------------------------------------------------------  

 

（聞き取り調査での情報：上記通知で「2005 年 11 月１日より、安全ガラス・タイ

ヤ・自動車部品・オートバイ部品・電線ケーブル等 5 品目製品以外の CCC 認証製品目

録上の製品で、・・・・・・・CCC 認可工場コード番号の情報を付け加える必要はな

い。」と規定されている。CNCA においては、工場番号を付記することは不可としてい

るのに対して CQC では工場検査の表示は自由としている。） 

 

 

 

2-10) CCC マーク制度の認証に要する期間について 
CNCA は、申請書提出から認証取得までのプロセスは工場検査を含めて 3ヶ月で終了

するとしているが、実際には､申請開始から認証書取得までの期間は、およそ下図のよ

うになる。 
ただし、これは一般的な例であり、以下のような理由でさらに期間を要する場合が

ある。 
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• 申請資料の不足や、型式試験で不適合が発生 
• 初回工場検査のために中国から検査員を招聘するための時間 

• 型式試験用サンプルを中国へ送る際、通関がスムースに進まず 

• その他 

 

 

 

2-11) CCC マーク制度の認証費用について 
認証費用は、 CNCA のホームページに公表されているが、既に工場検査済で型式試験

のみが必要となる場合の認証費用は諸外国の認証費用に比べて特段高いものではない。

電気・電子製品についていえば、我が国で CCC マークを取得する場合、自己適合宣言

をベースとする CE マーキングは別として、UL マーク、S マーク、GS マークの認証費

用に比べても、同じぐらいか、もしくは安いぐらいである。 

初回工場検査の費用については、日－中の通訳などが必要なことから認証プロセス

の中で最もコストがかかるものとなっている。 なお、自動車の認証については、道

路運送車両法に基づいて国土交通省所管の独立行政法人が実施している型式試験の費

用が 40 万円と非常に安価なのに対して、CCC マーク制度の場合にはフルテストを実施

した場合、500 万円程度かかる。 

 

2005 年 9 月現在、CCC 認証費用の規準となっているのは、2004 年 11 月に CNCA から

発表された 41「国家発展改革委員会 強制的製品認証費用徴収基準の再査定に関する通

知（発改価格[2004]2392 号）」である。 

この通知は主に申請や認証に関わる費用について規定しており、試験費用について

は、CNCA の「強制性製品認証試験費徴収基準」で別途規定されている。 

以下は 1 申請ユニットあたりの費用である。同時に申請する場合でもモデルにより

申請ユニットを分ける必要がある場合や、申請工場が複数になる場合などは、それぞ

れの工場に対して申請が必要である。 

 

1) 申請費 

 600 元（1 申請単位あたり） 

 ただし、変更申請の場合、以下の条件を満たせば申請費は不要になる。 

                                                 
41  認証費用情報: http://www.cnca.gov.cn/extra/col/1101706457.doc  

認証書 

発行 

工場 

検査 

工場検査パスポート・

査証（ビザ）準備等 

型式 

試験 

申請受理 

サンプル送付 
工場が未登録 

の場合 

2週間           4週間           6～12週間              2週間       2～4週間 

認証書 

発行 

型式 

試験 

申請受理 

サンプル送付 
工場が登録 

済みの場合 

2週間          4週間        2～4週間

計4～6ヶ月 

計1.5～2.5ヶ月 
参考： 工場検査並行実施依

頼（原文：非非 工厂规 审审审

工工）により型式試験完了前

に工場検査処理の開始依頼が

出来る。 
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 ① 企業の名称または住所地名を変更する場合（企業が移転する場合、組織、制度

を変更する場合は含まない） 

 ② 認証申請者を変更する場合 

 ③ 商標を変更する場合 

 ④ 規定の製品単位内および同一設計型号に基づいて製品の販売型号および製品商

標等を拡大する場合  

 

2) 資料翻訳費 

 1,000 元（申請資料が中国語でない場合） 

 

3) 型式試験費用 

 製品によって異なる。標準試験費用のリストが CNCA より公開されており、あ

る程度予測することができる。強制性製品認証試験費徴収基準→

http://www.cnca.gov.cn/extra/ccc/jc.doc 

しかし、このリストは、申請製品に要求される試験費用であり、その製品を構成

する安全重要部品の試験費用は記載されていない。したがって、申請製品が CB 証

明書を取得していない場合や、安全重要部品が CB/CCC/中国任意認証などを取得

していない場合は、個々の部品に対する試験費用が加算される。 

部品型スイッチング電源の試験費用はおおよそ以下のようになる。 

 CB レポートを使う場合    ：約$1,500 

 CB レポートを使わない場合：約$3,000 

 

4) 初回工場検査費用 

工場検査員人件費： 1 人・1日あたり 3,000 元 

これは人件費のみであり、検査員のフライト費用・宿泊費・国内交通費などは

含まれていない。 

一般的に一工場あたりの検査期間は、検査員 2～3 名で 2 日間程度である。 

 

5) 認証・登録費用 

 800 元（1 認証単位あたり） 

 

6) 定期工場検査費用 

 初回工場検査費の 25％を超えない実費を徴収する。 

 （具体的な金額は公表されていないが、およそ 10～15 万円程度＋旅費交通費と思

われる） 

 

7) 年間費用 

 申請者 1 社あたりの取得認証書枚数によって金額が決められている。以下 CQC の

場合の費用である。 

 

 20 枚以下     ：1 証書あたり 200 元 

 21 枚以上 50 枚以下：1証書あたり 150 元 

  51 枚以上     ：1 証書あたり 100 元 
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2-12) 中国・日本・欧米の適合性評価制度の比較 
 

電気製品：次頁の一覧表を参照のこと。 

 

自動車関連：下記一覧表を参照のこと。 

 

自動車関連の中国・日本・欧米の適合性評価制度（下表参照）
中国 日本 欧州 欧州 米国

認証マーク

各米国基準

（FMVSS安全基準）

自己認証制度：　左記政

府認証マークとは異なる

主管部門 CNCA 国土交通省 締約国・統治官庁 欧州委員会

米運輸省

(US Department of

Transportation )

根拠法律
国家標準化法

中国製品品質法等

道路運送車両法

（’５８年ジュネーブ

協定）

'５８年ジュネーブ協

定（国連の相互承認

協定）

ECE規則（ECE

Regulation）

欧州指令

(EC Directive)

FEDERAL

MOTOR VEHICLE

SAFETY STANDARDS

AND REGULATIONS

認証に用いる規格・

技術基準等

GB規格・中国業界規

格など

保安基準、装置型式

指定基準(ECE

Regulation)

(ECE Regulation) (EC Directive)

FMVSS

http://www.nhtsa.dot.go

v/cars/rules/import/FM

VSS/

日本の場合、ＥＣＥ規則に基づく「Ｅマーク」以外に、「自マーク」が一部存在する。 米国の基準（FMVSS　No.213）適合マーク

但し、ＥＣＥ規則の採用により「Ｅマーク」へと切り替わる。

43 1

締約国の違いにより、シンボ

ル番号が異なる（日本：４３）

自動車関連の中国・日本・欧米の適合性評価制度の比較
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国 中国 日本 EU ロシア USA 

 

 

 

認証 

マーク 

 

 

(CCC マーク) 

 

 

 

 

 

上記を含めて 5種類

がある 

 

任意認証マークの例 

(上記は CQC が 

発行する任意認証 

マーク) 

（PSE マーク）

 
特定電気用品 

 
特定電気用品 

以外の電気用品 

（S マーク） 

 

 

（JIS マーク） 

 

 

（CE マーク） 

 

 （UL マーク） 

 

 

 

認証機関が 

UL の場合のマーク 

強制／ 

任意 

 

強制性 

 

任意性 

 

強制性 

 

任意性 

 

任意性 

 

強制性 

 

強制性 

 

任意性 

主管部門 CNCA CQC 経済産業省 JET, JQA, ULApex 経済産業省等 欧州委員会 製品認証法  

 

根拠法律 

国家標準化法、 

中国製品品質法 

中国輸出入商品検査

法等 

 

国家標準化法、 

中国製品品質法等 

 

 

電気用品安全法 

 

 

なし 

 

 

工業標準化法 

 

 

EC 低電圧指令など 

 

 

製品認証法 

 

 

地方自治体・州法等 

 

対象品目 

 

電気製品、自動車、

ラテックス製品等

138 品目以上 

 
 

主に電気製品(指定

品目は無い) 

 

 

指定品目 

 
 

電気製品 

全般 

 

 

工業製品全般 

低電圧指令の場

合：50Vac～

1000Vac 又は

75Vdc～1500Vdc で

動作する電気製品 

 

 

電気製品全般 

 

 

工業製品全般 

 

 

認証形態 

 

 

認証機関による 

型式試験＋工場検査 

 

 

任意認証機関による 

型式試験＋工場検査 

●国内登録(外国登録) 

検査機関による 

型式区分毎試験＋工場

検査 

● 自己適合宣言 

(特定電気用品以外の電

気用品) 

 

 

認証機関による 

型式試験＋工場検査 

 

 

登録認証機関による 

工場検査＋製品試験 

 

 

低電圧指令の場合 

自己適合宣言 

 

 

指定認証機関による 

型式試験＋工場検査 

 

 

認証機関による 

型式試験＋工場検査 

認証に用いる規

格・技術基準等 
 

主に GB 規格、部門

規格等 

 

主に GB 規格、 

部門規格等 

電安法 技術基準 

(省令 1 項と省令 2 項の 

2 種類がある) 

電気用品安全法技術

基準、IEC 規格など

国内外の安全規格 

 

 

JIS 規格 

 

EN 規格 

 

GOST 規格 

 

UL 規格等 

 

その他 

 

EMC 要求含む 

任意認証データおよ

び工場検査レポート

は、CCC 制度におい

て受け入れられる 

 

EMC 要求含む 

 

 

EMC 要求含む 

  

EMC 指令該当製品

は EMC 要求含む。 

 

 

EMC および衛生要求

含む 

 

UL 以外に、CSA,TUV

などが認証機関とし

て認められている 

 

 

電気製品の中国・日本・欧米の適合性評価制度の比較 
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2-13) CCC マーク制度に関連する法令・公告について 
 

中国標準化法   1989 年 4 月 1 日施行 
中国製品品質法と並び、中国の基準認証制度の基本となる法律で、CCCマーク制度の

根拠法の一つである。 

工業製品、環境保護に関する技術要求と試験検査方法、建設工程、技術用語における規

格の制定に関する法律。工業製品の品種、規格、品質等級または安全性、衛生面に関する

技術要求に対して、規格を制定しなければならないことを規定しており、積極的に国際規

格を取り入れることを奨励している。また、強制規格に合致しない製品は生産、販売、輸

入を禁止することおよび、企業は国家規格または部門規格のある製品に対して、国務院標

準化行政主管部門または国務院標準化行政主管部門が権限を委託した部門に製品品質の認

証を申請できることを規定している。 

 

 

中国標準化法実施条令   1990 年 4 月 6 日施行 
中国標準化法の具体的な実施要件を規定しており､認証機関を設立し、製品品質の認

証業務を行なう事の規定も含まれている。 

 

 

中国製品品質認証管理条例   1991 年 5 月 7 日施行 

企業は国家標準規格または業界標準規格のある製品に対して、国務院標準化行政主

管部門の設立した、または国務院標準化行政主管部門が権限を委託した部門が設立し

た業界認証委員会に認証を申請することができるとしている。また、第一条において

は、国際品質認証の合作を発展させるために、この条例を制定することがうたわれて

いる。 

 

 

中国製品品質法   1993 年 9 月 1 日施行／2000 年 7 月 8 日改定 
上記の中国標準化法と並び、中国の基準認証制度の基本となる重要な法律であり、

CCCマーク制度の根拠法の一つである。 

強制規格への適合要求、中国語表示要求、市場検査による管理などが規定されてい

る。旧基準認証制度から新しいCCCマーク制度への整合させるため､2000年7月8日に大

幅な改定が行なわれた。 

 

 

強制的製品認証制度実施に関する通知  国家認証認可監督管理委員会文書  国

認証[2001]30 号  2001 年 12 月 3 日発行 
新制度の実施と旧制度の廃止および新制度移行時における新旧マークの管理方法に

ついての通知である。 

 

 

第一次強制的製品認証を実施する製品目録 2001 年 12 月 3 日公布

（AQSIQ_CNCA2001 年第 33 号公告） 



 46

CCC マークが対象となる 19 種類 132 品目のリストである。CCC の第一次品目リスト

として知られている。 

 

 

強制的製品認証制度の実施管理規定  中国国家認証認可監督管理委員会公告

2001 年第 2号   2001 年 12 月 12 日施行 
2001 年 12 月 3 日発行の「強制的製品認証制度実施に関する通知  国家認証認可監督

管理委員会文書 国認証[2001]30 号」とまったく同一内容である。先に出された 30 号

は施行される新制度への移行に関する諸問題についての通知であり、この 2 号公告で

は、規定としての公告となっている。 

 

 

輸入許可制度民用製品入境検査管理規則   2002 年 1 月 1 日施行 
中国輸出入商品検査法およびその実施条例と関連法律法規の規定に基づき制定され

ている。入境検査において、検験検疫機構が必要な証明書類を取得しているかどうか

を検査し、一定の割合で製品を抜取り、マークの検査や、輸入品許可制度で規定され

た技術要求に基づく検査を行うことを規定している。 

 

 

製品品質国家監督抜き取り検査管理方法   2002 年 3 月 1 日施行 
≪製品品質法≫、≪標準化法≫、≪計量法≫等の規定に基づき、制定されたもので

ある。省クラス品質技術監督部門と製品品質検査機構が、サンプル抜き取り検査を実

施し、公表することが規定されており、抜き取り検査は、定期的に実施する国家監督

抜き取り検査と不定期に実施する国家監督特別項目抜き取り検査の 2種類の方法があ

ることを規定している。サンプルの抜き取り方法､費用など、詳細な抜き取り検査方法

が規定されている。 

 

 

中国輸出入商品検査法   1989 年 8 月 1 日施行／2002 年 4 月 28 日改定 
WTO 加盟ならびに新制度開始にあわせ 2002 年 4 月 28 日に改定された。出入境検験検

疫局が実施する管理の根拠となる法律である。免除許可の根拠法でもある。 

 

 

強制的製品認証管理規定  中国国家品質監督検験検疫総局令 第5号   2002年5

月1日施行 
国務院から与えられた権限により、国家認証認可監督管理委員会は全国の認証認可

業務を管理すること、『目録』に含まれる製品は全て、指定認証機関が発行する認証

証書を取得、認証マークを表示した後、出荷販売、輸入許可されること等が規定され

ている。認証形式､実施規則内容など認証実施に関する基本的事項が規定されている。 
 

 

強制的製品認証マーク管理規則  中国国家認証認可監督管理委員会公告 2001

年第 1号   2002 年 5 月 1 日施行 
CCC マークのデザイン､寸法､使用方法､管理方法などの規則を規定している。 
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《〈第一次強制性認証を実施する製品目録（HS コード）〉における適用範囲お

よび対応する HS コード（試行）》の印刷配布に関する通知   2002 年 5 月 23

日発行 
強制認証の適用範囲を適用範囲と対応する HS コードで表した品目リストを発行した。

「HS コードは素早く判断するための補助的道具であり、HS コードと適用範囲に矛盾が

ある場合は、適用範囲を基準とする。」としている。第一次強制的製品認証を実施す

る製品目録 2001 年 12 月 3 日公布（CCC マーク制度の第一次品目リスト）を補完する

対象品目リストである。現時点で､もっとも CCC マーク制度の対象品目を詳細に表した

リストである。 

（注記：各地域の出入境検験検疫局においては最新の HS コードリストを使ってい

る。） 

 

中国認証認可条令   2003 年 11 月 1 日施行 
適合性評価に係るルール、認証機関、評価機関の要件、法律責任など中国における認

証活動の基本となる条例である。当条令において「認可とは認証機関が、認証機関・

試験所・試験所および審議・審査等の認証活動に関わる人員の能力や業務資格に対し、

承認された合格評定活動を行うことを指す」と定義されており、日本語の「認定」に

あたる。 

 

 

国家認証認可監督管理委員会 2004 年第 6号公告  2004 年 2 月 23 日発行   
CNCA は自動車の認証において、既に強制認証の任務を受けた指定認証機関が任意認

証を発行している自動車部品は、試験を行なわず『自動車部品任意認証実施規則』に

基づき認証を行なうことの通知。 

 

 

中国輸出入商品検査法実施条例   2005 年 12 月 1 日施行 
2002 年 4 月 28 日改定された中国輸出入商品検査法の実施に際する詳細な規定である。

1992 年 10 月 23 日に当時の国家輸出入商品検査局が発布した｢中国輸出入商品検査法

実施条例｣に代わるものである。 

 

 

強制性製品認証マークの印刷とプレスに関する通知（CNCA が北京中強認製品マ

ーク・テクニカルサービスセンター宛の通知）CNCA 2005 年 10 月 31 日付通知 
2005年11月1日より、安全ガラス・タイヤ・自動車部品・オートバイ部品・電線ケー

ブル等の5品目以外のCCCマーク制度の強制品目について、CCCマーク印刷・プレス許可

書には、工場コード番号表示要求を停止する通知である。 

 

CCC 規制に直接は関係しないが参考となる法令､公告は、以下のとおり。 

 

中国消費者権益保護法   1994 年 1 月 1 日施行 
消費者の権益を保護するための法律で､製造者への品質責任などを規定しており、日

本企業に対しても、この法律と製品品質法を根拠に訴訟等が起こっている。 
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3. CCC マーク制度のポイント 
 

CCC マーク制度が開始されてから 5年以上が経過し､申請方法、規則情報は大方の関

係企業において入手され、CCC マークの理解は深まっているが、運用面においては、

ポイントとなる点も多い。以下に項目別にポイントを整理した。 

 

手続に要する時間 

CNCA は、申請書提出から認証取得までのプロセスは工場検査を含めて 3ヶ月で終了

するとしているが、実際には、3 ヶ月を超える期間を要することもある。 

 

サンプルおよびサンプル通関 

試験用サンプルを中国通関させるためには、認証機関が指定した特定の貿易会社を

経由しなければならない。一般の貿易会社を通すと、CCC マークがないため通関出来

ない場合がある。 

 

試験所から申請者へのサンプル返却に長時間を要しているケースや、申請者の意思

に反して廃棄されてしまうことがある。 

 

CCC 免除許可 

サービスパーツなどの免除範囲、免除申請のフォーマットや必要な提出資料につい

て、各地方により異なる。 

 

初回定期工場検査 

日本に所在する工場の初回工場検査実施までに長時間を要する。また、ビザ申請に

必要な招聘状においては、1社が代表して招聘保証者とならなければならない。 

外務省が発行するビザ(査証)は、2週間の短期ビザしか下りないため、長期にわたっ

てまとめて工場検査を行うことができない。また、日本の検査機関による代行検査を

認めていない。 

申請過程において、型式試験の完了後でないと初回工場検査手続きが開始されない。 

（参考：「工場検査並行実施依頼（原文：非非 非 非非厂规 规规规 ）」を提出することに

より早期工場検査実施の依頼が可能である。） 

 

CCC マーク表示・CCC ラベル購入 

企業自身により CCC マークを印刷・刻印するには、別途の申請を必要とする。更に､

この CCC マークの印刷の有効期間が 1年で毎年更新が必要である。 

 

販売されるCCCラベルは、購入できる販売枚数単位が決まっている。例えば､8mmサイ

ズラベルの場合は、100枚か5,000枚単位での販売となっている。 

 

該非判断 

CCCマーク制度管理部門であるCNCAと通関でのCCCマーク制度の対象製品の該当・非

該当の判断が異なることがある。また、各地域の出入境検験検疫局で処理方法、判断

基準が異なる。 
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その他 

既認証製品の新規格への適合義務に関して、新規格実施日後に行われる定期工場検

査までに新規格に基づく認証書に更新しなければならないことが規定されている。 

 

全ての認証手続きが完了しても、認証機関側で入金が確認されるまで認証が発行さ

れない。 

 

医療機器などにおける二重規制（医療機器登録と CCC マーク制度） 

X 線装置／心電計／透析装置／ペースメーカーなどは、医療機器登録（SFDA）でも

CCC マーク制度においても対象製品となっている。 

入網許可制度における、電話､モデムなども同様である。 

 

CCC マーク制度での認証製品は、中国の任意認証部品を追加試験なく受け入れている。 
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4. 聞き取り調査内容について 
 

4-1) 調査概要 
聞き取り調査は、以下方針に基づき実施した。 

• 問題／課題に対する状況とその対処方法ならびに要望を確認する。また、CCC

マーク制度に対する意見などを確認する。 

• 中国規制の問題／課題だけに注視せず、日本企業にとって中国評価機関の有用

性・有効利用という見地からも聞き取りを行なう。 

 

現地(北京および上海)日本企業への聞き取り調査に際しては､まず最初に会社規模、

取り扱い製品などの基本情報を確認した後、前項の「中国の基準認証制度のポイン

ト」で列記した内容について調査をした。なお､適時追加確認を行なった。 

各企業共に､予定時間を超える調査にもかかわらず、積極的にご協力いただくことが

できた。 

また､規制関連機関に対しては、事前に確認事項を送り、これにより各機関共に協力

的に回答を準備いただいた。 

 

 

4-2) 中国現地日本企業への聞き取り調査内容 
あらかじめ､予定していた調査内容／聞き取り内容は以下のとおり。適時､調査団判

断で､追加確認／質問を行なった。 

 

1）訪問先企業についての背景情報 

   場所(住所)： 

   設立年：   

   規模 ・資本金：   ・床面積：   ・従業員数：   

   独資等の区別：   

   従業員の中国人比率（または日本人の数） 

   主な取り扱い製品  輸入：  輸出：   

   生産販売： 

 

2) 聞き取り調査内容の基礎情報 

   今回の回答の対象としている製品種別：   

   輸出・輸入の別 

   製品の CCC マーク制度の適用規格： 

   申請している CCC マーク制度の認証機関名： 

  通関手続きについて、通関の場所、対応機関など 

 

3）言語（翻訳・通訳） 

   中国語－日本語の翻訳・通訳の状況の確認 

   言語におけるトラブル事例確認 

   工場検査における通訳。言語に関するトラブルの事例確認 

 

4）申請、規制情報 
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   申請におけるトラブルの事例確認 

   各種情報の収集方法の確認したい 

   規制、対応方法への疑問、不明点などへの対処方法についての確認 

 

5）認証取得に要する期間 

   初回工場検査ありの場合の期間 

   初回工場検査なしの場合の期間 

   認証処理において長時間を要している事項の確認 

 

6）要求されるサンプルに関して 

   要求されるサンプルの数量、種類について確認 

   要求される EMC 用サンプル台数の確認 

   サンプル返却の現状の確認 

 

7）サービスパーツに関して 

   CCC マーク制度に該当する有償サービスパーツを日本から輸入する際に通関上の問

題事例とその対処方法についての確認 

   免除申請での問題事例の確認 

 

8）工場検査 

   初回工場検査に関する問題事例の確認 

   定期工場検査に関する問題事例の確認 

 

9）技術的なトラブルについて 

   トラブルの事例と解決の処理方法の確認 

   適用規格の確認 

   敵否判定の確認 

   表示要求の確認 

   その他何かコメントあれば確認 

 

10）技術基準について 

電気関連企業の場合 

 CCC マーク制度の基準について、意見・コメントがあれば確認する。 

 GB 規格について（利便性、英文化の必要性、IEC 規格との整合性、CB 制

度にかかる問題について） 

 日本の基準(省令第 1 項)についての意見（CCC マーク制度で適用される基

準との相違点） 

 日本での基準が無く、中国では基準がある製品(プリンターなど)につい

て確認。 

補足説明 

 CCC マーク制度で適用される基準：多くは国家規格か部門規格である。国

家規格（GB 規格）は、IEC など国際的な基準に整合されたものも多い。 

 日本での技術基準 ：電気用品の技術基準を定める省令において定められ

ており、その省令には第一項と第二項がある。省令第一項の基準は、電

気用品取締法の時代から使用されている日本独自の基準である。第 2項
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は、IEC あるいは他の国際規格に整合された基準となっており、この基準

は、申請者が選択できることになっている。 

 

   自動車関連企業の場合 

   CCC マーク制度の基準について、意見・コメントあれば確認する。 

• 中国 GB 規格について（利便性、英文化の必要性、国際規格との整合性に

関連する問題について） 

• 日本の基準についての意見をお聞きする（CCC マーク制度で適用される基

準との相違点）   

   補足説明 

 CCC マーク制度で適用される基準：EU 基準に整合された中国規格（GB 規

格）であるが、中には古い版の EU が適用されている。 

 日本での技術基準 ：多くが EU 技術基準に沿ったものになっている。 

 

11) CCC マーク制度の申請処理上のトラブルの事例とその対処方法についての確認。

（例えば、必要以上のサンプルや資料の要求／ CB の取り扱い ／ サンプル返送／ 費

用支払い／ 納期など）  

 

12) 通関／市場検査でのトラブルの具体事例および対処方法の確認 

 

13) 改善要望事項の確認 

 

14) その他意見があればお伺いする 

 

 

4-3) CNCA（中国認証認可監督管理委員会）への聞き取り調査内容 
 

1) CNCA の背景情報 

   場所： 

   床面積：（状況により質問するかどうか判断する） 

   総人数：（同上） 

2) 無線 LAN 機器について 

 政府調達品だけが CCC マーク制度の対象と理解しているが正しいか？ 

 2 月 1 日からは CCC マーク制度の認証が無いものは政府機関による調達から排

除されるとの認識で正しいか？ 

3) 改定された適用規格の、CCC マーク制度の認証製品への適用・再評価要求の確認 

 必ず再申請・再評価が必要になるのか？（適用規格の改定に伴って、工場検査

時に期限切れといわれ、急に書き換えが必要となることがある。） 

 再申請・再評価の完了期限は、どのように決められているか？ 

 再申請・再評価が必要なことを、CCC マーク制度の認証を取得しているメーカ

ー （特に海外メーカー）に対しては、どのように周知徹底されるか？ 

4) 中国からの輸出製品と CCC マーク制度の関連を確認（輸出品にも CCC マークを要求

するのか？） 

 CCC マーク制度が有効とならない地域（中国以外の海外）では、CCC マークは

単なるデザインと解釈しているが間違っているか？ 
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インドネシア、フィリピンなどへの初回工場検査は、代行機関が行なうケース

があるようだが、米国、ヨーロッパの工場に対しては、代行機関による初回工

場検査を行なっているか？ 

 初回工場検査を海外の機関に委託する国は決まっているか？それはどのような

基準で決められているか？ 

 初回工場検査の日本の機関への検査委託の方針を確認したい。 

5) CNCA から関連機関への情報、通知の徹底方法の確認（関連機関で運用方法などが

異なることがある） 

6) CNCA と出入境検験検疫局、通関における該非確認の方法・基準の確認 

7) 企業における、CCC マーク制度の対象品目への該非を事前に正確に確認 する方法

の確認（上海商験局によると、輸入契約されたものについては該非判断をしてもら

えるようであるが、契約が成立してから認証が必要と分かった場合、納期に間に合

わなくなってしまうため、契約に支障がある。） 

8) スペアパーツの免除条件の確認（スペアパーツが通関を許可されないケースが多

い。） 

9) スペアパーツの免除申請手順および必要書類について確認 

10)  初回工場検査、定期工場検査のプライスリスト入手（宿泊費、食事費、検査費用、

フライトフィー、交通費など） 

11)  CCC マーク制度の申請費用のプライスリスト入手 

12)  CCC マーク制度の認証維持費用のリスト入手 

13)  第三者評価機関、認証機関データの受け入れ状況の確認 

 CCC マーク制度における相互データ受け入れを行なっている機関の確認 

 日本の機関との 2社間契約の可能性についての確認 

14)  CNAL 認定を受けている海外機関があるが、その機関と CCC マーク制度の関連を確

認したい。CNAL 認定試験所データ受け入れ可能性の確認 

15)  CCC マーク制度の認証のための試験サンプルも通関で CCC マーク制度の認証の要

求は行なわれるのか？ その要求を避けるための方法の確認 

16)  通関で認証製品であるか否かを確認する方法（全国共通の DB などが存在するの

か？ モデル名で確認するのか？） 

17)  改定された GB 規格の CCC マーク制度の適用開始時期の確認。GB 規格表紙上の実

施開始日と CCC マーク制度の適用開始日は同じであるか？ 

18)  医療機器登録制度、微弱電波機器登録制度等、行政上の登録制度と CCC マーク制

度との関連の確認 

19)  CQC の任意認証制度の法的位置付けの確認 

20) 市場における CCC マークの管理方法の確認 

21)  生産中止となった CCC 認証書の処置方法の確認。 中国での販売完了するまで維持

する必要があるか？ 

22)  マーク表示上の工場 ID 管理廃止の背景確認 

23)  マーク表示許可要求の背景確認（なぜ許可制度を実施しているか？） 

24)  CCC マーク制度の認証ラベル購入にあたり、最小販売単位に関する確認（少量生

産品の場合、余ってしまう） 

 8mm サイズラベル    5000 枚単位での販売 

 60mm サイズラベル   450 枚単位での販売 

25)  CCC マーク制度の対象品目の設定基準の確認（どのような基準で CCC マーク制度

への適用を決めるのか？） 

26)  今後、予定している CCC マーク制度の対象品目を確認したい。 
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27)  追加品目の公表から管理開始までの期間についての確認（初回工場検査を含める

と 6ヶ月程度の期間では取得できない場合がある。） 

28)  明らかに CCC マーク制度の非該当製品に関する通関上のトラブルの対処策の確認

（出入境検験検疫局、通関で 60 号通知の認証対象範囲を考慮しているか？） 

29)  毎年更新される HS コードに対する、CCC マーク制度の適用範囲リストの更新に関

する確認（60 号通知が更新されていない。） 

30)  市場検査での不適合製品における罰則の確認。実情の確認。具体的な不適合内容

および罰則・罰金事例の確認 

31)  一般的な CB 適用規格と CCC マーク制度の適用規格が異なることの見解を確認（デ

ジカメ用アダプタの場合、一般的には ITE 機器、しかし CCC マーク制度では AV 機

器） 

32)  試験所における評価方法、申請処理、技術判断などにおける疑義への対応方法の

確認（日本では十分なマージンを持っているにもかかわらず、CCC マーク制度の試

験において不適合になるなど） 

33)  試験所間における技術判断の差異をなくす（整合させる）ための活動の確認 

 

 

 

4-4) CQC（中国品質認証センター）への聞き取り調査内容 
 

1) CQC の背景情報 

   場所： 

   床面積：（状況により質問するかどうか判断する） 

   総人数：（同上） 

2) 申請受付時の認証機関での該非確認方法の確認 

3) 無線 LAN 機器について 

 政府調達品だけが CCC マーク制度の対象と理解しているが正しいか？ 

 2 月 1 日からは CCC マーク制度の認証が無いものは政府機関による調達から排

除されるとの認識で正しいか？ 

4) 改定された適用規格の、CCC マーク制度の認証製品への適用・再評価要求の確認 

 必ず再申請・再評価が必要になるのか？（適用規格の改定に伴って、工場検査

時に期限切れといわれ、急に書き換えが必要となることがある。） 

 再申請・再評価の完了期限は、どのように決められているか？ 

 再申請・再評価が必要なことを、CCC マーク制度の認証を取得しているメーカ

ー （特に海外メーカー）に対しては、どのように周知徹底されるか？ 

5) インドネシア、フィリピンなどへの初回工場検査は、代行機関が行なうケースがあ

るようだが、米国、ヨーロッパの工場に対しては、代行機関による初回工場検査を

行なっているか？ 

 初回工場検査を海外の機関に委託する国は決まっているか？それはどのような

基準で決められているか？ 

 初回工場検査の日本の機関への検査委託の方針を確認したい。 

6) 通知などの CNCA からの連絡方法の確認 

7) 初回工場検査、定期工場検査のプライスリストの入手（宿泊費、食事費、検査費用、

フライトフィー、交通費など） 

8)  CCC マーク制度の申請費用のプライスリストの入手 
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9)  CCC マーク制度の認証維持費用のリストの入手 

10)  CCC マーク制度の認証のための試験サンプルも通関で CCC マーク制度の認証取得

が要求されるのか？ その要求を避けるための方法を確認 

11)  改定された GB 規格の CCC マーク制度の適用開始時期の確認。GB 規格表紙上の実

施開始日と CCC マーク制度の適用開始日は同じであるか？ 

12)  CQC 任意認証制度の法的位置付けの確認 

13)  CQC と二者間のデータ受け入れの契約を行なっている機関の確認。また、日本の

機関との 2 社間契約の可能性について確認 

14)  生産中止となった CCC マーク取得製品の CCC マーク制度の認証書の処置方法につ

いての確認。中国での販売が完了するまで維持する必要があるか？ 

15)  今後、追加を予定している CCC マーク制度対象品目の確認 

16)  追加品目の公表から管理開始までの期間の確認（初回工場検査を含めると 6 ヶ月

程度の期間では取得できない場合があると思われる。） 

17)  CCC 非該当製品の通関上でのトラブル対処策の確認 

18)  毎年更新される HS コードに対する、CCC マーク制度の適用範囲リスト更新の確認

したい。（60 号通知が更新されていない。） 

19)  企業における、正確な CCC マーク制度の該非判断方法の確認 

20)  一般的な CB 適用規格と CCC マーク制度の適用規格が異なることの見解（デジカメ

用アダプタの場合、一般的には ITE 機器、しかし CCC マーク制度では AV 機器） 

21)  認証機関における、評価方法、申請処理、技術判断などにおける疑義への対応方

法の確認（日本では十分なマージンを持っているにもかかわらず、CCC マーク制度

の試験において不適合になるなど） 

22)  申請費の前納制について確認。入金確認前に認証発行可能か？ 

 

認証機関（CQC）サンプル通関部門への聞き取り内容 
 

1) 通関におけるトラブル事例の確認 

2) 通関を問題なく行なうための準備内容の確認 

3) 対象外確認は通関業者で実施可能か？ その場合に必要な資料、情報は何か？ 

4) 免除申請は通関業者で実施可能か？ その場合に必要な資料、情報は何か？ 

5) CCC 申請用のサンプルを通関させる方法の確認。何らかの申請が必要か？ そ

の方法は？ 

6) CCC サンプルは指定の通関業者を使用しなければならないのか？ 直接試験所

へ送付できないのか？ 

7) スペアパーツなどの免除あるいは対象外確認の申請方法を確認。 

8) 上記質問内容に関連したガイドないしは説明書が公開されているか？その公

開の形態を確認 

 

 

4-5) CCAP（自動車認証センター）への聞き取り調査内容 
 

1) CCAP の背景情報 

   場所： 

   床面積：（状況により質問するかどうか判断する） 

   総人数：（同上） 
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2) 申請受付時の認証機関での該非確認方法の確認 

3) 追加された CCC 対象品目の英文実施細則は発行されているか?入手方法は? 

4) 改定された適用規格の、CCC マーク制度の認証製品への適用・再評価要求の確認 

 必ず再申請・再評価が必要になるのか？（適用規格の改定に伴って、工場検査

時に期限切れといわれ、急に書き換えが必要となることがある。） 

5) インドネシア、フィリピンなどへの初回工場検査は、代行機関が行なうケースがあ

るようだが、米国、ヨーロッパの工場に対しては、代行機関による初回工場検査を

行なっているか？ 

 初回工場検査を海外の機関に委託する国は決まっているか？それはどのような

基準で決められているか？ 

 初回工場検査の日本の機関への検査委託の方針を確認したい。 

6) 通知などの CNCA からの連絡方法の確認 

7) 初回工場検査、定期工場検査のプライスリストの入手（宿泊費、食事費、検査費用、

フライトフィー、交通費など） 

8) CCC マーク制度の申請費用のプライスリストの入手 

9) CCC マーク制度の認証維持費用のリストの入手 

10) CCC マーク制度の認証のための試験サンプルも通関で CCC マーク制度の認証取得が

要求されるのか？ その要求を避けるための方法を確認 

11) 改定された GB 規格の CCC マーク制度の適用開始時期の確認。GB 規格表紙上の実施

開始日と CCC マーク制度の適用開始日は同じであるか？ 

12) 自動車関連の適用規格と国際規格の相違点に関して確認したい。どの程度の相違が

あるのか? その相違点の確認方法は?  

13) CCAP と二者間のデータ受け入れの契約を行なっている機関の確認。また、日本の

機関との 2 社間契約の可能性について確認 

14) 生産中止となった CCC マーク取得製品の CCC マーク制度の認証書の処置方法につい

ての確認。中国での販売が完了するまで維持する必要があるか？ 

15) 今後、追加を予定している CCC マーク制度対象品目の確認 

16) 追加品目の公表から管理開始までの期間の確認（初回工場検査を含めると 6ヶ月程

度の期間では取得できない場合があると思われる。） 

17) CCC 非該当製品の通関上でのトラブル対処策の確認 

18) 毎年更新される HS コードに対する、CCC マーク制度の適用範囲リスト更新の確認

したい。（60 号通知が更新されていない。） 

19) 企業における、正確な CCC マーク制度の該非判断方法の確認 

20) 申請費の前納制について確認。入金確認前に認証発行可能か？ 

 

 

 

4-6) 上海 SIQ(上海出入境検験検疫局）への聞き取り調査内容 
 

1. 上海 SIQ の背景情報 

場所： 

面積：（状況により質問するかどうか判断する） 

総人数：（同上） 

2. 出入境検験検疫局と税関の関連について確認 
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3. CCC マーク取得製品であるか否かの確認方法の確認。全国共通の DB の存在、確

認項目(モデル名。CCC マークなど) 

4. CCC マークが貼付された製品に対するチェック項目の確認。認証書提示を要求

するか？ マークの確認だけか？ 

5. 認証機関の対象外判断の出入境検験検疫局における確認方法。 

6. 60 号通知の HS コードと毎年更新される HS コードの相違に関する調整方法の確

認（60号通知が更新されていない。） 

7. 出入境検験検疫局における 60 号通知の「認証対象範囲」の取り扱いの確認

（CIQ において「認証対象範囲」は確認されるのか？ ） 

8. 出入境検験検疫局あるいは通関で問題が発見された場合の処分内容の確認 

9. CCC マーク制度の該非確認の基準の確認。また、各出入境検験検疫局の基準の

相違に関する確認。特にスペア-パーツ類も対象としているのか？ その根拠は

何か？ 

10. CCC マーク制度の該非確認の方法の確認（方法、期間） 

11. 該非判断が CNCA と異なった場合の CNCA の処置を確認（なぜ判断が異なるか？ 

その処置方法は？） 

該非判断が認証機関と異なった場合の処置に関して確認したい。（なぜ相違が

発生するのか？異なった場合の処置方法は？） 

12. CCC 免除範囲の確認ならびに各出入境検験検疫局間の基準相違の確認 

13. CCC 免除の申請方法の確認（方法、期間、免除される単位） 

14. 通関において CCC マーク制度の該非あるいは免除に関するトラブル事例とその

対処方法の確認 

15. 免除申請あるいは対象外確認申請の際に、申請者に対する面談が必要と聞いた

が、その目的の確認 

16. CCC マーク制度の申請用のサンプルを通関させるための方法について確認。何

らかの申請が必要か？ その方法は？ 

17. 上記質問内容に関連したガイドないしは説明書が公開されているか？その形態

は？ 

 

 

4-7) TILVA（上海低圧電器試験所）への聞き取り調査内容 
 

1. 上海低圧電器検測站 (TILVA)の背景情報 

場所： 

面積：（状況により質問するかどうか判断する） 

総人数：（同上） 

2. CCC 試験の標準日数を決める基準について確認したい。 リストがあれば頂きた

い。 

3. CCC 試験の標準費用を決める基準について確認したい。 リストがあれば頂きた

い。 

4. 日本からの CCC 試験サンプルは試験所に直送可能か？ 

・直送可能な場合、通関でのトラブルは無いか？ 

・直送できない場合、どのような手続きが必要か？ 

・他の試験所も同様か？ 
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5. 試験でＮＧが出た場合、メーカー側の試験結果との差が出た場合は  どのような

対処が良いか？ 

6. 適用規格の改訂等の重要事項について、CNCA からの通知方法を確認  したい 

7. CCC 要求性能以上での認証（CCC マーク＋性能証明）のような方式の有無 
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5. 中国現地日本企業への聞き取り調査結果のまとめ 
 

5-1) 聞き取り調査で得られた意見 
 

自動車関連と電気製品関連の規制ならびにその対応状況は異なっている。 

自動車関連においては、CCC マーク制度が管轄する範囲では、ほとんど EU の基準に

沿って運用されており、大きな課題はほとんど無い。強いて挙げるなら中国独自の基

準である GB7258 の改善程度である。CCC マーク制度対応よりも、公安登録、排ガス規

制などへの対応に苦慮している状況である。 

電気製品においては入網許可、微弱電波規制、医療機器登録などへの行政規制への

対応が必要であるものの、一部製品だけが対象となるだけであることから CCC マーク

制度への対応がより重要な課題となっている。 

 

 

電気製品取り扱い企業への聞き取り調査のまとめ 

今回の調査で、多くの問題､課題を再確認することができた。以下にまとめた。 

 

言語関連：多くの企業で日本語が出来る中国人スタッフで申請対応、工場検査対応を

行なっており､特に問題は無いという企業が多い。 

文書翻訳は、社内で行なっている企業が多いが､一部外部の翻訳会社を使っている場

合もある。 

技術文書の翻訳は多少苦労しているようであるが、それによる問題は発生していな

い。この場合、中国語そのもののあいまいさが翻訳を難しくしているケースもあるよ

うである。 

 

サンプル関係：要求されるサンプルは妥当なものである。 

試験所へのサンプル送付に関しての問題は出されなかった。サンプル通関に少し時

間がかかっているというコメントがあった。 

サンプルを返却に関しては､税関から市場に流れたという問題が指摘された。 

 

認証マーク関連：この件に関して問題・トラブルを指摘する企業はなかった。 

 

行政規制との二重評価：一部企業から行政規制と CCC 制度の一本化要望があった。ま

た、行政規制の登録・許可を得るのに時間を要しているという指摘があった。 

 

市場抜き取り検査関連：CCC マーク制度の認証未取得に対する罰金事例があった。 

 

初回工場検査関連：審査員のレベル差の指摘があった。 

 

初回工場検査実施までの期間：多くのコメント・指摘があった。時間を要している原

因についても指摘され、中国規制当局に対する改善要望も多い。 

 

免除申請関連：免除判断の不明確さが明らかになった。中国規制当局に対する改善要

望も多い。 
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該非判断関連：この項目に関連する問題は多く出された。特に、中国関連機関で判断

基準が異なることで対応に苦慮していることが明確になった。 

 

日本の規則､基準への関心は低い。今回聞き取り調査を実施した中国現地の日本企業に

おいては、直接日本の規制対応を行なっていないためと思われる。 

 
その他：IEC 規格改定に伴う GB 規格改定が遅いことが指摘された。 

 
各企業から出された要望である。 

① GB規格とIEC規格の内容相違とバージョン比較表を認証機関から公表してほし

い。 

② 英語版のGB規格発行を希望する。 

③ 通信端末機の入網許可制度をCCCマーク制度へ統合してほしい。(入網許可は3

～4ヶ月かかる) 

④ 有害物質認証が強制になるとの情報があったが、今後の政府の動きを入手した

い。 

⑤ CCCマーク制度の申請を行う際、初回工場検査についても認証機関はすぐに受

理し、工場検査関係の手配が開始されることを希望する。 

⑥ 認証機関は､試験レポートの最終評価から認可証の発行をできるだけ早く処理

することを希望する。 

⑦ 実施規則で規定されている工場品質保証能力要求での確認試験の頻度について、

情報機器の場合、安全試験は頻度が「1年に1回」など決められているが、EMC

は「定期」となっている。CNCAやCQCに確認したが、工場が自主的に決めても

良いという回答でしたが、明確にしてもらいたい。 

⑧ 定期工場検査での重要部品の抜き取り検査において必ず部品メーカーの試験レ

ポートや合格証明書、CCCマーク制度の認証書が要求されるが、セットメーカ

ー側が全て検証するのは負担が大きい。 

⑨ CCCラベル管理センターへの意見：費用支払いに関して、CQCのようにAレベル

の顧客への優遇政策（費用支払い前の交付）があれば良い。現金払いであれば

即日交付されるが、振込みだと入金確認されるまで交付されない。会社として

現金決済は難しいので、費用支払い前に交付できるようにしてほしい。 

⑩ 免除申請に対する意見：輸入台数が20台以上の免除許可取得が難しく、営業用

やモニター用、新製品の展示会用などで、数十台レベルで輸入する場合に困る。

20台の制限規定について、当局から正式な文章は無いと思うが、そのような運

用が行なわれている。（今回の聞き取り調査において、企業によっては、台数

に関係なく処理されているケースもあった。） 

（参考：聞き取り調査において「2005年4月までは、20個以上はCNCAへの申請

が必要であったが、2005年4月以降は地方の出入境検験検疫局に移管されたの

で、現在はそのような問題はない。」としているが、上海SIQの免除許可範囲

においては､「各モデルの金額はUS$2,000以下で、例えば低圧電気機器、回路

スイッチ、保護･接続用電気装置の場合は、数量が20個以下であること。限度

額を超える場合は、上海局認証所もしくは検査管理所が受理する。」と規定さ

れている。上海免除許可範囲は巻末資料を参照のこと。） 
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自動車関連企業企業への聞き取り調査のまとめ 

認証機関（CQC）との関係は良好としており、企業が困った際には、サポートをして

くれる程の友好関係がある。 

また「CQC は最もグローバルで、最もオープンな、最もバランスの取れたお役所」と

表現するくらいに信頼関係が構築されている。 

工場検査、技術的事項のトラブルはあるが、大きな問題に発展することなく解決が

されている。 

また情報収集は、業界として技術交流会などの機会を設け、業界全体としての取り

組みが積極的に行なわれている。 

古い設備を有している試験所があり、輸入車の場合は､そのような試験所が指定され

ることが多いとの事であるが問題としては捉えていない。 

基準(規格)の解釈の問題は多いとしているが CQC は企業側のサポートをしてくれて

おり､CQC には助けられている事も多いということである。 

「基準で問題となるのは、中国独自の規格である GB7258 に関する程度。この規格は

ランプのハイビーム・ロービームの位置関係まで規定されているが、これは性能要求

ではない。 この問題は日本だけではなく、アジアも含めて本腰を入れて中国当局と長

期的な交渉が必要となるくらい大きい話だと思う。」との指摘があった。 

 

 

5－2) 申請時 
大半の企業では日本語ができる中国人スタッフが認証機関などとコンタクトしてお

り､言語による問題は少ないようである。なかには CCC マーク制度の専任スタッフを設

けている企業もある。専任を設けることにより、認証機関などとの友好関係も築きや

すくまた CCC 規制の知識、経験が身に付き非常に申請処理がうまく出来ているとのこ

とである。 

一方、技術用語の翻訳は難しく、質を確保するために時間がかかっている。更には

言語が異なることから生じるコミュニケーション不足で認証機関からの説明、要求事

項などを十分理解できないために認証手続きが遅れることもある。自動車企業からは、

日本語に堪能な中国人スタッフによる申請処理は「必須」の条件であるかもしれない

とのコメントがあった。 

日本語翻訳は日系企業特有の問題でもある。通知などの原文を入手した企業が翻訳

会社に依頼し、それを知らずに別の日本企業が同じ文書を同じ翻訳会社に依頼するケ

ースがある。当然、同じように翻訳料金を取られている。これは非常に検証しにくい

が各企業の連携あるいは業界での取りまとめなどを考える必要があるかもしれない。 

ただ、中国側機関とのコミュニケーションで日本語が通じないのは仕方の無いこと

であり、日本企業側の課題である。 

 

認証機関から追加資料を要求される場合もあるが、このような場合には､そのまま日

本側に伝えず、認証機関に理由を確認し、日本側に説明してできるだけ CCC 申請がス

ムースに進むよう努力している。企業側の意見だけでなく、認証機関側の真意を日本

側に理解をさせるなどの役割をしている。 

申請における疑問、不明点などへの対処については､ CNCA、 CQC の担当者に電話

や訪問などで直接確認している。レスポンスは良いとしながらも、文書での回答は、

ほとんど得られなとの事で､このあたりは課題である。 
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認証機関に比べ試験所のエンジニアの間違いが多いようである。 

 

認証機関の最終レビュー時になって、大きなコメントが出され､対応に困ることがあ

る。例としては以下のようなケースが発生している。 

• 既に認証されている製品の変更申請の最終レビューにおいて、CCC マーク制度

の対象外とされて認証されていたにもかかわらず認証が取り消された。 

• 最終レビューの時点で、申請カテゴリーが異なるというコメントが出された。

特に新しい機能を持った製品などで発生している。 

 

 

情報収集に関して 

CQC への直接コンタクトあるいは、ホームページでの収集、業界団体からの情報、

規格策定グループなどへの参加、コンサルタント会社、製造工場などから、常に新し

い要求事項についての情報収集に努めている。複数の事業部を持つ企業は、各事業部

間で情報共有を計り､より多くの情報収集に努めている。ホームページの情報は、古い

情報が掲載されている場合があるとの事である。 

規格情報収集に関してある企業では適用される GB 規格・部門規格などのドラフト版

を入手するため、標準化管理委員会などに入会し、個人の努力とよい人間関係、長い

間で築いた人脈を使い入手しているとのことである。 

 

 

 

認証までの期間 

今回の聞き取りを行なった範囲で、もっとも期間を要していたケースは下表のとお

り。  

初回工場検査ありの場合：155 日（土日を含む。2005 年 4 月以降。日本工場） 

 

初回工場検査なしの場合：32 日（土日を含む。2005 年 4 月以降。） 

認証機関
試験所

ホームページ 業界団体 規格策定グループ 申請代行会社
コンサルタント会社

製造工場

事業部

申請企業

- 情報収集先 -

認証機関
試験所

ホームページ 業界団体 規格策定グループ 申請代行会社
コンサルタント会社

製造工場

事業部

申請企業

- 情報収集先 -
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上記データによれば、初回工

場検査が必要な場合、不要な

場合に比べて 120 日以上（5倍

近く）も余計に時間を費やし

ており､初回工場検査に時間を

要している現状が理解できる。 

 

他の企業においても初回工場

検査が必要な場合の申請期間

は、4～5ヶ月が平均的なとこ

ろである。 

 

初回工場検査関連で時間を要する要因 

初回工場検査実施までに期間を要する原因を以下のように考えている。 

• 工場検査申請が受理されるまでの期間が長い。CCC マーク制度の規定により、

申請後サンプルテストに合格しても、申請資料が全て問題ないことが確認され

た後でしか、工場検査実施依頼ができない。（中国工場、海外工場共に同様）

(下図 Aの部分) 

（参考：「工場検査並行実施依頼（原文：非非 非 非非厂规 规规规 ）」を提出することに

より早期工場検査実施の依頼が可能である。） 

 

• 工場検査申請受理から実施までの期間が長い。工場検査実施依頼後、検査員の

選定や同じチームで検査を行う他工場とのスケジュール調整等があり、工場検

査申請から実施まで 2004 年度の実績では 91 日間も要している。検査員が決ま

った後、招聘保証書の提出､パスポート取得､ビザ取得､日程調整、フライトチ

ケット購入などの処理が多くある。(海外工場の場合)(下図 Bの部分) 

 

 

工場検査以外の処理においても下記の内容が時間を要していることが指摘された。 

• 認証機関での試験レポートの最終評価に要する期間が長い。テスト合格後、試

験所から認証機関に試験レポートが送られて認証機関で最終評価が行われる。

認証機関は 2日間と保証しているが、催促しないと 3～4 日かかる。また、最

終評価合格から認証書発行までの時間も短縮してほしい。 

• サンプル通関に時間を要する（7～10 日）現状 7日間くらいかかっている。 

• 試験所が忙しく試験完了が遅れる。 

 

ちなみに工場が中国工場の場合、初回工場検査が必要であっても国内の事務所から

検査員が派遣され、3ヶ月程度で認証取得できている。 

 

工場検

査不要 

32 日 

初回工場検査必要 

155 日 

    1 ヶ月        2 ヶ月        3 ヶ月        4 ヶ月        5 ヶ月        6 ヶ月    

おおよそ 120 日 

受付 型式試験実施 完了

工場検査
実施依頼

申請処理

受付 日程調整・招聘保証・パスポート取得・ビザ(査証)取得 工場検査実施

A 
この間、初回工場検査処理が

行なわれない

B
工場検査実施のための作業

受付 型式試験実施 完了

工場検査
実施依頼

申請処理

受付 日程調整・招聘保証・パスポート取得・ビザ(査証)取得 工場検査実施

A 
この間、初回工場検査処理が

行なわれない

B
工場検査実施のための作業
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上記状況は､CCC マーク制度の申請に馴れた申請企業のケースであり、全く初めての

企業が申請する場合は、さらに時間がかかると思われる。 

 

ある企業においては､「CCC マーク制度の申請は、ある程度スケジューリングができ

るが、入網許可､微弱電波許可など行政規制の申請は、長時間要する上に、スケジュー

リングも出来ず、CCC マーク制度の申請よりも問題は深刻」であるとのこと。自動車

関連申請においても、同様であり、CCC マーク制度の申請よりも「公安登録」「排ガ

ス規制対応」に苦慮しているとのことである。 

 

市場抜き取り製品の試験依頼が試験所に入ると､その試験を優先するため､CCC マーク

制度の認証のための試験が後回しにされてしまうとのことである。 

 

 

5－3) 型式試験 
調査開始前に日本企業から「不要なサンプルを要求されるケースがある」という情

報を得ていたが、今回の調査範囲においては、そのようなケースは無かった。今回の

調査においては新規申請の場合：2台（安全 1台；ＥＭＣ1台）という要求が多く、妥

当なサンプル数ではないかと思われる。 

 

要求資料については､提出不可能なものが要求されることがある。例えば､日本工場

の住所変更申請（引越しではなく住居表示のみ変更）の際、CQC から日本政府発行の

「住所変更証明書」のような証明を要求された。実際はこのような証明書はないので、

最終的には、日本の地方新聞に掲載された「住所変更のお知らせ」記事を CQC に提出

したことがあった。（証明書は中国では営業許可証、日本では登記簿謄本にあたるが、

実際にはこれらが正式に変更される前に CCC 変更申請を行う場合がある。） 

 

技術的なトラブルに関してであるが、予想に反して、大きなトラブルは無いという

回答を得た。トラブルが出た場合でも、現地スタッフが試験所あるいは認証機関とコ

ンタクトし対処できているとの事である。 

 

IEC 規格の改定に伴う GB 規格の改定が遅れるため､最新の IEC 規格が反映された CCC

認証書が発行できないことがある。例えば IEC60065:7 版の CB レポートを使って申

請・受理はできるが、CCC 認証書は GB8898-2001(IEC60065:6 版)で発行される。この

場合、中国が第 7版を採用した際に、再申請が必要になるなどが発生する。 

 

指定されている試験所においても、設備的あるいは能力的に試験できない場合があ

る。例えば､POS（EMC 試験時にシステムのセッティングができない）・ブルートゥー

ス機能のプリンタ（ブルートゥース機能の評価が出来ない）などである。 

 

 

5-4) 初回工場検査 
初回工場検査に時間を要する件は、5-2)でまとめたとおりである。 

時間を要する問題以外に、初回工場検査における問題点として以下の指摘があった。 
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• 検査官の違いにより、検査の判断基準が違っていることがある。事例として

CCC 実施規則の項目と検査官から要求された項目が違っている場合がある。規

格自体に詳しい検査員であれば理解してくれるが、専門知識をもっていない検

査員はそのまま実施規則に書いてあるとおりに要求する傾向があるようである。 
• 初回工場検査のタイミングで変更申請を行いたいが、型式試験サンプルと一致

しなくなってしまうので、一度認証が出るまで変更できない。 

 

工場検査における言語の問題であるが､日本語ができる現地中国人スタッフが通訳を

行なっているケースが大半で､特に通訳で問題は出ていない。日本工場の場合には､中

国現地スタッフが日本工場へ出かけ通訳を行なっており、大きな問題は出ていない。 

 

 

5-5) 定期工場検査 
定期試験に関して指摘があった。 

• 実施規則で規定されている工場品質保証能力要求での確認試験の頻度について、

情報機器の場合、安全試験は頻度が「1年に 1回」など決められているが、EMC

は「定期」となっており、CNCA や CQC に確認したが、工場が自主的に決めても

良いという回答でしたが、明確にしてもらいたい。 

• 重要部品について必ず部品メーカーの試験レポートや合格証明書、CCC 認可証

が要求されるが、セットメーカー側が全て検証するのは負担が大きい。 

 

 

5-6) CCC マーク発行・刻印 
今回の調査では特に意見は無かった。 

 

 

5-7) 通関 
CCC マーク制度の対象品目に該当する有償サービスパーツの北京での通関（通関場所

は、北京市内の出入境検験検疫局）であるが、免除申請をし通関している。CCC マー

ク制度開始当初は、それほど運用も厳しくなく、要求された資料を提出すれば許可さ

れていたが、2005 年から要求が厳しくなり、資料の修正を求められたり、用途等の明

確な説明が必要となってきた。特に台数が 20 台以上の場合はさらに厳しくなり、許可

をもらうことが難しいので、一度に数十台の免除申請は不可能と考えたほうが良いと

の事である。 

上海企業からは、台数に関係なく通関が出来ているとの話しがあった。 

 

アフターサービス用部品については「中国の客先が修理を要求しているという証明

書」が必要になり、免除申請の都度、証明書提出が必要となっている。 

 

サービスパーツが有償か無償かによって当局の判断が変わることは無いということ

である。 

 

免除申請の場合､通常通関に対して、手数料は同じだが、当局の通関手続き費用が若

干プラスになっているとのことである。 
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調査前に日本企業から得ていた「対象外であるハンディーターミナルが通関で CCC

マーク制度の認証が要求される」件は、今回聞き取りを行なった企業においては、こ

のようなトラブルは無いとのことである。 

 

 

5-8) 抜き取り検査 
市場検査で CCC マークに関する事項の指摘はないが、製品品質法に基づく市場検査

で表示に関して指摘されたことがある。 

市場における CCC ラベルの確認対策として印刷許可を得て自社で CCC マーク印刷を

し、あらかじめ市場検査に備えているとの事である。 

 

リコールの事例はなかった。罰則(罰金)は頻繁にあるようである。 
 

CCC マーク制度への対応が未対応のための罰則事例 

その製品（部品）は部品単品(認証部品)を組み合わせて使用できるようになってお

り、1992 年から 2005 年までそれぞれ部品単品で認証を取得していた。昨年(2005 年)

急に山東省からセット(認証部品を組み合わせた状態)で CCC マーク制度の認証を取得

するよう要求され罰金(3 万元)が科された。（2002 年発行の CNCA が CQC に対して発行

した内部通知に、セット品についても CCC 認証が必要との記載があるため。）セット

（組み合わせ）でも安全性には影響せず、以前 CQC に確認した際に CQC は不要といっ

ていたのだが見解が変わった。CNCA にもクレームを出し、猶予期間は得ることが出来

たが、新たに 1000 件以上の申請が必要となった。山東省当局が根拠とした法律は「关

于于于于于 于 于 于 于 于 于于于于于于于于于 于 于 于于于插电电 电 电 规电 电关 电 电 电电电

的通知＞」2004 年に発行した政府内部の規定である。この問題に対して CNCA,CQC に

申し入れを行なっている。 

 

 

5-9) その他 
2005 年 11 月に認証機関（CQC）が各メーカーや通関業者を集め、サンプルについて

問題がないかミーティングを行った。その際の話として大型や高額の製品サンプルを

試験終了後に税関へ廃棄処理を依頼した場合、税関が低価格で市場に販売することが

あるということが判明したので、この企業では今年から全て日本へ返却させており特

に問題は発生していない。 
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6. 規制関連機関への聞き取り調査結果および課題の整理 
 

6-1）において聞き取り調査結果をまとめた。各機関への詳細な調査結果は 6-2）以降

に報告する。 

 

6-1) 規制関連機関の課題の整理 

各機関共に、事前に送った質問状に対して回答を準備しているなど、調査団の受け

入れに際しては、事前準備が行なわれていたように感じる。 

 

CNCA と CQC の見解の相違 
CNCA と認証機関（CQC）の見解／回答が異なる項目もあり、運用面での周知徹底がさ

れていない、あるいは見解統一がされていない。以下、相違点をまとめた。 

 

課題および CNCA 回答 CQC 回答 
認証マーク印刷の際の工場番号表記不要に

関して（自動車関連と電線関連は除く。2

－9）項及び巻末資料「強制性製品認証マ

ークの印刷とプレスに関する通知」を参

照) 

 
不要ではなく「不可」 

 

 

 

表記はあくまでも「任意」である 

規格の改訂時の、次回工場検査まで変更申

請要求に関して 

 

「次回の定期工場検査までに更新対応す

る時間がない場合は、その旨を認証機関

に相談すれば、定期工場検査を延期して

くれるはず。」 

 

 

 

「CNCA が発行する通知に従うこと。」 

生産中止 CCC マーク制度の認証取得製品

の認証書の維持に関して 

 

「CCC 認証書が有効であった期間中に生産

された製品は CCC マーク制度の認証が有

効である。」とし「生産が完了するまで

維持すべき」との理解が出来る。 

 

 

 

「基本的には中国へ輸入する時点で認証

書の有効性を確認するため、輸入が完了

するまでは維持すべきである。」 

 

 

CCC マーク制度のいくつかの課題 
１) 政府調達の無線 LAN に対して CCC マーク制度を適用する件： 

この要求により、海外メーカーの中国政府への無線 LAN 設備ビジネスを出来

なくなる。中国企業から中国独自の WAPI ライセンスを取得する必要があるため

である（最悪は半導体チップでの購入が必要）。 
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２) 該非判定 

CCC マーク制度の該非判断基準が未だ不明確である。HS コードで示している

とは言え､補足として「認証適用範囲」の追加説明がされており、この説明が重

要なポイントになることが多く､この内容も含めて通関で判断が行なわれていれ

ば、企業での判断あるいは認証機関の判断と整合が取れるように思われる。し

かい、現在、発生している該非問題から想像すると、通関において正しく運用

されているとは考えずらい。引き続きの改善要望が必要と思われる。 

また、通関・出入境検験検疫局において,認証機関判断が受け入れられないこ

とも問題である。認証機関は技術的要件も含めて判断しているにもかかわらず,

その結果が通関では受け入れらない。CCC マーク制度の管理当局が指定した認

証機関の判断は、通関当局においても受け入れるべきであるが、中国当局は

「認証機関には判断する権限は無い。」としている。 

参考に以下は、今回確認した認証機関である CQC の該非判断方法である。 

① CNCA 発行の実施規則に記載されている認証範囲の確認 

② AQSIQ/CNCA 発行の 2002 年 60 号通知の HS コードリストの確認 

③ 製品の特性（性能・特徴）と評価する規格で判断 

④ 通常は①②の方法であるが、それでも判断できない場合は③で判断する。 

⑤ それでも難しい場合は、専門家グループに資料を提出して判断してもら

う方法もある。 

 

 

３）免除基準／手順の相違 

基準,手順が各地域の出入境検験検疫局で異なる。この件に関して中国当局は､

「免除基準・範囲は 2005 年 3 号公告で規定されており、それに沿った運用を各

地域で行なっている」としているが、現実に通関地域よって認められたり認め

られなかったりする事態が発生している。 

 

４）適用規格の SCOPE 変更により､それまで取得していた CCC マークがつけられなく

なった。そのために通関が出来ない事態がある。これも問題に対して上海 SIQ は

「出入境検験検疫局から CNCA に対して問題提起は可能である。しかし間違いが

明らかであれば出入境検験検疫局が処理する」とした。 

 

 

 

6-2) CNCA（中国認証認可監督管理委員会） 
 

日 時：平成１８年２月１７日（金） ０９：３０～１１：３０ 

場 所：CNCA（中国国家認証認可監督管理委員会）会議室 

出席：CNCA（中国国家認証認可監督管理委員会）認証管監部一処 副主任、他 3 名 

 

CNCA からの挨拶 
最近は日本の経済も良くなったというニュースを聞いているが、近年中国の経済貿

易も大変伸びてきている。特にCNCAが設立された2001年末から2002年、2003年は、た

くさんの日本の団体あるいは企業が面会に来てくれた。CNCAは中国の政府部門であり、
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大きな目的はもちろん日中貿易の促進であるが、特に中国消費者への安全、環境安全

等の面で力を入れてきた。CCCマーク制度が開始されてから現在までの実施過程は、日

本側のさまざまな協力もあって順調にやってきたと考えている。ありがとうございま

す。 

 

聞き取り調査 
【質問】無線 LAN 機器について政府調達品だけが CCC マーク制度の対象と理解してい

るが正しいか？ 

【回答】正しいです。1月の通知のとおり、新規の政府調達品に限り、CCC 規格適合品

を優先あるいは CCC マーク制度の認証取得品を指定するという理解で良い。2

月 1日からは CCC マーク制度の認証が無いものは政府機関による調達から排

除される。現在すでに申請が受理できることになっており、指定認証機関と

試験所はすでに公表しているので、具体的な申請手順については CQC などの

認証機関に確認すること。 

 

【追加質問】すでに CCC マーク制度で認証されている PC に新たに無線 LAN を追加する

場合、再評価が必要になると思うが、無線 LAN 機能を有した PC の CCC は認証

書上で明確な違いはあるのか？ 

【回答】無線 LAN 機能を追加した場合、本当に安全に影響がない場合は単なる追加申

請で良いが、少なくとも EMC には影響があると思われるし、安全も確認が必

要だと思われるので、認証機関に判断を依頼すること。 

 

【質問】改定された適用規格の CCC マーク制度の認証製品への適用・再評価要求に関

して確認したい。 

【回答】まず、規格の改訂と改版の流れについて説明する。 

① 標準化管理委員会(SAC)が新しい規格を発表する場合、規格書には必ず

発行日と実施日が記載されており、同時に SAC が関連政府部門、関連研究部

門に通知を出す。 

② CNCA は SAC の通知に基づき、CCC マーク制度の認証に関連する規格が含

まれている場合は、その規格に関係する技術者や専門家を集め、新旧規格の

相違点と補足試験の必要性とその内容について検討を行う。 

③ ②の検討結果により、CCC マーク制度の認証での新規格実施日について

の通知を出す。 

④ ③の通知から実施まで、通常約 10～12 ヶ月の猶予期間がある。 

したがって日程的には問題ないと判断する。 

通知の方法は以下の 2 とおりで行う。 

• CNCA のホームページで規格の改版について通知する 

• 同時に全ての認証機関へ通知を出し、全ての企業に対して通知するよ

う命令する。 各認証機関のホームページでも掲載される。 

 

【追加質問】公告にあったように規格の改訂があった場合は、次回の工場検査までに

対応することとされているが、工場によって工場検査のタイミングが異なる

ため、1 ヶ月～11 ヶ月のバラツキが生じてしまうので不公平になるのではな

いか？ 

【回答】本来の要求では、新規格の実施日以降に生産される製品は、新規格に適合し

なければならないが、CCC マーク制度ではそれとは別に約 10～12 ヶ月の猶予
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期間を設け、同時に旧規格の有効期限についても通知している。企業が何ら

かの理由で通知を入手していない場合もあるので、工場検査員には正確に情

報を伝えて更新申請を行うことを指導するようにしている。 

① 早く更新申請を行うこと 

② 規格の発表後、CNCA が設定する約 10～12 ヶ月の猶予期間は、企業が対

応するのに十分な時間である。 

③ 各工場で困ったことがあれば、認証機関に相談すれば解決できるはずで

ある。 

※ 次回の定期工場検査までに更新対応する時間がない場合は、その旨を認証

機関に相談すれば、定期工場検査を延期してくれるはずである。 

 

【追加質問】GB 規格書に記載される「実施日」とは以下のいずれを指すのか？ 

① CCC マーク制度の認証を取得しなければならない日 

② 中国市場に出ている製品が適合しなければならない日 

【回答】中国標準法に基づき、規格書に記載されている実施日以降に生産する場合は、

新規格に適合なければならない。ただし、海外メーカーは新規格が発行され

ても、規格書入手→翻訳→理解までに時間がかかるので、CCC マーク制度の

適用規格に関しては、規格の実施日以降も、CNCA が別途約 10～12 ヶ月の猶

予期間を設定することにしている。つまり、海外メーカーでも対応できる余

裕を設けている。 

また、実施日の後に生産したものは、新しい GB 規格に対応しなければならな

い。ただし、手続きや何かの理由で遅れる場合には、別途定める約 10～12 ヶ

月の猶予期間以内に対応すること。 

 

【追加質問】懸念事項として、すでに工場を出荷したものについては、メーカーのコ

ントロール外になるため、市場検査等において実施日で管理されると対応で

きないことをご理解いただきたい。 

【回答】CCC 認証書に記載されている規格を根拠にし、旧規格の CCC マーク制度の認

証のもとに生産されたものであることを証明できる場合は、その製品は旧規

格が適用されるべきである。 

 

【質問】中国からの輸出製品にも CCC マークを要求するのか？ 

【回答】それは間違っている。輸出品には CCC マークは要求しない。また、中国外で

は CCC マークは特に意味をもたない。 

  

【質問】インドネシア、フィリピンなどへの初回工場検査は、代行機関が行なうケー

スがあるようだが、米国、ヨーロッパの工場に対しては、代行機関による初

回工場検査を行なっているか？ 

【回答】初回工場検査は全て中国国内の認証機関がチームを派遣して行っている。初

回工場検査は外国の認証機関に委託することはない。海外の場合であっても、

あくまでも中国が認めた中国系の認証機関が行っている。 

 

【質問】初回工場検査の日本の機関への検査委託の方針を確認したい。 

【回答】今のところ何とも言えない。CNCA と海外認証機関との間で交わされた MoU ま

たは協議書の内容に基づいて実施される。 
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【質問】CNCA から関連機関への情報、通知の徹底方法を確認したい。（関連機関で運

用方法などが異なることがある） 

【回答】CNCA は必ず通知書を文書で各関係部門へ出している。各機関で手続き等の運

用が異なる可能性はあるが、本来の趣旨や理解上は問題ないと思う。 

 

【追加質問】メーカーとしては以下の 2 つの部門に対しては正確に周知して頂きたい。 

① 輸入通関の処理を行う部門 

② 市場検査を行う工商行政管理局等の部門 

【回答】市場検査は CNCA 担当ではないが、輸入通関部門を含め、各関連省庁には

CNCA から同時に通知が送られている。 

 

【追加質問】もし CNCA が発行している意図と末端での理解が異なる、または内容が違

った場合、当事者が訴えを行う手段はあるか？ 

【回答】 

① 各行政部門の内容に対して意見が違ったり、クレームがある場合は、法

律上では中国の行政法に基づいて訴える権利がある。 

② CNCA に関係する内容であれば、CNCA に説明してもらえれば協力します。 

③ 認証機関においても証明書等が必要であれば発行してもらえる。 

 

【質問】CNCA と出入境検験検疫局、通関における該非確認の方法・基準を確認したい。 

【回答】説明として 4 点挙げる。 

① CNCA は現在対象外確認業務を行っていない。 

② 対象品目はすでに AQSIQ/CNCA がリストを発表している。 

③ 現在の担当は各地方の出入境検験検疫局であり、各地方独自の方法で実

施している。 

④ 対象判断については、メーカー／輸入者が上海出入境検験検疫局とよく

相談して理解してもらえれば、事前に確認できるのではないか。お互い

の交流／コミュニケーション不足だと思われる。場合によればメーカー

／輸入者側が間違っているのではないか。 

 

【質問】スペアパーツの免除条件および免除申請の手順および必要書類について確認

したい。 

【回答】この件について CNCA が回答する必要はない。2005 年第 3号通知に明記され

ており、各地方の出入境検験検疫局が担当しているので確認すること。  

 

【質問】初回工場検査、定期工場検査、CCC マーク制度の申請費用のプライスリスト、

CCC マーク制度の認証維持費用のリストを入手したい。 

【回答】上記 3点については各認証機関に確認すること。 

 

【質問】第三者評価機関、認証機関データの受け入れ状況を確認したい。CCC マーク

制度と相互データ受け入れを行なっている機関、日本の機関との 2 社間契約

の可能性について確認したい。 

また、CNAL 認定を受けている海外機関のデータ受け入れは可能か？ 

【回答】現在のところ、IECEE の CB スキームは認めるが、それ以外はない。 
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【質問】CCC マーク制度の認証のための試験サンプルにおいても通関で CCC マーク制

度の認証の要求は行なわれるのか？ その要求を避けるための方法を確認した

い。 

【回答】CCC マーク制度の認証のための試験サンプルには CCC マークは必要ない。た

だし、証明の方法として認証機関または試験所からのサンプル要求リストを

通関時に提出すれば対処できると思う。 

 

【質問】 通関における認証製品であるか否かの確認方法を確認したい。（全国共通の

DB などが存在するのか？ 確認はモデル名で行なうのか？） 

【回答】 

① 税関は HS コードで判断している。 

② HS コードリストの中で、CCC マーク制度の対象品目がすでにマークされ

ている。 

③ CCC マーク制度の対象の HS コードであれば、自動的に出入境検験検疫

局へ連絡され、CCC マーク制度の認証を取得しているか確認が行われる。

基本的に認証や試験が必要かどうかについては出入境検験検疫局に回し

て判断する。 

 

【追加質問】CNCA は E メールでの問い合わせでは回答してもらえないのか？ 

【回答】一般の質問であれば随時回答している。今回の訪問のような場合もいつでも

対応する。Eメールでも回答が可能である。ただし、以前のように公文書と

しての発行は行っていない。 

 

【質問】 医療機器登録制度、微弱電波機器登録制度等の行政上の登録制度と CCC マー

ク制度との関連を確認したい。 

【回答】 

CCC マーク制度と医療機器登録制度(SFDA)の関係 

SFDA は CCC マーク制度の試験結果を認める。重複している内容は試験を行わな

いが、臨床試験など SFDA 特有の内容は要求される。微弱電波機器登録制度に

ついても、CCC マーク制度と重複している内容については試験結果を認める。 

 

【追加質問】各行政制度の試験データを CCC マーク制度において認めることは可能

か？ 

【回答】実際には難しく認めることができない。主な理由として、 

• SFDA との契約に含まれていない 

• 医療機器試験所のレベルにばらつきがある 

• SFDA には CCC マーク制度のような明確な実施規則が整備されていない 

 

【質問】CQC の任意認証制度の法的位置付けを確認したい。 

【回答】中国認証認可条例に基づいて CNCA に申請・認可された内容をもとに、CQC が

任意認証を実施している。 

 

【質問】CCC マーク制度の市場における管理方法とその結果の公表について確認した

い。 

【回答】地方の技術監督局と地方の工商行政管理局が担当しており、以下のような確

認を行う。 
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• CCC マーク制度の対象製品に CCC マークがあるか 

• CCC マークのある製品が CCC マーク制度の認証を取得しているか 

• CCC マークが本物であるか 

公表に関しては以下のとおり 

• 各地方の技術監督局から CNCA に報告が来ている。 

• 工商行政管理局は政府部門が異なるため直接関係がなく、本来報告の義

務がないこともあり、一部の地方からは報告があるが、全ては来ていな

い。 

• 各地方の技術監督局がそれぞれの地方政府の要求に基づいて、ある程度

公表する。公表の程度は各地方が決める。 

 

【質問】生産中止となった CCC マーク制度の認証取得製品の CCC 認証書の処置方法に

ついて確認したい。中国での販売完了するまで維持する必要があるか？ 

【回答】CCC 認証書が有効であった期間中に生産された製品は CCC マーク制度の認証

が有効である。中国での販売時点での管理ではなく、生産時点での管理であ

る。通関・販売においても問題は発生しない。もし見解の相違があった場合

は、地方の出入境検験検疫局を経由して CNCA に確認することができるはずで

ある。 

  

【質問】マーク表示上の工場 ID 管理廃止の背景を確認したい。 

【回答】申請者の便宜を図ることが目的である。安全ガラス・タイヤ・自動車部品・

オートバイ部品・電線ケーブルなど 5品目以外は工場 ID を管理しないことを

2005 年 11 月に発表した。 

「管理しない」ということは「表示してはいけない」ということである。

2006 年の表示許可・更新申請の際にこのポイントはチェックを行い、工場 ID

が入っているものは却下する。 

 

【質問】マーク表示許可の要求の背景を確認したい。（なぜ許可制度を実施している

か） 

【回答】以下の目的による 

① 各企業のマークを統一して管理する 

② 各企業のマーク使用状況を把握する 

CCC マーク制度は強制認証であり、政府が制定したマークであるため、定期

的な確認が必要である。同じマークを使用しているか、CCC マーク制度の要

求を満足しているかについて、規範性の確認を行う。 

 

【質問】CCC マーク制度の認証ラベルの最小販売単位に関して確認したい。（少量生

産品の場合、余ってしまう） 

例：・8mm サイズラベル    5000 枚単位での販売 

  ・60mm サイズラベル   450 枚単位での販売 

【回答】確認した範囲では、50 枚や 100 枚の単位でも販売していると聞いている。マ

ーク発行センターに相談すること。 

 

【質問】CCC マーク制度の対象品目の設定基準を確認したい。（どのような基準で CCC

マーク制度への適用を決めるのか） 

【回答】以下の状況を考慮して決めている。 
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① 中国の国情 

② WTO で認められた範囲 

③ 中国国民の安全・リスクに直接影響がある 

  

【質問】今後、予定している CCC マーク制度の対象品目を確認したい。 

【回答】2001 年に発表した第一次強制品目 19 種類 132 品目以外に、無線 LAN、建築材

料、自動車部品、玩具が追加されてきた。 

今後追加する品目については、CNCA の通知・公告で発表するのでそちらで確

認すること。品目を追加する場合には、一般的には公布から実施までは 1年

間を設定している。 

 

【質問】明らかに CCC マーク制度の非該当製品における、通関上のトラブルの対処策

について確認したい。（出入境検験検疫局、通関で 60 号通知の認証対象範囲

を考慮して判断しているか） 

【回答】 

① 60 号通知の認証適用範囲に含まれていない場合は明らかに対象外と判

断できる。 

② その他、判断についてトラブルがあった場合は、各地方の出入境検験検

疫局に報告すれば判断できるはずである。 

 

【質問】毎年更新される HS コードに対する、CCC マーク制度の適用範囲リストの更新

に関して確認したい。（60 号通知が更新されていない。） 

【回答】 

① 60 号通知の認証適用範囲自体に変更はない。 

② 税関の HS コード（関税率表）は毎年若干変わっている。 

③ CNCA も毎年の関税率表変更にあわせて品目リストを更新している。 

追加された品目についての判断の権限は各地方の出入境検験検疫局に移管し

ているので、企業は税関が発表している最新の HS コードを使用すること。た

だし、CCC マーク制度の認証適用範囲は変わっていない。 

 

【追加質問】CNCA が公式に発表している強制品目の HS コードリストは 2001 年 60 号

通知のみであるため、最新の HSコードにあわせた HSコードリストを CNCA か

ら公式に発表してほしい。 

【回答】実際には CNCA も公表を検討したが、必要ないという結論になった。60 号通

知はあくまでも便宜的に作ったものであり、基本的に HS コードは中国税関が

管理している。確かに 60 号通知のリストの HS コードの中で変更になってい

るものもあるが、大きくは変わっていないので、番号と中身を確認すれば説

明できるはずである。 

ただし、HS コードが変わっていても強制品目と認証適用範囲は変わらないの

で、現時点では十分と考える。 

 

【追加質問】追加品目の中で、最近発表された玩具は HS コード付きで通知が出ている

が、無線 LAN や建材、自動車部品などは CNCA から HS コードが発表されてい

ないので、HS コード自体がどれになるかもわからない状態である。 

【回答】HS コードが発表されていない品目については CNCA で検討する。 
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【追加質問】2005 年の例では、天津、上海、深圳などの出入境検験検疫局がそれぞれ

の HS コード表を WEB 上で公表しているが、それぞれの HS コードが一致して

いない。 

【回答】もちろん HS コードは毎年変わっているので、各地方の出入境検験検疫局が運

用しやすいようにリストを作成することがあるが、明確にしたいのは強制品

目と認証適用範囲は変わらないということである。 

 

【質問】 市場検査での不適合製品における罰則に関して確認したい。実情を確認した

い。具体的な不適合内容および罰則事例、罰金事例を確認したい。 

【回答】地方の技術監督局と地方の工商行政管理局が担当しているので、具体的な内

容は不明である。 

 

【質問】 一般的な CB 適用規格と CCC マーク制度の適用規格が異なることについて確

認したい。（デジカメ用アダプタは、一般的には ITE 機器、しかし CCC マー

ク制度では AV 機器） 

【回答】確かに見解の相違があるが、中国の国情に基づき、現段階では AV 機器と判断

している。ただし、各企業からの意見についてはこれを考慮する。具体的な

案件があれば、CNCA 担当部門に要求を提出してもらえれば、専門家グループ

で検討を要請し、変更が必要であれば随時変更を行う。ただし、その場合で

あっても通知を正式に発表するまでは現状のままで運用する。 

企業から申し入れを行うルート 2 つの方法がある。 

① 認証機関へ IT 機器として認証してもらうよう要望またはクレームとし

て出す。 

② 専門家グループに日本企業も参加しているので、メンバーを通じてグル

ープの会議で意見を出してもらう。 

 

【質問】試験所における、評価方法、申請処理、技術判断などにおける疑義への対応

方法について確認したい。（日本では十分なマージンを持っているにもかか

わらず、CCC マーク制度の認証のための試験において不合格になるなど） 

【回答】 

① 認証機関および試験所は実施規則で規定された規格で評価・判断してい

る。 

② 中国で NG になり、日本では問題が無く余裕があるような場合は、まず

試験所または認証機関に説明して、各技術判断担当部門と話し合いを持

つこと。 

③ 最終的には中国側の試験所または認証機関の判断になる。 

 

【質問】試験所間における技術判断の差異をなくす（整合させる）ために、どのよう

な活動をされていますか？ 

【回答】 

① CNCA から CCC マーク制度の担当試験所に対し、お互いのレベルアップ

と交流を促進している。具体的には、比較試験・意見交換・同じ規格に

対する理解等の活動を行っている。 

② 中国試験所認可機構(CNAL)が、管理規定によって、各試験所の比較試験

や日常のレベルアップに努めている。 



 76

③ 認証機関がそれぞれが契約している試験所に対して、レベルアップや見

解の統一に努力している。 

 

その他質疑応答 

【追加質問】最近実際にあった事例として 

1) 従来 CCC マーク制度の対象であった製品が、GB 規格の改訂により、CCC マ

ーク制度の適用範囲から外れることになった。 

2) その結果、通関で止められ、対象外のため CCC マークをつけるべきでない

という指導を受けた。 

3) その後、通関から安全の CB 証明の提出要求があった。 

CCC マーク制度の対象外の製品に対し、製品品質法等に基づいて CB 証明の提出

要求があるのか？ CB 以外でも製品の安全性の証明であれば良いのか？ 

4) 具体的製品は業務用電子レンジで、専用の IEC 規格はできたが、まだ GB 規

格にはその IEC 規格に該当するものがないため、CCC マーク制度の対象外とな

っている。 

【回答】 

1) 通関時に CB を使う必要はなく、何の効力もない。参考資料のみ。 

2) CCC マーク制度の基本的な要求は、民用あるいは家庭用製品への要求であ

り、商用はもともと意図していない。商用の定義については深く理解して

いないが、いずれにしても一般国民が使用する家庭用の製品のみが対象で

ある。もともと IEC 規格では「家庭用および類似用途」の製品という定義

であるが、今回の問題は IEC と GB の整合性の過程で起こった問題であると

思う。 

3) これまで CCC マーク制度に含まれていた一部の製品が除外されるという情

報は、地方から CNCA には入ってきていない。地方の出入境検験検疫局の窓

口で問題があったかも知れないが、少なくとも現時点では CNCA に報告が来

ておらず、我々もこのような情報は全く把握していない。そういう面では、

今回の交流は非常に重要であり、感謝する。今後もこのような具体的情報

について E メールなどで連絡をもらえれば、交流ができると思う。また、

具体的な技術面の交流は、各地方の出入境検験検疫局または認証機関と深

めてほしい。 

 

 

 

6-3) CQC（中国品質認証センター） 
 

日 時：平成１８年２月１７日（金） １３：３０～１６：２０ 

場 所：CQC（中国品質認証センター）会議室 

出席：CQC（中国品質認証センター）総合業務処 副処長、他 5名 

 

訪問先機関についての背景情報 
正式名称：中国質量認証中心（中国品質認証センター） 

 China Quality Certification Centre (CQC) 

場所：北京市朝陽区朝外大街甲 10 号中認大厦 

資本金：CQC は中国国営の事業単位であり、非営利組織のため、資本金はない。 



 77

床面積：現在入居中の建物は仮住まいであり、すでに完成している新築自社ビルへ

2006 年末に引っ越す予定。新しい建物は 20,000 ㎡ 

総人数：本部のみで約 300 名 

製品認証サブセンター11 箇所を含むと約 500 名 

品質システム審査センター32箇所を含むと約 1,000 名 

 

 

CQC からの説明 
① CQC の前身は、AQSIQ（国家質量監督検験検疫総局）直接所属の総合認証機関 

② 設立は 1984 年 

③ 当初の取り扱い範囲は輸入製品のみであったが、2002 年 3 月に CQC と CCEE

（China Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment：

中国電工製品認証委員会）が合併して新しい CQC が設立された 

④ 組織等について（詳細は CQC ホームページ参照） 

http://www.cqc.com.cn/main?siteid=4136&classid=6928&docid=9840&selectedId

=9840&rootId=6928&expandedIdList=6928 

• 北京本部：製品認証処（7部門）・工場検査処・訓練部・品質システム審査部

門など 

• 品質システム審査センター：中国全国に 32 箇所 

• 製品認証サプセンター：中国全国に 11 箇所＋韓国 1箇所 

• 契約試験所：160 箇所 

• 品質システム検査員：5,500 名（専属・兼務あわせて） 

• 相互委託認証 MoU 締結：10 カ国（工場検査等、一部データについての相互受け

入れ） 

⑤ 主要な業務について 

CCC マーク制度の認証、CQC マーク（任意認証）、CB 認証、マネジメントシステ

ム審査（ISO9000/14000/18000）、 IQ net、 トレーニングなど 

⑥ CCC マーク制度の認証業務について 

• 2002 年 5 月 1 日から CCC マーク制度の認証のための申請の受理を開始した。 

• CNCA はすでに 6回の強制品目発表を行っている。第一次品目、建築関係、防犯

装置、自動車部品、玩具など。一時停止していた無線 LAN も最近認証を再開し

た。 

• 自動車部品は 2006 年末、玩具は 2007 年 6 月から強制開始される。CQC はすで

にこれらの申請受理を開始しており、特に自動車部品の申請が多数寄せられて

いる 

• 2006 年 1 月に、日本で CNCA/CQC 合同の CCC マーク制度の自動車部品認証セミ

ナーを複数回行った。 

• CCC マーク制度の製品認証範囲（カテゴリー）のうち、CQC は 80％以上を担当

している。 

• CCC 認証書の発行総数のうち、CQC は 90％以上を発行している。 

⑦ CQC マーク（任意認証）業務について 

• 2001 年から CQC マーク業務を開始した。 

• 認証範囲：機電製品の部品、建築材料、家具、紡績、飼料などの品目 

• 当初、任意認証品目であったが、後に CCC マーク制度の認証に含まれた品目も

一部あり、CQC マークは CCC マーク制度の認証に貢献したと思う。 

• CCC マーク制度と同じ製品カテゴリーもあるが、具体的な品目が異なる。 
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• ソーラーなどのエネルギー関連製品も CQC マークで認証可能。 

• 今後も CQC マークのカテゴリーは増やしてゆく。 

⑧ CB 認証業務について 

• 中国は 1989 年に CB スキームに参加した。 

• CQC は中国唯一の IECEE の NCB である。 

• 現在、CQC は 17 の CBTL を持ち、12 カテゴリー／200 以上の規格の CB に携わっ

ている。 

• 2005 年には蘇州の UL-CCIC 試験所が CQC の CBTL となった。 

⑨ マネジメントシステム審査登録業務 

主な業務は ISO9000・14000・18000 および QS9000  

CQC は、全世界で 2,500 以上の企業または組織に対してマネジメントシステムの

審査登録を行った。 

⑩ IQ net メンバーでは CQC が認可証の発行数で No.2 である。 

CQC はこれまで、国内外で 15 万人以上に対してトレーニングを実施している。ま

た、海外の機関である JET、JQA、CCIC、CSA、UL、香港、台湾など各認証機関の

工場検査員 200 人以上を教育している。 

⑪ CCC 申請フローの説明（略） 

 

 

聞き取り調査 
【質問】申請受付時の認証機関での対象該非確認方法について確認したい。 

【回答】 

① CNCA 発行の実施規則に記載されている認証範囲の確認 

② AQSIQ/CNCA 発行の 2002 年 60 号通知の HS コードリストの確認 

③ 製品の特性（性能・特徴）と評価する規格で判断 

④ 通常は①②の方法であるが、それでも判断できない場合は③で判断する。 

⑤ それでも難しい場合は、専門家グループに資料を提出して判断してもら

う方法もある。 

 

【質問】無線 LAN 機器について、政府調達品だけが CCC マーク制度の対象と理解して

いるが正しいか？ 

【回答】 一般に強制対象品目は CCC マーク制度の認証を取得しないと生産・販売がで

きないことになっているが、今回発表された政府調達の無線 LAN 製品は、政

府調達に参加しない場合は強制的に CCC マーク制度の認証を取得する必要は

ない。ただし、無線 LAN 製品の CCC マーク制度の認証取得を推進するために

実施している。取得の目的・メリットは以下と考える。①政府調達に参加で

きる。 ②国民の意識に無線 LAN の CCC マーク制度の認証が可能であること

を喚起する。 

 

【追加質問】例えば、情報機器の CCC マーク制度の認証を取得済のノート PC に、無線

LAN 機能を追加して政府調達に参加する場合、どのような申請手順になる

か？取得済 CCC 認証の書き換えですむのか、それとも新たな認証書が発行さ

れるのか？ 

【回答】通知が発行されて間もないこともあり、具体的な取り扱い実績がまだないが、

情報機器から無線 LAN へ認証が変わる場合はマークも「CCC+S&E」から
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「CCC+I」に変える必要がある。申請の際、すでに「CCC+S&E」取得済製品で

あることを申告してもらえれば、その結果はそのまま認める。 

 

【追加質問】基本的に ITE を扱っている試験所であれば、無線 LAN の CCC マーク制度

の認証のための試験は可能と考えればよいか？ 

【回答】従来 ITE の試験を行ってきた試験所は無線 LAN の試験はできないので、無線

LAN 機能部分のみすでに発表されている指定試験所で試験を行う。 

 

【追加質問】その試験所は CQC 傘下の試験所か、情報通信部傘下の別組織の試験所

か？ 

【回答】CQC と契約している試験所である。 

 

【追加質問】CQC に申請すれば試験してもらえるのか 

【回答】2 つの方法がある。 

① 全て CQC を窓口にして、ITE 試験所と無線 LAN 試験所へのそれぞれの委

託を CQC がまとめる。 

② メーカー側がそれぞれの試験所へ委託試験を行い、試験レポートをそろ

えてから CQC や他の認証機関に申請する。 

（無線 LAN の実施規則に記載されている方法は②である） 

 

【追加質問】申請から認証までの期間はどれくらいか 

【回答】申請の前に中国の無線 LAN の基準をクリアするため、中国の関係部門と契約

して WAPI ライセンスを取得する必要があるので、これがクリアされているこ

とが前提である。無線 LAN の認証期間については記憶していないが、実施規

則に規定されているはずである。試験レポート完了後に CQC でかかる日数に

ついては、従来の ITE 等と同じである。 

 

【質問】無線 LAN 製品は、2月 1 日からは CCC マーク制度の認証が無いものは政府機

関による調達から排除されるとの認識で正しいか 

【回答】無線 LAN 製品の CCC マーク制度の認証の申請受理を開始する日が 2月 1日で

あると認識しており、政府調達品の入札の資格が無くなったという意味では

ないと思う。 

 

【質問】改定された適用規格の、CCC マーク制度の認証製品への適用・再評価要求に

関して確認したい。必ず再申請・再評価が必要になるのか？ 適用規格の改定

に伴って、工場検査時に期限切れといわれ、急に書き換えが必要となること

がある。 

【回答】 規格が改訂されたら必ず更新申請は必要である。ただし、規格の改訂内容に

より、試験が必要な場合と書類審査で更新できる場合もある。 

 

【追加質問】昨年の通知では、取得済認証書の規格が更新された場合は、次回のフォ

ローアップまでに更新しないと認証が取り消されるという内容であった。実

際にフォローアップまでに間に合わないというケースが発生しているので、

期限について見解をお聞きしたい。 

【回答】先ほどの回答は自動車関係の規格についてであり、他のカテゴリーは異なる

可能性もあるが、通知の意図は、できるだけ新規格の施行前にメーカーに取
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得済 CCC 認証書の更新をするようにという主旨である。GB 規格の実施日と

CCC マーク制度への適用日は同じではない。CNCA が発行する通知に従うこと。

試験の要否は CQC が判断します。 

 

【追加質問】上記の回答中の「CNCA が発行する通知」の中に試験の要否について記載

するのか？ 

【回答】現在の通知の中にも、いつから必要か、どうやって実施するかを記載してい

るが、個別の製品に対しての試験要否の判断は、申請者から相談を受けるか、

申請を受理した際に CQC が判断する。CQC は更新申請の手続きの中で  

①取得済の CCC マーク制度の認証でその製品が評価された内容 

②新旧規格の相違点評価内容 

③その製品が相違点評価の対象になるか 

について、少なくとも 1 回は検討して判断するので CQC に確認してください。 

 

【追加質問】規格改訂があった場合に、メーカーとしても情報入手次第、可能な限り

速やかに対応することは大前提である。しかし、季節商品は、更新対応でき

るタイミングが生産にあわせた時期になってしまうため、次回の定期工場検

査までに対応できない事が起こる。そのため、「次回の工場検査まで」とい

う規定をもっと柔軟に運用してもらうことは可能か？ 

【回答】状況は理解できる。しかし、フォローアップ検査の期間が実施規則で決めら

れており、年 1回は必要である。工場側で特別な事情がある場合は検査員に

説明してもらえれば、考慮するが、期間については考慮の余地はない。 

 

【追加質問】フォローアップ検査の頻度を延ばしてほしいという事ではない。設計変

更や材料手配等で製品の規格更新対応が間に合わない場合があるので、厳格

に認証取り消しを行わず、柔軟に運用してほしいということである。 

【回答】もちろん、季節商品等の事情は理解するが、仮に製品を生産しなくても、製

品に関する技術文書などシステム上で変更を行うことは可能だと思う。新規

格の実施日以降に生産する製品は、新規格に対応した製品であるべきである。 

 

【追加質問】フォローアップ検査では技術文書などシステム上の確認もあるが、製品

の一致性の確認が重要である。しかし、今の回答では柔軟に考慮する余地は

全くないということになるのか？ 

【回答】生産・出荷と規格の実施日のタイミングにもよると思う。例えば、新規格の

実施日以降に生産する製品は必ず新規格に適合する必要があるが、実施日の

前に生産した製品は古い規格でも問題ない。 

 

【追加質問】規格変更はメーカーの都合ではなく、中国側の都合である。実施日以降

の生産にはもちろん新規格を適用するが、次回のフォローアップ検査までに

取得済の CCC マーク制度での認証書の更新が間に合わない事を問題にしてい

る。 

【回答】確かに、通知の文面をそのまま受け取ると、仮に今日通知を受け取り、明日

フォローアップ検査に来たとしても、取り消しが通告されるような解釈もで

きる。しかし、規格の実施日と CCC マーク制度での適用開始日は同じではな

い。 
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① 標準化管理委員会(SAC)の規格の公布日から実施日までの期間（数ヶ

月） 

② CNCA が規格の実施日から CCC マーク制度の適用開始日の期間を別途設

定（数ヶ月） 

つまり、新規格が公布されてから CCC マーク制度に適用されるまではかなり

の時間があるので、規格の公布状況を把握していれば、間に合うはずである。 

 

【追加質問】そこまではっきりしているのであれば、フォローアップ検査までに更新

を要求する公告の意味はどんな拘束力を持つのか？発行日と実施日の設定だ

けで十分ではないのか？業界は非常に混乱している。 

【回答】お互いに誤解があるかもしれない。具体例として、CNCA から 2006 年 3 月ま

でに更新を要求する通知が出たとする。これはひとつの期限であり、本当は

最後である。ただし、認証機関は工場検査に行かないと、工場が本当に更新

したかどうかがわからない。仮に 2006 年 10 月に次回フォローアップがある

として、本来 2006 年 3 月までに更新を完了しなければならないが、2006 年

10 月のフォローアップ検査までに更新すればよいので、猶予期間が増える方

向であるというのが通知の主旨である。 

 

【質問】自動車関連の適用規格と国際規格の相違点に関して確認したい。どの程度の

相違があるのか？ その相違点の確認方法は？ 

【質問補足】最新版の ECE 規格で設計された製品を CCC マーク制度の認証のための申

請をする場合、旧版の ECE 規格を元にした GB 規格とではどれくらいの相違点

があるのか？また、相違点については、相談次第で最新版の ECE 規格の方を

認めてもらえるか？ 

【回答】最新版 ECE で設計された製品でも、旧版 ECE による GB 規格の要求を満足して

いれば、設計変更の必要はない。むしろ、一般に旧規格より新規格の方が安

全性は厳しくなるので、適合しやすいのではないか。 

 

【追加質問】例えば、旧規格で 10cm だったとして、新規格では安全上 12cm にしたが、

旧規格ではあくまでも 10cm なので NG になるようなことはあるのか？ 

【回答】具体的にはそれぞれの判断になると思うが、基本的には安全性が良くなる方

向であれば認める。仮に欧州の事情で 12cm であるが、中国の事情で 10cm で

ある場合には 10cm が必要である。欧州と中国では道路状況も違うので、本当

に良いかどうかは、具体的な案件があれば、専門家または技術者が検討する。 

 

【質問】インドネシア、フィリピンなどへの初回工場検査は、代行機関が行なうケー

スがあるようだが、米国、ヨーロッパの工場に対しては、代行機関による初

回工場検査を行なっているか？ 

【回答】タイ・マレーシアについては、CQC が中国から直接検査員を派遣している。

フィリピンなど政治要因で危険度が高いなどの理由で、一部は香港の CIC に

委託することはある。米国・欧州で海外の認証機関に代行を委託することは

ない。 

 

【質問】初回工場検査を海外の機関に委託する国は決まっているか？それはどのよう

な基準で決められているか？ 
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【回答】委託する国と地域は台湾とフィリピンぐらいである。これらの国の CCC マー

ク制度の初回工場検査は香港 CIC へ委託するが、CQC 任意認証の初回工場検

査の場合は CQC と MoU を結んでいる海外の認証機関へ委託することがある。 

 

【質問】初回工場検査の日本の機関への検査委託の方針を確認したい。 

【回答】CCC マーク制度ののフォローアップ検査および CQC 任意認証の初回工場検査

は、すでに日本の機関へ委託している。CCC マーク制度の初回工場検査につ

いては、いろいろ規定があるので、今のところ委託していない。今後につい

て今後の状況により判断する。日本の初回工場検査の場合、CQC の韓国サブ

センターから検査員を派遣することもすでに可能である。 

 

【質問】通知などの CNCA からの連絡方法を確認したい。 

【回答】CNCA と CQC の間には、確実な連絡手段がある。基本的には文書である。一部

の重要な CNCA からの通知は CQC のホームページまたは文書で関連部門または

企業に連絡することもある。  

 

【質問】初回工場検査、定期工場検査のプライスリストを入手したい。（宿泊費、食

事費、検査費用、フライトフィー、交通費など） 

【回答】検査費用は規定で決められている。宿泊費、食事費、フライトフィー、交通

費などは、それぞれのケースで実費を清算する。CQC が値段を設定したわけ

ではなく、他の政府部門が決めた値段に従って実行するのみ。 

 

【追加質問】日本の初回工場検査の場合、宿泊費は検査員 1名 1泊あたり日本円で

\9,000 までは支払うと聞いたが、そういう規定はあるのか？ 

【回答】中国の公務員が海外出張する場合の規定があり、今のところ日本は\9,000 で

ある。それを超えた金額は企業に負担をお願いする。これは中国外務省の内

部資料である。日本以外も各国のリストがある。 CCC の初回工場検査はビ

ジネスではなく、ある意味では国が決めた法律を実施するという立場で派遣

しているので、国で決められた値段で運用している。 

 

【質問】CCC マーク制度の申請費用及び認証維持費用のプライスリストを入手したい。 

【回答】CQC のホームページに掲載してある。 

 

【質問】CCC マーク制度の認証のための試験サンプルにおいても通関で CCC マーク制

度の認証の要求は行なわれるのか？その要求を避けるための方法を確認した

い。 

【回答】 もちろん CCC マークは必要ない。試験が通らないとマークは発行しないので

要求しない。CQC のホームページで公表している住所に規定に基づいてサン

プルを送れば輸入できる。 

 

【質問】CQC の任意認証制度の法的位置付けを確認したい。 

【回答】CQC ロゴは登録商標であり、中国の法律で保証されている。CQC 任意認証は、

中国認証認可条例に基づいて作った認証制度であり、CNCA に関係資料を提出

して認められた認証制度である。 
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【質問】CQC と二者間のデータ受け入れの契約を行なっている機関があれば確認した

い。また、日本の機関との 2社間契約の可能性について確認したい。 

【回答】 欧州では VDE、 TUV-PS、 ASTA、 BEAB や、日本の複数の機関と契約を進めて

いるが、今のところ公表できない。 

 

【追加質問】ここで言うデータとは、何を指すのか？またどのような契約なのか？ 

【回答】試験データの受け入れは CQC 任意認証が対象である。CB は受け入れる。（こ

れは 2社間ではない）。工場検査データは受け入れではなく委託である。委

託した検査結果を認めるということである。 

 

【質問】生産中止となった CCC マーク制度の認証取得製品の CCC 認証書の処置方法に

ついて確認したい。中国での販売完了するまで維持する必要があるか？ 

【回答】 基本的には中国へ輸入する時点で認証書の有効性を確認するため、輸入が完

了するまでは維持すべきである。輸入が完了すれば認証を取り下げしてもか

まわない。中国市場に入った後は管理しない。 

 

【質問】今後、予定している CCC マーク制度の対象品目を確認したい。 

【回答】 CNCA の WEB サイトを確認すること。 

 

【質問】追加品目の公表から管理開始までの期間について確認したい。（初回工場検

査を含めると 6ヶ月程度の期間では取得できない場合があると思われる。） 

【回答】 基本的に WTO の要求にしたがって実施の 1 年半前に公表しており、各国の

WTO で情報入手が可能だと思う。正式発表から強制実施まで一般的に 1年間

の猶予期間がある。 

 

【質問】明らかに CCC マーク制度の非該当製品における、通関上のトラブルの対処策

について確認したい。 

【回答】本来は CQC の仕事ではないが、顧客の立場に立って、協力できることは協力

する。何らかの証明や技術判断の対応が可能。強制品目もたくさんあり、税

関が発表した HS コードの中でも対象品目の判断が難しいものもある。証明レ

ター発行は、状況による。必ず出せるわけではない。 

 

【質問】 毎年更新される HS コードに対する、CCC 適用範囲リストの更新に関して確

認したい。（60 号通知が更新されていない。） 

【回答】CNCA/CQC では毎年 HS コード表を更新しているが公表はしていない。理由は、

2002 年発表の（60 号通知）HS コードリストは税関のシステムで認識してい

るが、更新したリストは税関のシステムと相性が悪く、認識していないので、

内部資料として管理している。 

 

【追加質問】公表するのは問題があるのか？ 

【回答】毎年年初に CNCA が各認証機関を集め、HS コード表の修正を行っているが、

公表していない。CNCA が公表すれば通関での問題も無くなり、はっきりする

が、今のところ正式に公表できる段階ではない。 

 

【質問】企業における、正確な CCC マーク制度の該非判断方法に関して確認したい。 

【回答】 以下の方法 



 84

① CNCA 発行の実施規則に記載されている認証範囲の確認 

② AQSIQ/CNCA 発行の 2002 年 60 号通知の HS コードリストの確認 

③ 製品の特性（性能・特徴）と評価する規格で判断 

で判断を行い、問題点があれば CQC の担当部門またはエンジニアに確認する

こと。 

 

【質問】一般的な CB 適用規格と CCC マーク制度の適用規格が異なることについて確認

したい。（デジカメ用アダプタの場合、一般的には ITE 機器、しかし CCC で

は AV 機器） 

【回答】 アダプタを CB でどの規格で評価するかについては、使用する製品の規格に依

存する。一般に家電：IEC60335、ITE：IEC60950、AV：IEC60065 になるが、

IEC60950 や IEC60065 の規格書で、デジカメがどちらに属するかは明確にな

っていない。海外の認証機関でデジカメを ITE：IEC60950 と判断していると

ころもあるかもしれないが、中国の判断として、AV：IEC60065 の中にデジカ

メの記載はないが、少なくともビデオカメラは明記されているので、これに

近い品目として判断している。ただし、CCC マーク制度ではデジカメは対象

外のため、アダプタを CCC マーク制度の認証のための申請をする際に、使用

される製品を説明しないため、適用規格の問題が起こるのではないか。使用

製品を「ノート PC 用のアダプタ」などとはっきり説明すれば、ITE の適用規

格になる。 

 

【追加質問】アダプタを「デジカメ用」として申請する場合はどの規格になるのか？ 

【回答】「デジカメ用アダプタ」と明記する場合は、申請自体を受理しない。携帯電

話用アダプタも同じで、明記すれば受理しない。 

 

【追加質問】AC アダプタについて業界で問題がある。 

デジカメと同梱され、外装箱にデジカメと表示されている場合、そのアダプ

タは対象外であるという確認をしており、CCC マークなしでの販売を続けて

いた。しかし、アフターサービス用修理品としてアダプタ単体で輸入しよう

としたところ、何度もデジカメ用と説明したにもかかわらず、CCC マークが

ないので輸入できないと止められ、大問題になったことがあった。そういう

場合に CQC に助けを求めることは可能か？ 

【回答】他のメーカーでは、用途は説明せず、汎用または ITE 用アダプタとして CCC

申請し、認証取得しているケースがある。また、明らかに CCC マーク制度の

対象外の製品であれば、CQC 任意認証を取得する方法もある。助けようと思

っても助けられない。重要なポイントは、CCC 認可発行したアダプタでも、

出力端子は他の機器に流用できる可能性があるため、用途が限定できず、CQC

でも保証はできない。 

 

【追加質問】他の製品につながらないような構造であれば良いのか？メーカーの意思

として明確に「デジタルカメラ用アダプタ：モデル名●●」と指定し、流用

されないようにメーカーとして最大限の努力をしている。実際にどう使われ

るかについて、10 数億の人々にどうコントロールするのか？ 

【回答】 それは本当に難しいことである。いくら表示しても、流用できないとは言え

ない。 
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【追加質問】その問題を全てメーカーに責任を押し付けるのは間違いではないか？メ

ーカーも消費者に対して最大限できることをやっている。 

【回答】 もし何か問題があり、CQC ができることであれば協力する。 

 

【追加質問】もう 1 点の AC アダプタの問題 

ポータブル DVD プレーヤー用 AC アダプタを DVD プレーヤーに同梱する場合。

いずれも明らかに CCC 対象品目であり、DVD 本体・AC アダプタどちらに CCC

マークを表示するか認証機関に確認しながら進め、結果として DVD 本体に

CCC マークを表示し、アダプタは同梱するため CCC マークを表示しないこと

にし、DVD プレーヤーの認証書にアダプタのモデル名を記載した CCC 認証書

を取得した。しかし、ある日突然、同梱のアダプタにも CCC マークの表示要

求があり、業界は大混乱をしている。 

【回答】これも CCC マーク制度の流れの中で変わってきた問題である。当初は確かに

本体と一緒に試験を受ければ、セットで認証され、本体の CCC マーク表示の

みで認められていた。しかし、工場検査やフォローアップで問題が出て来て

いる。DVD プレーヤーとアダプタメーカーは全く違う会社である場合が多い

ため、DVD プレーヤの工場検査に行っても、工場が違ったり、海外から輸入

している場合もあり、アダプタの確認ができない。そこで専門家が検討した

結果、実施規則の中で ITE と AV はそれぞれアダプタが単独で対象品目である

ため、単独にできるという結論になった。ただし、携帯電話などは、実施規

則にセットで評価すると明確に書かれているため、携帯電話に CCC マークが

あれば、アダプタはマーク不要ということになっている。これらは実際の工

場検査において発生した問題により変更された内容である。 

 

【追加質問】運用が変わった場合、関係各機関や申請者が早く変更に対応できるよう、

早い通知をしてほしいということである。 

【回答】把握している情報では、ほとんどのメーカーは理解してアダプタ単独で CCC

取得しているが、何らかの特殊事情でアダプタ単独の CCC マーク制度の認証

を取得していない例もあるが、わずかである。 

 

【追加質問】運用変更についての通知がを出されるのですか 

【回答】今回のケースはあくまでも特例なので、特別に許可したいきさつがあるので、

これを問題にして全体に広げることはできないので何とか理解してもらいた

い。CQC は 1社 2 社の特定のモデルに OK を出した結果に対し、通知を発行す

ることはない。 

 

【質問】認証機関における、評価方法、申請処理、技術判断などにおける疑義への対

応方法について確認したい。（日本では十分なマージンを持っているにもか

かわらず、CCC マーク制度の認証のための試験において不合格になるなど） 

【回答】 確かに技術判断や試験にはバラツキがある。同じ試験所でも場所が違えば試

験結果が若干違うことや、特に EMC では日本で測定して OKなのに、中国で測

定すると NG になることもある。ただし、その場合は技術的に何が違うか申請

者・試験所・認証機関が打ち合わせを行い、検討することが大事である。ど

うしても結果がまとまらない場合は、CQC のクレーム処理手続きもあるので、

いつでも受け付けます。決められたルールで対応します。 
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【追加質問】CQC に申し入れればよいのか？ 

【回答】CQC はクレーム処理はいつでも受け付けます。もちろん製品の最終目的とし

ては、一般消費者に安全に製品を提供することにあるので、技術交流やどこ

に問題があるかを発見することが重要である。CQC 以外にも CNCA や他の認証

機関にも問題提起することは可能。 

 

【質問】申請費の前納制に関して確認したい。入金確認前に認証発行可能か？ 

【回答】 CQC は全てのメーカー・申請者を公平に扱うつもりであるが、一部に申請費

用の支払能力や信用度が低いメーカーが存在しているため、CQC で入金確認

できないと認証書を発行しないケースもあります。逆に未納がなく、入金が

良好で信用度が高いメーカーには、入金確認前に認証書を発行することもあ

ります。 

CQC の全ての認証部門が入金確認前の認証書発行をするわけではない。季節

商品等で認証期間が厳しい製品については、事前に認証書を発行することも

考える。 

 

【追加質問】契約書のようなものがあるのか？ 

【回答】契約する方法もあるが、誰でもできるわけではない。まず CQC の経理部門・

申請受理部門が信用度を判断して問題なければ可能。 

 

 

CQC サンプル通関部門への聞き取り調査 
 

【CQC 発言】CQC がサンプル通関を委託しているところは 2ヶ所ある。 

① 航空便：CNCA を通して北京空港の税関と契約している。電気電子製品

など 

② 船便：天津港の海運業者に委託している。大型製品、自動車、医療機器

など 

 

【質問】通関におけるトラブル事例を確認したい。 

【回答】① 明確に「試験サンプル」と書く必要がある。 

② 試験所名、サンプル数量を明記する。 

③ 金額を正しく書くこと。一部のメーカーは、試験サンプルのため価値がな

いとしたり、極端に価格を低くしたりしているので、実際の価格を正確に書

くことが必要である。 

 

【質問】対象外確認は、通関業者で実施できるか？その場合に必要な資料、情報は何

か？免除申請は通関業者で実施できるのか？その場合に必要な資料、情報は

何か？ 

【回答】上記 2件は、CQC が業者に委託した範囲の中に含んでいないので回答できな

い。 

 

【追加質問】申請者側から依頼する際の方法や手順について書かれたものはあるか？ 

【回答】CNCA と税関がサンプルを考慮し、特殊な通関を行っている。方法･手順は、

CQC のホームページに掲載してある。 
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【質問】CCC マーク制度の認証のためのサンプルは指定の通関業者を使用しなければ

ならないのか？ 直接試験所へ送付できないのか？ 

【回答】 全てではなく、きちんと手続きが必要な場合は指定の通関業者を使う。 

小型の製品などは、DHL のような国際宅配便で送り、簡易通関することがで

きる。一部の試験所は輸入ライセンスを持っており、直接通関できるところ

もある。 

 

【質問】スペアパーツなどの免除申請あるいは対象外確認申請の方法に関して確認し

たい。 

【回答】CQC が業者に委託した範囲の中に含んでいない。一般的には輸入者が地方の

出入境検験検疫局に確認して手続きする。この質問内容に関連したガイドな

いしは説明は、CQC のホームページに掲載してある。通関業者の社名・住所

は、まとめて連絡する。 

 

 

 

6-4) CCAP（自動車認証センター） 
 

日 時：平成１８年２月１５日（水） １４：００～１８：００ 

場 所：CCAP（自動車認証センター）会議室 

出席：自動車認証センター 主任 教授 高級工程師、他 4 名 

 
 
訪問先機関についての背景情報 
正式名称：自動車認証センター China Certification Centre for Automotive 

Products 

場所 ：北京市西城区宣武門西大街乙 97 号尚座大厦四層 

床面積：CCAP 本部事務室 564.4m2、北京中国自動車寰宇自動車検査センター37000 

m2 

総人数：専任従業員 47 名  

うち研究員クラス高級従業員 4 名 

高級従業員 16 名 

兼職の審査員 100 余名（大手自動車メーカー管理職と CCAP の OB） 

 契約試験所：29 箇所 

 直属試験所：北京中国自動車寰宇自動車検査センター 

・ 敷地面積：37000m2 

・ 自動車、オートバイの CCC マーク制度の検査項目を行うことができる自動車修理

検査棟、ライト試験室、シートベルト検査室、強度試験室を有するライト安全検

査棟の建設プロジェクトがある。 

・ 現在、自動車照明器具、オートバイ照明器具、自動車レトロリフレクター、車内

装飾材料等の製品認証検査能力を備え、CNCA2005 年第 33 号公告において強制的

認証検査実験室に指定されている。 

研修棟の建築面積：5334.8m2 
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聞き取り調査 
【質問】申請受付時の認証機関での対象該非確認方法について確認したい。 
【回答】 

1. CCAP が製品に対して CCC マーク制度の認証範囲内であるかどうかを判断する

根拠 
・CNCA が発布する実施規則（CNCA2005 年第 28 号公告）： 

各実施規則の第 1 部分「適用範囲」を参照のこと。 
・公告において依拠する国家標準 

CCAP は実施規則の規定範囲に厳格に従い、申請製品に対して識別と認証の実

施を行う。企業の製品が CCC マーク制度の認証範囲内にない場合、CCAP は識

別後、CCC マーク制度の認証が必要でない製品を分離し、そのことを企業に告

知する。 
2. 企業は CNCA 実施規則の付属文書 1 の要求事項に従い、以下の製品認証申請資

料をそろえて CCAP に送付しなければならない。 
・申請認証製品明細票 
・製品説明 
・製品写真 
・必要な製品図面 

CCAP は上記の企業が提出する製品資料に対して識別を行い、CCC マーク制度

の認証が必要でない製品を分離し、申請製品のユニットを区分する。 
3. CCAP の顧客製品識別過程 
（1）受理した技師がユーザーの提出した製品技術資料に従って識別を行う。 
（2）検査部が申請製品のユニットを区分する。 
（3）製品の識別について疑問のあるときは技術部に回して識別、確認を行う。 
（4）必要なときは、CCAP 専門家グループに回して確認を行う。  
（5）製品の識別については顧客の意見をまじめに聞き、随時話し合いを行って認識

を統一する。 
 
【質問】追加された CCC マーク制度の対象品目の英文実施細則は発行されているか？

入手方法は？ 

【回答】現在、ホームページでは中国語の実施規則のみを掲載しており、CNCA は英語

の実施規則を公布していない。中国語版は CCAP ホームページまたは CNCA ホ

ームページを参照されたい。 

 ・CCAP ホームページ：http://www.ccap.org.cn 

・CNCA ホームページ：http://www.cnca.gov.cn 公告欄を開く。2005 年第

28 号公告を参照する。 
 
【質問】改定された適用規格の CCC マーク制度の認証製品への適用・再評価要求に関

して確認したい。必ず再申請・再評価が必要になるのか？ 

【回答】認証規格に変更があった場合： 

1. CCAP はただちに変更要求を認証獲得企業に通知する。 

2. 規格の変更が検査項目の変更に関わる場合は、CCAP は新しい規格の変更

内容に従って全部または一部の新しい検査項目を追加しなければならな

い。 
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3. 規格の変更によって工場生産および検査条件（生産技術、設備、検査設

備）に変化が生じる場合、CCAP は工場に対し新旧規格の異なる部分につ

いて補充審査を行う。    

4. サンプル検査および工場審査がいずれも新規格の要求事項に適合する場

合、CCAP は新規格に従って認証証書を交換する。 

5. 旧規格に従って認証を獲得した製品については、新規格の実施後、次回

の監督検査の前に、規格変更の確認作業を行うことができる。 

6. 企業の負担を減らすために、CCAP はできる限り認証変更を通常の監督検

査または製品項目拡大と合わせて行う。   

 

【質問】初回工場検査の日本の機関への検査委託の方針を確認したい。 

【回答】現在、日本の機関に委託する方針はない。アメリカ、ヨーロッパの工場に対

して検査を行う代理機関はまだない。 

 

【質問】以下のプライスリストを入手したい。 

• 初回工場検査、定期工場検査のプライスリスト（宿泊費、食事費、検査

費用、フライトフィー、交通費など） 

• CCC マーク制度の申請費用のプライスリスト 

• CCC マーク制度の認証維持費用のリスト 

【回答】以上 3項目は添付の「CCC 認証費用徴収リスト」を参照のこと。 

   CCAP は費用徴収標準の規定に厳格に従って徴収を執行する。 

 

【質問】CCC マーク制度の認証のための試験サンプルにおいても通関で CCC マークの

要求は行なわれるのか？実質不可能。その要求を避ける為の方法を確認した

い。 

【回答】税関総署は強制的認証機関が CCC マークを付けていない検査用サンプルを輸

入することを許可しているので、サンプルの検査が必要なときは、CCAP は契

約書において企業とサンプル送付方式を定めることにしている。 

 

【質問】改定された GB 規格の CCC マーク制度の適用開始時期を確認したい。GB 規格

表紙上の実施開始日と CCC マーク制度の適用開始日は同じであるか？ 

【回答】同じとは限らない。CCC マーク制度の認証の実施開始時間は CNCA 公告に従わ

なければならないが、公告においては一般に CCC マーク制度の認証の開始時

間と最終強制執行時間を規定しており中間の過渡期には企業は新規則または

新規格に従って準備を行うことができる。    

 

【質問】自動車関連の適用規格と国際規格の相違点に関して確認したい。どの程度の

相違があるのか？ その相違点の確認方法は？ 

【回答】CCC マーク制度の認証が採用する国家規格においては、大部分がヨーロッパ

の ECE 規格をそのまま採用するか、大枠で採用するか、または修正して採用

し、一部アメリカの FMVSS 規格を含んでいる。実際の規格の違いは実際の規

格の「序文」を参照のこと。新たに改訂された規格はすべてその序文で採用

した国際規格の番号、名称、採用または未採用部分、採用方法（そのまま採

用したのか、大枠で採用したのか、または修正して採用したのか）、採用時

に修正した部分または異なる部分等を説明してある。 
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【質問】CCAP と二者間のデータ受け入れの契約を行なっている機関があれば確認した

い。又、日本の機関との 2社間契約の可能性について確認したい。 

【回答】目下、そのような機関はない。平等互恵の原則に基づき、認証または検査の

結果を相互に認めることは政府機関間または政府が承認する二者間もしくは

多角間契約の基本である。たとえば、IEC 中国国家委員会は国際電気技術委

員会電気製品安全認証組織 IECEE CB システムの成員であるので、中国 CCC 認

証は IECEE CB システムの成員組織の CB 証書および検査報告を承認している。 

当センターは国際的な相互認証の早期実現を強く望んでいる。 

  

【質問】生産中止となった CCC マーク制度の認証取得製品の CCC 認証書の処置方法に

ついて確認したい。中国での販売完了するまで維持する必要があるか？ 

【回答】 

（1）企業が CCC マーク制度の認証獲得製品の生産を停止したときは、ただちに

認証機関に通知し、認証機関に製品の在庫数量および販売終了予定時間を知

らせなければならない。 

（2）一部の時効性の強い在庫製品に対して定期的に抜き取り性能検査を行い、

製品が標標準に適合していることを確認する場合を除き、その他の製品およ

び工場の検査は行わない。販売が終了するまで証書は有効であるが、企業は

販売終了後ただちに認証証書を無効にしなければならない。 

（3）製品の生産が停止されてから、標準が変更され、新標準が実施される前に

出荷されて、市場に出た認証獲得製品は、新標準にしたがって改めて認証証

書の確認と交換を行う必要はない。 

 

【質問】今後、予定している CCC マーク制度の対象品目を確認したい。 

【回答】現在、追加予定の CCC 製品目録はない。CCC 認証製品目録の拡張は国家認証

認可監督管理委員会（CNCA）が決定するが、目下のところ、当センターはこ

の方面の計画や情報を得ていない。 

 

【質問】追加品目の公表から管理開始までの期間について確認したい。（初回工場検

査を含めると 6ヶ月程度の期間では取得できない場合があると思われる。） 

【回答】新たに追加される CCC 製品目録の公布から正式に実施されるまでの期限は、

CNCA が製品認証の技術的準備に必要な周期によって決定される。たとえば、

今回の 13 種類の自動車、オートバイ部品の CCC 製品目録は、認証が依拠する

標準はすべて現行の国家標準で、新しい標準の要求はないので、2005 年 12

月 1 日から公布ならびに認証の受理を開始し、中間に 1 年の過渡期間を設け、

2006 年 12 月 1 日から正式な実施を開始する。 

 

【質問】明らかに CCC マーク制度の非該当製品における、通関上のトラブルの対処策

について確認したい。 

【回答】CCAP の認証企業がこのような問題に遭遇したときは、CCAP は中国の税関に対

して説明を行い、問題解決を図るために協力する 

 

【質問】毎年更新される HS コードに対する、CCC 適用範囲リストの更新に関して確認

したい。（60 号通知が更新されていない。） 

【回答】CNCA に対して事実を確認したところ、2005 年に新たに組み込まれる強制的認

証の 13 種類の自動車部品については、CNCA は HS 番号を出す文書を発送して
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いない。CNCA がこのような文書を公布すれば、当センターは必要な企業に提

供する。 

 

【質問】申請費の前納制に関して確認したい。入金確認前に認証発行可能か？ 

【回答】CCAP は企業の要求を十分に考慮しているので、特殊なケースについては、企

業の要求があれば、事前に証明書を発行することができる。 

 

 

 

6-5)  上海 SIQ（上海出入境検験検疫局） 
 

日 時：平成１８年２月２１日（月） ０９：３０～１２：００ 

場 所：上海出入境検験検疫局会議室 

出  席：上海出入境検験検疫局 認証管監処 処長他 3名 

 

訪問先機関についての背景情報 
正式名称：中国上海出入境検験検疫局（Shanghai Entry-Exit Inspection And 

Quarantine Bureau of the People’s Republic of China） 

場所：上海市民生路 1208 号 

総人数：上海で約 1,500 名 

その他情報 

• 4 つの技術センター 
① 動植物および食品 
② 工業品および原材料 
③ 機電製品 
④ 上海国際旅行衛生保健 

• 11 ヶ所の支局（空港・港湾にもある。検査犬も配置されている。） 
• 上海港での輸出入商品検査と、出入国者の衛生検疫を担当している 
• 中国輸出入商品検験法により、輸入品の検証も出入境検験検疫局の業務である 
• 今回の訪問目的である CCC マーク制度の認証などの検証も出入境検験検疫局の業

務のひとつである 

• 出入境検験検疫局は認証機関ではなく、行政の執行機構である 
  
調査団より今回の調査の背景と目的を説明した。 

 

【SIQ の発言】 

すでに CNCA を訪問されたと思うが、CCC マーク制度の認証については上海出入境

検験検疫局より CNCA が優先する。もしこちらの解釈が違っていたらその内容を教え

てほしい。 

 

 

聞き取り調査 
【質問】出入境検験検疫局と税関の関連について確認したい。日本では一般に通関は

1つの組織で、1回の手続きで全て終わるという認識があるが、中国では違う

と聞いているので、その辺の関係をお聞かせ願いたい。 
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【回答】この質問については CNCA でも説明を受けたと思うが、 

• 税関と出入境検験検疫局は独立した別の政府組織である。 

• 出入境検験検疫局は、国家質量監督検験検疫総局(AQSIQ)に属している。 

• 税関は税関総署に属している。 

• 税関総署と AQSIQ は、それぞれ中国国家国務院直轄の正部クラスである。 

• 税関と出入境検験検疫局は、地方ではお互いによく協力しあっている。ただし、

地方でもそれぞれ独立した部門である。 

日本の農林水産省と税関の関係と同様と思われる。 
 
【質問】CCC マーク制度の認証取得

製品であるか否かの確認方

法を確認したい。全国共通

の DB の存在、確認される

項目(モデル名。 CCC マー

ク。) など。 

【回答】 
1) 出入境検験検疫局で、まず申

告を受け付ける。出入境検験

検疫局は法律に基づいて検査

を実施するが申告の過程の中

では実物を見ていない。 

2) 次に税関申告手続きとして

CCC 認証書のコピーを提出

(右下写真窓口参照)。 

3) 商品輸入（通関）後、出入境

検験検疫局は製品に CCC マー

クが貼ってあるかをチェック

する。 

4) CNCA の WEB サイトに最新の

CCC 認証書のデータベースが

ある。出入境検験検疫局検査

員が、このデータベース上で

その製品のモデル名や規格を

確認する。 
5) もし確認の結果、申告された

情報と登録情報が一致しない

場合は、認証を取得していな

いと判断し輸入を拒否する。

中国認証認可管理条例によると、製品は認証を取得し必要なラベルを表示して

輸入することができるとされている。 
 

【追加質問】商品が入ってくる時に、出入境検験検疫局では CCC マーク制度に関する

チェックだけを行っていると考えればよいのか？ 

【回答】他にもある。例えば、日本からの貨物では、梱包材に対して木材証明がある

かどうかを確認する。また、他にも法で定められた検査リストがある。この
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法律に基づいた検査目録にリストされた製品は中国の技術法規に基づいて検

査する。検査で合格した後に輸入ができる。  
 
【追加質問】書類と現物のチェックを行うのは、税関ではなく出入境検験検疫局の方

が直接見るのか？ 
【回答】出入境検験検疫局の担当者が直接確認する。 
 
【追加質問】もう一度確認するが、輸入する際に、通関の申告を税関に対して行い、

その際に CCC 認証書を添付して申告するということでよいか？それとも、あ

らかじめ事前に出入境検験検疫局に申請するのか？ 

【回答】方法について説明する。原則として、先に検査を受け、その後に輸入通関の

手続きを行う。 
①  出入境検験検疫局に商品検査申告を行い「通関単」を発行する。 
②  「通関単」を使って税関申告を行う。 
③  税関手続きが終わったら出入境検験検疫局が、その後に商品検査を行う。 
④  一部、検疫関係の業務は税関をパスする前に出入境検験検疫局が行う。 
⑤  もし出入境検験検疫局が商品の輸入を拒否すれば税関申告することはできな

い。 
 

【質問】CCC マークが貼付された製品への確認事項について確認したい。認証書の提

示を要求するか？マークの確認だけか？ 

 【回答】この質問についてはすでに説明したが、 
① 認証書のコピーを確認する。 
② 税関申告の後に現物のマークを確認する。 

 
【追加質問】基本的には書類審査と認識しているが、現物のマークの検査をするの

か？現物は全数開封検査するのか、それとも抜き取り検査か？ 
【回答】現物検査を行う。抜き取り検査である。 
 
【質問】認証機関において対象外判断は、どのように出入境検験検疫局において確認

するか？ 
 【回答】私が理解している範囲では、認証機関には CCC マーク制度の対象確認の権限

はなく、それができるのは CNCA だけである。CNCA が文書あるいは通告を発

表すれば、出入境検験検疫局はそれに従う。 
 
【質問】60 号通知の HS コードと毎年更新される HS コードの相違に関する調整方法を

確認したい。（60 号通知が更新されていない。） 

 【回答】この質問については、すでに CNCA が回答したと思う。 

• AQSIQ は毎年 1月１日に税関が変更した HS コードに基づいて HS コード

リストを調整している。 

• 出入境検験検疫局には CIQ2000 というコンピュータシステムがある。こ

のシステムは輸入する製品にどのような条件で検証管理を行うかが検索

できる。 

• 輸入品の検証の根拠としては 2002 年 60 号通知である。 

• 上海出入境検験検疫局は CIQ2000 に基づいて HS コードリストをまとめ

た。このリストは上海出入境検験検疫局の HP で確認できる。 
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【追加質問】HP のリストを確認したが、「参考」とあるのはどういう意味か？ 

【回答】このリストの正式な発行権限は AQSIQ と CNCA にある。上海出入境検験検疫局

は申請者の便宜を図るためにリストを掲載しただけである。しかし上海出入

境検験検疫局には発表の権限はない。あくまでも参考であり公式に発表した

ものではない。 
 
【追加質問】CNCA から正式に発行される動きはあるのか？ 

【回答】CNCA の動きはわからない。CIQ2000 が変更されれば、それに従って変更する。

私が知っている範囲では、CNCA が追加品目リストを発表する際は、必ず HS

コードも発表する。 
 
【追加質問】CIQ2000 について簡単に説明して欲しい。 

【回答】このシステムの機能は、申請者が提出した資料から、申告した商品がどのよ

うな監督管理（例えば CCC など）が必要かを判断することができる。このシ

ステムに基づいて、AQSIQ は毎年品目表を発行する。この種類表には数千品

目があり、国家が規定した検験検疫に必要な全ての商品が記載され、その品

目表は公表している。上海出入境検験検疫局は、この品目表の中から 300 あ

まりの品目を改めてまとめただけである。 
 
【追加質問】中国で使用される全ての HSコード（関税率表）のデータベースがあり、

その中で強制品目リストを持っているシステムが CIQ2000 と考えてよいの

か？ 

【回答】税関は幅広い HSコードのリスト（関税率表）を持っている。出入境検験検疫

局は、検験検疫に関わるものだけの小さいリストで運用している。その中に

CCC マーク制度の対象品目もある。 
 
【質問】出入境検験検疫局における 60 号通知の「認証対象範囲」の取り扱いについて

確認をしたい。（CIQ において「認証対象範囲」は確認されるのか？） 

【回答】60 号通知は上海出入境検験検疫局の検査官が、商品が認証適用範囲内に入っ

ているかの確認の根拠としている。例えば認証適用範囲の中にある 36V 以下

の製品は認証対象外である。言い換えると 36V 以下の製品は上海出入境検験

検疫局に申告する必要はない。 
 
【質問】出入境検験検疫局あるいは通関で問題が発見された場合の処分について確認

したい。 
【回答】中国商品検査法に基づいて、安全・衛生・環境保護に関係しない問題であれ

ば、是正処置を取ればよい。安全・衛生・環境保護に関わる問題の場合は、

商品の輸入を拒否する。安全・衛生・環境保護の例としては、古い医療機器

のパイプの中に汚れがあった場合などは、衛生に関わる。 
 
【質問】CCC マーク制度の該非確認の基準について確認したい。また、各出入境検験

検疫局の基準の相違に関して確認したい。特にスペア-パーツ類も対象として

いるのか？その根拠は何か？ 

【回答】判断の根拠になるものとして 2つある 

① （強制品目の）HS コードリストに入っているかを確認する。 



 95

② HS コードリストの認証適用範囲で具体的な技術の判断をする。 
 
各地の出入境検験検疫局の理解には、あまり違いがないと思う。少なくと

もこれまでの経験上では、地方の出入境検験検疫局同士で違いがあるという

ことはないと思う 。スペアパーツについては、以下のいずれかになる。 

① CCC 対象であれば申請を行う。 

② 2005 年 3 号通知に適合する場合は免除手続き可能である。 
 
 
【追加質問】問題の事例としてデジカメ用の AC アダプターについてである。デジタル

カメラは、CNCA に確認した結果、CCC 対象外との結論を得た。もちろんこの

AC アダプターはデジカメ専用であることは銘板上に明記してある。しかし、

アフターサービス品として AC アダプター単体で輸入する際、通関時に CCC マ

ークを要求され、止められて困っている。こういう場合はどのように対処す

ればよいのか？ 

 【回答】CNCA の規定によると、本体と一緒に輸入する場合、同梱品に対しては認証

取得の必要はない。類似の質問が●社から来たことがある。電動シェーバー

用アダプターが、地方の抜き取り検査で CCC マークがないことを発見された。

上海出入境検験検疫局で「このアダプターはシェーバーと一緒に輸入したの

で認証の必要がない」という証明書を発行して解決した。 

デジカメが対象外であれば、アダプターも対象外である。それは最終的な

用途から判断するので、輸入者・国内販売者がデジカメ以外に使えないとい

うことを証明するしかない。上海出入境検験検疫局のやり方としては、輸入

後に、デジカメにしか使えないかを監督管理する。もしこのアダプターが

CCC 対象となる場合でもサービス・修理用であれば 2005 年 3 号通知により免

除手続きが可能である。 
 
【追加質問】逆の事例になるが、通関をスムーズに行うため、デジカメ用の AC アダプ

ターであっても CCC マークをつけているメーカーもあるが、どのように判断

するか？ 

【回答】申請すれば CCC 認可は取れると思うが必要ない。  
 
【質問】CCC マーク制度の該非確認の方法について確認したい。（方法、期間） 

【回答】方法：各陸揚げ地の窓口で受け付ける。各支局で判断できない場合は、機電

センターに回して判断を行なう。 期間：最長 5 日間（実働）かかる。 
 
【質問】地方の出入境検験検疫局の該非判断が CNCA と異なった場合の処置に関して確

認したい。（なぜ判断が異なるか？その処置方法は？） 

【回答】そのようなことはないと思う。判断のよりどころは CNCA である。 
 
【追加質問】2004 年 3 月までは CNCA が対象外確認書を発行していたが、取得済の対

象外確認書の判断と、現在の出入境検験検疫局の判断には差はないと考えて

も良いか？ 

【回答】CNCA の対象外確認書は有効期限内であれば認める。 

 



 96

【追加質問】CNCA の対象外確認書は 6ヶ月有効であったが、CNCA の発行停止から約 2

年経過しているので、そのまま使えるものはないということか？ 

【回答】期限が切れた対象外確認書は、出入境検験検疫局が内容を確認し問題がない

ことが判断できれば受け入れる。 
 
【質問】該非判断が認証機関と異なった場合の処置に関して確認したい。（なぜ相違

が発生するのか？異なった場合の処置方法は？） 
【回答】認証の必要性の有無について、認証機関で判断するのは結構であるが、出入

境検験検疫局と認証機関との間に理解の相違がある場合は、出入境検験検疫

局から CNCA に質問を出す。 
 
【質問】CCC 免除範囲に関して確認したい。 

【回答】免除の範囲は 2005 年 3 号公告で規定されている。 
 
【質問】各出入境検験検疫局の基準の相違に関して確認したい。 
【回答】各地の出入境検験検疫局の判断基準は同じだと思う。違いがあるとすれば、

申請手順や必要資料が少し異なる程度ではないか。免除申請は商品を輸入す

る企業が手続きを行う。輸入側企業の地域を管轄する地方の出入境検験検疫

局と連絡して進めること。 
 

【追加質問】上海出入境検験検疫局の WEB サイトに、免除申請の条件についての掲載

があり、免除を受けられるものと、免除手続き自体が不要なものについて一

覧表が出ている。 

【回答】基本的には 2005 年 3 号通知をもとにしている。 
 
【追加質問】免除の条件に関して 3号公告とほとんど同じであるが、CCC マーク制度

の認証が免除される条件に「プラントの付属商品」や「CCC マーク制度の認

証のための試験サンプル」が追加されている。これは、上海出入境検験検疫

局が独自に追加したものなのか？ 

【回答】プラント本体の付随部品は出入境検験検疫局が内容確認後、CCC マーク制度

の認証は不要と判断する。 
 
【追加質問】CCC マーク制度の認証のための試験サンプルについては、北京では通常

の免除手続きでは通関できないと聞いているが、上海では特別な手続きが必

要か？ 

【回答】CCC マーク制度の認証のためのサンプルは、税関としては対象品目であるが、

上海出入境検験検疫局と上海税関は非常によく交流し協力しあっているので、

大きな問題は起こっておらず、スムーズに通関できる。 
 
【質問】CCC 免除の申請方法に関して確認したい。（方法、期間、免除される単位） 

【回答】免除の方法については、ホームページに掲載してあるので参照すること。免

除の場合は基本的に数量の制限はないが、上海各支局で取り扱える数量制限

があり、その数量を超えた場合は上海本局で受け付ける。どちらの場合も同

じ流れで処理する。 
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【追加質問】20 個を超えるか超えないかで、免除手続きの時間が変わるという話を聞

いているが、特に 20 個でラインを引いているのか？ 

【回答】2005 年 4 月までは、20 個以上は CNCA への申請が必要であったが、2005 年 4

月以降は地方の出入境検験検疫局に移管されたので、現在はそのような問題

はない。また、免除申請にかかる日数も、ホームページにかかれている。 
 
【質問】通関において CCC マーク制度の該非あるいは免除に関するトラブル事例とそ

の対処方法を確認したい。 

【回答】まず免除の例を挙げる。日本からの輸入電気製品 DVD プレーヤーを検討用サ

ンプルとして中国工場に輸入した。これは CNCA2005 年 3 号公告の免除の範囲

に含まれている。輸入者が免除手続きを行い、書類を準備し、地方の出入境

検験検疫局に免除の申告を行った。出入境検験検疫局はこの資料を見て、後

の監督管理を厳しくできるようにする。この監督管理の検査員は工場のビジ

ネスライセンスを元に、本当に検討・修理などの使用目的に合っているかを

チェックする。工場で検討や修理に使われている場合は、そこで監督管理は

終了する。しかし、その製品が別の用途に使われている場合、例えば商用の

販売などを発見した場合、その場合は 2つの規定に違反するので処罰する。 

① 認証認可管理条例の認証規定 

② 中国商品検査法（虚偽の申告による認証取得など） 

 

【追加質問】免除を受けた商品に関しては、その後監督を行うということであるが、

その商品の納入先へ検査に行き、申告とおりの使用がされているかを確認す

るということか？ 

【回答】通関後の抜き取り検査のことである。通関後納入されたところで行う。 
 
【質問】免除申請あるいは対象外確認申請の際に、申請者に対する面談が必要と聞い

たが、その目的について確認したい。 
【回答】必ずしも全て面談する必要はない。私の知っている限り、免除手続きは代行

業者が行っているが低圧電器の場合、 

① 日本の規格は何を適用しているか、国際規格は何を適用しているか？ 

② どういう位置に据え付けるか、電圧・電流などの技術的情報。 

このような専門的な問題になると、代行業者では解決できない場合がある。

その時には必ず、技術者などに来てもらう。 

例えば展示のみの商品である場合、こちらからの質問は、展示の日時・場

所・内容について聞く。その場合も代理業者では回答できないので、必ず荷

物を受ける会社に説明を要求する。ちゃんと揃った資料に一般の試験データ

等があれば、こちらとしては問題ない。最近は客がリードしてくれる。 

 

【追加質問】代理業者が製品のことを良く知らないと回答ができないという話があっ

たが、実際の現場の申請では、代理業者からの申請がかなり多いのが現状

か？ 

【回答】そうである。 

 

【追加質問】代理業者はかなりの数が存在しているのか？例えば上海地域ではどう

か？ 

【回答】税関申告の代理と、検験検疫申告の代理は異なる。 
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免除申請等を代行するのは検験検疫申告の代理業者である。 

① 税関申告代行：行政の許可が必要。国からの認可を得なければならない。 

② 検験検疫申告代行：特に資格はなく、誰でもできるが、輸入者の委託書が

必要である。 

 

【追加質問】日本のメーカーからの問い合わせで多いのは、日本から直接もしくは日

本の代行業者を経由して免除申請をしたいという要望があるが、実際にはか

なり難しいのか？ 

【回答】問題ないと思う。上海でも一部の代行業者で日本人が経営しているところが

ある。 
 
【質問】上記質問内容に関連したガイドないしは説明書が公開されているか？その形

は？ 
【回答】今日説明した内容は以下を根拠にしている。 

① 商品検験法 

② AQSIQ/CNCA の公告・通知 

③ CNCA2005 年 3 号公告 

④ AQSIQ/CNCA/上海出入境検験検疫局のホームページ 

今回質問されたのは、CCC マーク制度の認証に関して非常に幅広い内容であ

るが、上記の資料の中で説明されている。 
 
その他質疑応答 

【追加質問】上記質問以外で、現在メーカーで問題になっている内容について、事例

を紹介し、意見を求めたい。 

具体的な商品は電子レンジ。従来の GB 規格には、民生用・業務用電子レンジ

の区別が無かったため CCC の認証を取得し継続してスムーズな通関ができてい

た。ところが GB 規格の改訂があり、業務用電子レンジは CCC マーク制度の対

象外となったため、通関時に「CCC マークをつけてはいけない」という指摘を

された。昨日まで OK で今日から NG と通関で言われてしまうので非常に困って

いる。通関で要求された内容は以下のとおり。 

① CCC マークをつけてはいけない。 

② CB 証明・レポートの提出要求される。 

この問題について CNCA に問題提起したところ、 

• CCC マーク制度の対象外の製品に対して CB 証明・レポートを求める権限は

ない。 

• 問題は理解するが、内容が出入境検験検疫局から CNCA に報告されていない

ので動けない。という回答であった。 

出入境検験検疫局から CNCA に対して問題提起をしてもらうことは可能か？ 

【回答】可能であるが、現在のところ、上海出入境検験検疫局ではそのような問題は

確認していない。また、出入境検験検疫局の現場担当レベルで CB を要求する

ことはないし、その権限もない。 

• 本当に業務用電子レンジであれは、CCC マーク制度の認証は必要ない。 

• 技術的な判断は私の部署で行う。他の部門にその権限はない。 

本当に業務用であるかどうかは、以下の 2点から判断する。 

①  本当に適用規格が業務用のものであるか？ 

②  その電子レンジのユーザーが、本当に業務目的であるか？ 
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上記 2つの条件に合致する場合は、直ちに CCC マーク制度の対象外との判断を

下す。 

CB 認証書・レポートは要求しない今回の問題には誤解があるのではないかと思

われる。中国からの輸出品には合格証が必要であるが、これは CB 認証書・レ

ポートでも良いことになっているので、この話と混同しているのではないか。

もし本当にそのような問題があるのであれば、教えて欲しい。 
 
【追加質問】 

① 製品の判断上の問題が発生した場合は、必ず貴部門に報告が上がってくると

いう理解で正しいか？ 
② 出入境検験検疫局ではなく税関側で判断上の問題が発生し、申請者からの申

し入れがあった場合も、貴部署に連絡が回ってくると理解してよいか？ 
【回答】 

① 全ての技術判断をしているというわけではない。上海の輸入量は、毎年 60
～80 億ドルであり、申告ロット数は 10 数万件になる。出入境検験検疫局の

現場職員はトレーニングを受けているが、現場で判断できないものや、苦

情がある場合は、私の部署に報告が来ることになっている。 
② 出入境検験検疫局は、税関申告の前後に担当する手続きがあるので、情報

は掴んでいる。 
 

【追加質問】貴部署で審査を担当する案件はどれくらいの件数か？ 
【回答】1 ヶ月でおよそ 100 件強である。 
 
【追加質問】免除申請を行い、許可されたスペアパーツ等をメーカーで在庫に持ち、

客先の要求に応じて供給・販売することは認められるのか？ 
【回答】可能である。 
 
【追加質問】提出する技術資料は日本語でも良いのか？ 
【回答】もし理解しにくい内容があれば、メーカーの技術者に来てもらい、説明を受

けることになる。 
 
【追加質問】有償でも無償でも同じか？ 
【回答】同じである。ただし、メンテナンスやサービス用なら良いが、一般販売用に

使うと法律違反になる。 
 
【追加質問】CNCA2005 年第 20 号公告に伴い 2005 年第 3号公告の免除の条件に適合し

ないものについて、輸入時に試験を行うことが発表されているが、実際に運

用は始まっているか？また、その場合は申告から許可までどれくらいの期間

がかかっているか？ 

【回答】 

• この公告の運用については、上海出入境検験検疫局のホームページに掲載して

ある。 

• これは行政の審査基準であり AQSIQ. CNCA と地方の出入境検験検疫局の 3者で

運用する。 

• 日本製の自動車などですでに実績があり運用されている。 

• 1～2 ヶ月程度で許可されている。 
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【追加質問】最後に、日本のメーカーに対して要望やアドバイスなどがあったらお願

いしたい。 
【回答】日本の業界にはもっと我々とコミュニケーションを取ってもらうようお願い

したい。今回の日機連だけでなく、他の業界やメーカーも幅広く交流できれ

ば良いと考えている。 
 

 

6-6) TILVA（上海低圧電器試験所） 
 

日 時：平成１８年２月２１日（火） １４：００～１７：００ 

場 所：上海低圧電器検測站 (TILVA)  会議室 

出  席：上海低圧電器試験所 副所長 他 4名 

 

訪問先機関についての背景情報 
正式名称：上海電気科学研究所（集団）有限公司(SEARI :Shanghai Electrical 
Apparatus Research Institute )／上海電器設備検測所（STIEE：Shanghai Testing & 

Inspection Institute For Electrical Equipment）／低圧電器検測站（TILVA：

Testing & Inspection Station For Low-Voltage Apparatus） 

場所 ：上海市武宁路 505 号 

創立 ：1958 年 

資本金：資産 2,000～3,000 万元 

床面積：4,000m2 (旧 2,000＋新 2,000) [SEARI 全体 66,000m2] 

総人数：TILVA のみで 90 名 （SEARI 全体では正社員 600 名＋派遣など） 

年間の評価サンプル：3～4万台 

年間の試験レポート発行：3～4千部 

CCC マーク制度の認証関連の評価製品の内訳 

• 遮断装置（IEC60947）40～50% 

• 小型ヒューズ・溶断器（IEC60898/ IEC61008/61009）20% 

• 低圧電器設備（IEC60439）その他 

全体の 60～70％が CCC 試験業務である。 

 

聞き取り調査 
【質問】CCC マーク制度の認証のための試験の標準日数を決める基準について確認し

たい。 リストがあれば頂きたい。 

【回答】低圧電器もカテゴリーはいろいろあり、内容によって試験日数も変わる。基

本的な試験期間は全体で 60 日ワーキングデイを超えない事としている。 

資料とサンプルが届くと、いつまでに完了するか試験所内部で計画を立てる。 

その後、申請企業から問い合わせがあれば回答する。 

  

【追加質問】サンプルと資料を受け取ってから、中身を確認して判断するまでに何日

か時間がかかるか？ 

【回答】資料・サンプル到着後、実働 2～3 日でスケジュールの審査ができる。ただし、

提出した資料に修正が必要な場合もあるので、その場合はさらに時間がかか

る。 
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【質問】CCC マーク制度の認証のための試験の標準費用を決める基準について確認し

たい。 

【回答】CNCA が試験費用の冊子を発行しているので、そこに記載されている金額に基

づいて試験費用を計算する。この試験費用の冊子は CCC マーク制度開始当初

に作られた古いものであり、規格の改訂や改版によって費用が変更になった

ものもある。更新された試験費用リストは CNCA のホームページに掲載されて

いるが、一部追加改訂されたものを除き、基本は冊子と同じである。また、

CNCA のリストには、項目別に金額が書かれているが、製品が複雑な場合は重

複する費用も出るし、製品が簡単な場合は費用が安くなる。同じ名前の製品

でも機能が複雑になると何回も試験するので費用は高くなる。 

 

【追加質問】最近 CCC マーク制度の認証のための試験費用に関して見直しがされてい

るようであり、草案を出して意見を聞いている通知を見たが、費用見直しの

背景をご存知であればお聞かせ願いたい。 

【回答】当初 CCC マーク制度の認証のための試験費用リストを発表した時は、非営利

的な費用体系であったが、運用を続けるうちに、申請者・認証機関・試験所

ともに意見が出てきた。そこで、さまざまな意見を集めて新しいリストを作

る動きがある。ただし、私の理解では、基本的にはそれほど変わらないと思

う。 

低圧電器には継電器・接触器の 2 種類の費用カテゴリーがあり、これらには、

電気的寿命試験と機械的寿命試験がある。規格の中身によってこれらが要求

されないような動きがあるので、試験費用は以前と比べるとずいぶん安くな

る。この 2 つの項目は製品の性能に関する試験であり、同時にかなり時間が

かかる試験である。CCC は基本的に製品の安全に関する要求であるため、こ

れらの性能試験は除外されるとのことである。 

 

【質問】日本からの CCC マーク制度の認証のための試験サンプルは試験所に直送可能

か？直送可能な場合、通関でのトラブルは無いか？ 直送できない場合、どの

ような手続きが必要か？ 

【回答】TILVA は直接通関の資格を持っていない。直接こちらに送るよりも CQC が指

定した北京の通関業者を通じて TILVA に転送した方が早いのではないか？配

達先を TILVA にして、輸入者を CQC とすれば最も早く確実にサンプルを届け

る思う。その他の方法はよくわからない。 

 

【追加質問】北京から TILVA にサンプルが送られてくる場合、特に TILVA 側でサンプ

ル通関に関して、例えば、申請者側から試験サンプルである証明書を求めら

れ発行するなどのフォローをしたことはあるか？ 

【回答】そういう例はない。通関でそのようなことがあれば、通関業者や受取人が出

入境検験検疫局から証明書の発行を受けているはずであり、TILVA では発行

したことがない。 

 

【追加質問】サンプルを急ぎで（日本から）試験所に届けるため、日本から手荷物と

して中国へ持ち込む際に、試験所に試験サンプルであることの証明書の発行

は可能か？ 

【回答】これはできる。これまでにもやったことはある。ただし、証明できるのは、

どの申請のサンプルであるか、どのモデルのサンプルが何台必要か、という
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程度である。一般に、申請を受理した後、CQC などのホームページでサンプ

ルの数量等の情報が入手できる。しかし、急ぎなどの特殊事情で、申請前に

サンプルを輸入したい場合は、TILVA がホームページと同様のサンプル要求

を印刷し、ハンコを押して証明書として発行することができる。ただし、最

終の判断は税関である。TILVA が協力できるのは証明書発行までである。 

 

【追加質問】実際にサンプル輸入の問題に関して、税関と直接やり取りするようなケ

ースはあるか、それとも全くないか？ 

【回答】確かに以前、メーカー要望により証明書を発行したことがある。ただし、発

行先はメーカー宛であり、税関とのやり取りはメーカーが行っている。TILVA

は税関と直接やり取りすることは無い。 

 

【質問】試験でメーカー側の試験結果との差が出た場合はどのような対処が良いか？ 

 【回答】 

• 申請者が試験結果に自信が無い場合、TILVA で申請者立会いのもとで試験

を行うことが可能である。希望があれば日程を調整して対応が可能。 

• 申請者が試験結果に疑問がある場合、再現試験が可能である。 

 

【追加質問】再現試験ということは一度、不適合になった製品で、再度同じサンプル

を送って再測定を行うことは可能か？ 

【回答】申請者が対策サンプルを送って再試験を行うことは可能である。ただし、対

策・変更した内容は説明してもらう必要がある。 

 

【追加質問】本来であれば申請者が試験所に出向いて立会いをしたいが、日本から試

験所を訪問するのは難しいという場合がある。そういう場合、試験中の写真

や不具合個所の写真を送ってもらうことは可能か？ 

【回答】写真や試験データ・レポートなど、試験関係の資料提供は可能である。心配

な試験項目がある場合、事前に連絡をもらえれば、試験日程を調整し、該当

する試験項目を集中的に行い、それにあわせてメーカーが TILVA に滞在して

立会い試験を行う事も可能である。実際に複数の日本メーカーで実績がある。 

 

【追加質問】試験の細かい内容について、CQC と試験所での役割分担の決まりはある

のか？ 

【回答】まず CQC でできることは判断し、CQC でわからないものは試験所で判断する

ことになっている。CQC と試験所の間で細かい分担については決めていない。

試験所で判断するのは主に以下の 2点である。 

1) シリーズ製品申請のユニット区分（複数モデルが 1つの CCC 認証書に含

めることができるか） 

2) 具体的なサンプル要求 

 

【追加質問】規格の内容等技術的な質問については試験所の担当者へ直接問い合わせ

することは可能か？ 

【回答】検討や打ち合わせは可能である。規格の内容などは、もともと我々が担当す

る技術分野である。 
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【追加質問】一般に CCC マーク制度の申請であれば、CQC を通して正式に申請が受理

されてから試験開始になると思うが、正式申請前の直接試験所への相談は委

託試験になるのか？ 

【回答】もちろん事前に相談することはできるが、申請前であれば具体的な内容はあ

くまでも参考ということになる。TILVA はできるだけ申請者の便宜を図る。 

 

【追加質問】正式申請前に有料で委託試験した結果を、申請後に流用することは可能

か？ 

【回答】CCC マーク制度の申請前の確認試験および委託試験を行うことは全く問題な

いが、同じ製品でも CCC マーク制度の申請への結果流用はできない。禁止さ

れている。 

 

【追加質問】CCC マーク制度の申請を行うモデルにシリーズがたくさんあり、申請ユ

ニットをいくつに分ければ良いかわからない場合がある。費用計算のために、

正式申請前に試験所へ必要資料を提出すれば申請ユニットの確認をしてもら

えるのか？ 

【回答】確認はできるが、これまでの経験では、申請前の段階では資料にも未定の部

分が多い。例えば、事前の資料では定格電流が 30A までの製品バリエーショ

ンで確認意見を伝えたが、正式申請時は定格電流が 100A 製品バリエーション

まで含まれていたということがあった。もちろん申請ユニット数やサンプル

数も変わってしまい、これでは事前の確認が無駄になってしまう。TILVA で

も依頼があれば確認はするが、できるだけ正しい、最終確定の製品情報を提

供してもらいたい。 

 

【追加質問】試験で不合格が発生した場合、試験所から申請者には以下いずれのルー

トで連絡するのか？ 

1) 試験所→申請者 

2) 試験所→代行業者→申請者 

3) 試験所→CQC→申請者または代行業者） 

【回答】まず申請者または代行業者に連絡する。同時に CQC の HP にもコメントを記載

する。 

 

【追加質問】CQC の HP のコメントとは別に申請者側に連絡し、両方の手段で通知する

ということか？ 

【回答】そうである。まず試験所から申請者に連絡することが重要である。 

 

【追加質問】申請書には”Applicant”と”Agent”の欄があるが、”Agent”の連絡先

が入っているときはそのあて先にコンタクトするのか？ 

【回答】申請資料が試験所に届いてから、連絡先を確認する。申請者自身で申請して

いる場合は直接連絡する。代行経由の場合は、申請者からの委任状を確認し

て代行業者に連絡する。使用言語は英語を使用している。エンジニアは英語

対応は可能であり、カスタマーサービス経由での英語対応も可能である。 

 

【質問】適用規格の改訂等の重要事項について、CNCA からの通知方法を確認したい。 

【回答】一般的には CNCA/CQC は規格が改訂される前に関係機関を集めて会議を行い、

その後、HP などで一般に公表している。また、低圧電器関係メーカー向けに



 104

も宣伝促進会議を開いている。新規格の変更内容について、関係試験所・規

格関係の専門部門が主催し、メーカーを集めてセミナー形式の説明会を行う。

企業向けの通知は一般には CQC が主催し、CNCA も参加するが、具体的な通知

は地方の技術監督局経由で企業に書面で発行する。 

 

【追加質問】CCC マーク制度の適用規格が変更になる場合、規格書の実施日と CCC マ

ーク制度の認証のための試験への適用日は同じではなく、規格が更新された

後、CCC への適用日は CNCA があらためて公表するという認識で正しいか？ 

【回答】規格は中国標準法に基づいて実施日が規定されるが、CCC マーク制度への適

用実施は必ずそれよりも遅れる。法律では、規格の実施日以降は企業が規格

に適合させる義務がある。しかし、CCC マーク制度では CNCA が通知で決めた

実施日以降が強制適用になる。規格の実施日と CCC マーク制度での実施日は

異なる。また、CNCA/CQC はできるだけ早く新規格に対応した製品を生産する

ことを望んでいる。 

 

【質問】「CCC マーク＋性能証明」のような方式の業務は可能か？ 

【回答】以下のことが考えられる。 

• CCC マーク制度の認証と同時に CB 認証を申請する。 

• CCC マーク制度の認証と同時に CE マーキングの技術資料を発行する。 

 

【追加質問】任意認証の試験も行っているのか？ 

【回答】試験している。一部の低圧電器カテゴリーで CQC 任意認証の認定試験所とし

て認められている。電源転換装置やサージ保護装置の実績があり、今後は変

電所関係の大型設備の計画もある。CQC も今後は任意認証のカテゴリーを広

げて行く方向であり、TILVA もそれに対応して行く。また、客先が海外の認

証を取得したい場合、海外認証機関の立会い試験を TILVA で受けることが認

められるものもある。 

 

【追加質問】一部のカテゴリーで CBTL であるということだが、メーカーラボの確認ス

キームに参加しているのか？以下のどのレベルまでか？ 

• 試験所エンジニアがメーカーを訪問してメーカーの設備を使用して試験を

行う。 

• 試験所エンジニアがメーカーを訪問してメーカー側の試験を確認する。 

【回答】基本的に中国の試験所は CBTL という位置付けであり、認定された試験所で測

定した結果を CB レポートに使うことになっている。確かに一時的に CQC がメ

ーカーラボの案を考えたこともあり、いくつかのメーカーを試験所として認

定した。しかし、定期的にメーカーの設備・資格担当者が必要であるため、

現在では、今の各 CBTL の試験と設備で十分であるという結論に達している。 

 

その他質疑応答 

【追加質問】試験所から日本メーカーに対しての要望や、試験を早く進めるためのア

ドバイスがあればいただきたい。 

【回答】申請者に 2 点重視してほしいことがある。 

1) サンプルのリスト：受け入れ担当者がサンプルの内容を確認するためサ

ンプル提出の際は事前にリストを提出し、発送の際にもリスト通りで間

違いが無いか確認してもらいたい。 
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2) 製品の説明資料：申請資料として製品説明が必要であるが、特に低圧電

器では、その中の定格などのパラメータが重要になるので、事前に全て

の情報を明確に説明してほしい。また、シリーズに含まれる型番や製品

の範囲を相違点リストで明確にしてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

7．CCC マーク制度と WTO/TBT 協定との関係について 
 
中国は 2001 年 12 月の WTO 加盟に伴い、基準認証制度に関して加盟時に基準認証に

係る規制・手続を TBT（貿易の技術的障害）協定に整合化することや輸入品と国産品

とで同一の規制・手続を適用すること等を約束しており、その中で前述のとおり旧制

度である CCIB マークと CCEE マークの制度から CCC マーク制度へと移行することとな

った。 

 

7-1）CCC マーク制度に関する WTO/TBT 委員会でのやりとり 
 中国の WTO の義務の履行状況を審査する特別な制度として TRM（経過的審査メカニ

ズム）が設けられており、中国の加盟後 8 年間実施されることとなっている。2002 年

度以降、TRM において日本・EC・アメリカは CCC マーク制度についてこれまでに HS コ

ードと CCC マーク制度対象製品リストとの不整合により通関時にトラブルが発生する

点および CCC マーク制度で適用される GB規格の制定・改訂に関して、既存の規格に基

づく認証を行った製品に対する経過措置の適用が不十分であること等、TBT 協定との

整合性に懸念がある問題点等について指摘している。（文書については WTO/TBT のペ

ージ http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm にて参照可能） 
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８．ＵＲＬ情報 
 

【中国管理機関】 
http://www.aqsiq.gov.cn  

中国国家品質監督検験検疫総局（ AQSIQ：State General Administration of the 

People’s Republic of China for Quality Supervision and Inspection and 

Quarantine） 

 

http://www.cnca.gov.cn  

中国国家認証認可監督管理委員会（ CNCA：Certification and Accreditation 

Administration of the People’s Republic of China ） 

CCC 関連の公告・通知類など確認できる 

 

http://www.sac.gov.cn/  

中国国家標準化管理委員会 ( SAC：Standardization Administration of the 

People's Republic of China) 

 

http://www.shciq.gov.cn  

中国上海出入境検験検疫局 ( SHCIQ：Shanghai Entry-Exit Inspection and 

Quarantine Bureau of the People’s Republic of China ) 

 

http://ningbo.customs.gov.cn/default.aspx  

寧波税関 ( Ningbo Customs District People’s Republic of China ) 

 

 

【中国認証機関】 

http://www.cqc.com.cn  

中国品質認証センター（ CQC：China Quality Certification Center ） 

 

http://www.cqc.com.cn/main?siteid=4136&classid=6928&docid=9840&selectedId=984

0&rootId=6928&expandedIdList=6928  

CQC の組織 

 

http://www.cqc.com.cn/center/doc/facinsp/IrregularFacInspFormEn.doc  

CQC の「非常規工場審査表」（型式試験と工場検査並行実施依頼（原文：非非 非厂规

非非规规规 ）） 

 

http://www.cemc.org.cn  

中国 EMC 認証センター（ CEMC：China Certification Center for Electromagnetic 

Compatibility ） 

 

http://www.csp.gov.cn  
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安全技術警備認証センター ( CSP：China Certification Center for Security and 

Protection ) 

 

http://www.amic.agri.gov.cn  

北京東方凱姆品質認証センター（旧農業機械製品品質認証センター） 

 

http://csgc.org.cn  

北京環宇賽福特認証センター（旧安全ガラス認証センター）( CSGC：China Safety 

Global Certification Center ) 

 

http://www.cciq.net  

北京中化聯合品質認証有限公司（旧タイヤ製品認証委員会認証センター＋旧ラテック

ス製品認証委員会）( Beijing ZhoungHua Combination Quality Certification ) 

 

http://www.cccap.org.cn  

自動車認証センター（旧自動車製品認証センター）( CCAP：China Certification 

Centre for Automotive Products ) 

 

www.cqbm.com.cn  

北京国建聯信認証センター ( GJC ) 

 

www.cqm.com.cn  

方円マーク認証センター ( CQM：China Certification Center for Quality Mark ) 

 

www.cecp.org.cn  

中国マーク認証センター ( CECP ) 

 

 

【CNCA ホームページ関連】 

http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/04-04/3519.htm 

CCC 認証機関と指定製品カテゴリー 

 

http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/04-04/3520.htm 

CCC 認定試験所リスト 

 

http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/04-07/4382.htm 

CCC 対象製品 

 

http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/04-04/3517.htm  

CCC 強制認証実施細則の入手先 

 

http://www.cnca.gov.cn/extra/col5/1fujian.doc  

補足発行された CCC 強制認証実施細則 

 

http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/04-07/4389.htm  

CCC の Q&A 
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http://www.cnca.gov.cn/20040420/article/05-03/8638.htm  

国認科聯[2005]18 号《規格改訂時の強制性製品認証関連問題に関する通知》の原文の

確認先 

 

http://www.cnca.gov.cn/20040420/column/289.htm  

CCC マークに関する情報 

 

http://219.238.178.22:9080/net/SearchIndex.jsp  

CCC マーク番号検索 

 

http://www.cnca.gov.cn/extra/ccc/jc.doc  

CCC 試験費徴収基準 

 

http://www.cnca.gov.cn/extra/col/1101706457.doc 

CCC 認証費用情報 

 

【中国試験所】 

http://www.tilva.com/default.asp  

上海電気科学研究所（集団）有限公司 ( SEARI：Shanghai Electrical Apparatus 

Research Institute ) 

上海電器設備検測所 ( STIEE：Shanghai Testing & Inspection Institute For 

Electrical Equipment ) 

低圧電器検測站 ( TILVA：Testing & Inspection Station For Low-Voltage 

Apparatus ) 

 

【上海検験検疫局関連】 

http://www.shciq.gov.cn/upload/200600101100487849.doc  

2006 年強制製認証入境検証参考目録（2006 年 CCC 対象品目 HS コード表） 

 

http://www.shciq.gov.cn/upload/200504171104103733.doc  

CCC 入境検証における特殊状況申告規定の部分調整に関する通知 

 

http://www.shciq.gov.cn/upload/200555080955557136.doc  

CCC 認証免除の受理審査を行う権限の調整に関する通知 

 

 

【その他】 

http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm  

WTO/TBT のホームページ 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/pdfs/kokuseki_3.pdf  

日本国外務省ホームページ。日本のビザ取得についての情報。 

 

http://www.ulapex.jp/china/china_keijiban.cgi 

UL Apex の中国情報掲示板 
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９．関連法規/資料 
 

• 中国標準化法   1989 年 4 月 1 日施行 

• 中国標準化法実施条令  1990 年 4 月 6日施行 

• 中国製品品質認証管理条例   1991 年 5 月 7 日施行 

• 中国製品品質法  1993 年 9 月 1 日施行／2000 年 7 月 8 日改定 

• 強制的製品認証制度実施に関する通知   

   国家認証認可監督管理委員会文書 国認証[2001]30 号   2001 年 12 月 3 日発行 

• 第一次強制的製品認証を実施する製品目録   2001 年 12 月 3 日公布

AQSIQ_CNCA2001 年第 33 号公告 

• 強制的製品認証制度の実施管理規定    2001 年 12 月 12 日施行 

   中国国家認証認可監督管理委員会公告 2001 年第 2号    

• 輸入許可制度民用製品入境検査管理規則  2002 年 1 月 1 日施行 

国家品質監督検験検疫総局令第 6 号     

• 製品品質国家監督抜き取り検査管理方法    2002 年 3 月 1 日施行 

• 中国輸出入商品検査法   1989 年 8 月 1 日施行／2002 年 4 月 28 日改定 

• 強制的製品認証管理規定  2002年5月1日施行 

中国国家品質監督検験検疫総局令 第5号     

• 強制的製品認証マーク管理規則 2002 年 5 月 1 日施行 

中国国家認証認可監督管理委員会公告 2001 年第 1号    

• 《〈第一次強制性認証を実施する製品目録（HS ｺｰﾄﾞ）〉における適用範囲およ

び対応する HS ｺｰﾄﾞ（試行）》の印刷配布に関する通知  2002 年 5 月 23 日発行 

• 中国認証認可条令  2003 年 11 月 1 日施行 

• 自動車部品の重複試験に関する通知   

国家認証認可監督管理委員会 2004 年第 6 号公告  2004 年 2 月 23 日発行 

• 強制性製品認証マークの印刷とプレスに関する通知 

（CNCA が北京中強認製品マーク・テクニカルサービスセンター宛の通知） 

CNCA 2005 年 10 月 31 日付通知 

• 中国輸出入商品検査法実施条例    2005 年 12 月 1 日施行 

• 上海 SIQ CCC 入境検証における特殊状況申告規定の部分調整に関する通知 

• 上海 SIQ CCC 認証免除の受理審査を行う権限の調整に関する通知 

• CB 認証機関および CB 試験所一覧リスト 

• CHINA’S TRANSITIONAL REVIEW MECHANISM  

   (2005 年の WTO/TBT 委員会において日本・EC・アメリカが提出したもの) 

注意：収録した和文の関連法規／資料は参考用のもので、利用の際には原文の発行

機関あるいは関連機関のホームページ等で公開されている原文(中文)を併せて使用

ください。ホームページアドレスは報告書の本文中で紹介しています。 
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中国標準化法 
 

（1988年12月29日 第7回全国人民代表大会常務委員会第5次会議で採択、 

1988年12月29日 中華人民共和国主席令第11号公布） 

 

 

第１章 総 則 

 

第1条 社会主義経済の発展、技術進歩の促進、製品品質の改良、社会経済効果の向上、

そして国家と人民の利益を保護するために、標準化義務を社会主義現代化建設に適応し、

対外経済関係を発展させる必要から、本法を制定する。 

 

第2条 統一が必要な以下の技術要求に対して、規格を制定しなければならない。 

（1） 工業製品の品種、規格、品質等級または安全性、衛生面の要求。 

（2） 工業製品の設計、生産、検査試験、包装、貯蔵、輸送、使用方法または

生産、貯蔵または輸送における安全性と、衛生面の要求。 

（3） 環境保護に関する各項目の技術要求と検査試験方法。 

（4） 建設工程の設計、施工方法と安全要求 

（5） 工業生産、建設工程と環境保護に関わる技術用語、符号、記号と製図の

方法で重要な農業製品と他の制定を必要とする規格の項目については、

国務院で規定する。 

 

第3条 標準化業務の任務は規格の制定で、規格を実施する組織を作り、規格の実施にお

いて監督を行う。標準化業務は国民経済と社会発展計画に組み入れなければならない。 

 

第4条 国家は積極的に国際規格を取り入れることを奨励する。 

 

第5条 国務院標準化行政主管部門は全国標準化業務を統一して管理する。国務院の関係

行政主管部門は本部門、本業界の標準化業務を分けて管理する。省、自治区、直轄市標準

化行政主管部門は本行政区域の標準化工作を統一し、管理する。省、自治区、直轄市政府

の関係行政主管部門は本行政区域内の本部門、本業界の標準化工作を分けて管理する。市、

県の標準化行政主管部門と関係行政主管部門は、省、自治区、直轄市政府が規定する各自

の職責に従って、本行政区域内の標準化業務を管理する。 

 

第2章 規格の制定 

 

第6条 全国範囲で統一しなければならない技術要求には、国家規格を制定しなければな 

らない。国家規格は国務院標準化行政主管部門が制定する。国家規格が無く、または全国

のある業界範囲内で統一の必要な技術要求には、業界規格を制定することができる。業界

規格は国務院の関係行政主管部門が制定し、国務院標準化行政主管部門に届け、登録する。

国家規格が公布された後、その業界規格は同時に廃止する。国家規格と業界規格は無いが、

省、自治区、直轄市の範囲内で統一する必要のある工業製品の安全性や、衛生面について

は、地方規格を制定できる。地方規格は、省、自治区、直轄市の標準化行政主管部門が制

定し、国務院標準化行政主管部門と国務院の関係行政主管部門に届け、登録する。国家ま

たは業界規格が公布された後、その地方規格は自主的に廃止する。企業で製造された製品

で国家規格と業界規格が無いものについては、企業規格を制定しなければならず、生産を

組織するための根拠を作らねばならない。企業の製品規格は地方政府標準化行政主管部門
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と関係行政主管部門に届け、登録しなければならない。すでに国家規格または、業界規格

があるものについては、国家は企業が国家または業界規格に厳格な企業規格を制定し、企

業の内部で適用させることを奨励する。規格の制定に対して法律で規定がある場合、法律

規定に従って執行する。 

 

第7条 国家規格、業界規格は強制規格と任意規格とに分かれている。人民の身体の健康

を守り、生命、財産の安全性についての規格と、法律、行政法規で強制執行を規定されて

いる規格は強制規格で、その他の規格は任意規格である。省、自治区、直轄市標準化行政

主管部門が制定した工業製品の安全、衛生面の要求の地方規格は、本行政区域内では強制

規格である。 

 

第8条 規格の制定は安全性と人民の身体の健康を守り、消費者の利益の保護と、環 

境保護に有効でなければならない。 

 

第9条 規格の制定は国家資源を合理的に利用し、科学技術の成果を推し広め、経済効果

を高め、ならびに使用要求に合致することに優れており、製品の互換性にも有効であり、

技術上の先進化、経済上の合理化をなす上で有効なものでなければならない。 

 

第10条 規格の制定は関係規格をまとめてシリーズ化しなければならない。 

 

第11条 規格の制定は対外経済技術合作と対外貿易を促進させる上で、有効でなければな

らない。 

 

第12条 規格の制定は業界協会、科学研究機関と学術団体の役割を発揮させなければなら

ない。規格を制定する部門は専門家で構成され、標準化技術委員会を組織し、規格の草案

を作成する責任を負い、規格草案の審査業務に参加しなければならない。 

 

第13条 規格を実施した後、規格を制定した部門は科学技術の発展と経済建設の需要に基

づき、適時、再審査を行なう必要があり、現行の規格が継続有効であるか、または修正、

または廃止すべきであるかを確認しなければならない。 

 

第3章 規格の実施 

 

第14条 強制規格は必ず執行しなければならない。強制規格に合致しない製品は生産、販

売、輸入を禁止する。任意規格について、国家は企業による自主的採用を奨励する。 

 

第15条 企業は国家規格または業界規格のある製品に対して、国務院標準化行政主管部門

または国務院標準化行政主管部門が権限を委託した部門に製品品質の認証を申請できる。

認証合格した製品には、認証部門が認証証書を授与し、製品またはその製品の包装紙上に

規定の認証マークを使用することを許可する。既に認証証書を取得した製品が、国家規格

または業界規格に合致しなかった場合、または認証を取得していない製品であったり、認

証不合格の製品であった場合には、認証マークを使用して、出荷、販売してはならない。 

 

第16条 輸出製品の技術要求は、契約の取り決めに従って執行する。 

 

第17条 企業が新製品の開発や、製品の改良などで、技術改革を行う場合は、標準化の要 

求に適合しなければならない。 
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第18条 県レベル以上の政府標準化行政主管部門は規格の実施に対して監督検査を行う責 

任を負う。 

 

第19条 県レベル以上の政府標準化行政主管部門は必要に応じて検査試験機関を設置する

か、または他の部門の検査試験機関に権限を委託し、製品が規格に合致しているかどうか

の検査を行う。法律、行政法規が検査試験機関に対して別途、規定がある場合は、法律、

行政法規の規定に基づいて執行する。関係製品の規格に適合するか否かの争議を処理する

際は、前項規定の検査試験機関の検測データに準拠する。 

 

第4章 法律責任 

 

第20条 強制規格に合致しない製品を製造、販売、輸入する者には、法律、行政法規に則

り規定された行政主管部門が法律に基づいて処理を行なう。法律、行政法規が未規定の場

合は、工商行政管理部門が製品と違法所得を没収し、ならびに罰金を科す。重大な結果と

なり犯罪を引き起こした場合、直接責任のある人員に対し、法律に則って刑事責任を追求

する。 

 

第21条 認証証書を既に取得した製品が国家規格または業界規格に合致しないで、認証マ

ークを使用し、出荷、販売した場合、標準化行政主管部門が販売中止の令を出し、ならび

に罰金を科す。状況が深刻な場合には、認証部門がその認証証書を撤回し、無効にする。 

 

第22条 製品が認証を取得していない、または認証不合格であるのに勝手に認証マークを

使用し、出荷、販売した場合、標準化行政主管部門が販売中止の令を出し、ならびに罰金

を科す。 

 

第23条 当事者が製品の没収、違法所得の没収と罰金の処罰に服しない場合、処罰通知を

受けた日から15日以内に処罰決定を出す機関のさらに一級上の機関に再議申請できる。再

議決定に対し不服がある場合、再議決定を受けた日から15日以内に、人民法院に起訴でき

る。当事者は処罰通知を受けた日から15日以内に、直接、人民法院にも起訴できる。当事

者が期限が切れても、再議申請をしない、または人民法院に起訴しないで、しかも処罰決

定を履行しない場合は、処罰決定を下す機関が人民法院に強制執行を申請する。 

 

第24条 標準化業務の監督、検査試験、管理人員が法律に違反し、失職したり、私情にと

らわれて不正をはたらいた場合は、行政処分を与える。犯罪を引き起こした場合、法に則

って刑事責任を追求する。 

 

 

第5章 付則 

 

第25条 本法実施条例は国務院が制定する。 

 

第26条 本法は1989年4月1日から執行する。 
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中華人民共和国標準化法実施条令 

（1990年4月6日 国務院令第53号発布） 

1990年4月6日施行 

 

第1章  総則 

第1条 《中華人民共和国標準化法》（以下、「標準化法」と略称する）の規定により、本

条令を制定する｡ 

第2条 下記の統一が必要な技術要求に対して規格を制定すること； 

（1）工業製品の品種、仕様、品質、等級、または安全衛生要求； 

（2）工業製品の設計、生産、試験、検査、包装、貯蔵、運送、使用方法、また生産、

貯蔵、運送過程中の安全衛生要求； 

（3）関連環境保護の技術要求と検査方法； 

（4）建設工程の探査、設計、施工、受け入れの技術要求と方法； 

（5）関連工業生産、工事建設および環境保護の技術用語、符号、コｰド、製図方法、

互換性要求； 

（6）農業（林業、牧畜、漁業を含む、以下同じ）製品（種子、種苗、種畜、種禽を

含む、以下同じ）の品種、仕様、品質、等級、検査、包装、貯蔵、運送および

生産技術、管理技術の要求； 

（7）情報、エネルギｰ、資源、交通運輸の技術要求｡ 

第3条 国家は計画的に標準化事業を発展させること｡標準化業務を各級国民経済および会

発展計画に組み入れること｡ 

第4条 国家は国際規格および海外先進規格の採用を奨励し、積極的に国際規格の制定に参

与すること｡ 

 

第2章  標準化業務の管理 

第5条 標準化業務の任務は規格の制定、規格実施の組織ならびに規格の実施に対して監督

を行なう｡ 

第6条 国務院標準化行政主管部門は全国標準化業務を統一管理し、下記の職責を履行する:  

（1）国家関連標準化業務の法律、法規、方針、政策の徹底執行を組織する； 

（2）全国標準化業務の企画、計画の制定を組織する； 

（3）国家規格の制定を組織する； 

（4）国務院関連行政主管部門と省、自治区、直轄市人民政府標準化行政主管部門の

標準化業務を指導し、関連標準化業務問題の調整および処理を行なう； 

（5）規格の実施を組織する； 

（6）規格の実施状況に対して監督検査を行なう； 

（7）全国の製品品質認証業務を統一管理する； 
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（8）関連国際標準化組織に対する業務連絡の責任を統一して負う｡ 

第7条 国務院関連行政主管部門は分業して本部門、本業界の標準化業務を管理し、下記職

責を履行する； 

（1）国家標準化業務の法律、法規、方針、政策の徹底執行を行ない、さらに本部門、

本業界での実施における具体方法を制定する； 

（2）本部門、本業界の標準化業務企画、計画を制定する； 

（3）国家規格起草の任務を受け持ち、業界規格の制定を組織する； 

（4）省、自治区、直轄市関連行政主管部門の標準化業務を指導する； 

（5）本部門、本業界の規格実施を組織する； 

（6）規格実施状況に対して、監督検査を行なう； 

（7）国務院標準化行政主管部門から権限の委託を受けて、本業界の製品品質認証業

務を分掌管理する｡ 

第8条 省、自治区、直轄市人民政府標準化行政主管部門は本行政区域の標準化業務を統一

管理し、下記職責を履行する： 

（1）国家標準化業務の法律、法規、方針、政策の徹底執行を行ない、さらに本行政

区域での実施における具体方法を制定する； 

（2）地方標準化業務の企画、計画を制定する； 

（3）地方規格の制定を組織する； 

（4）本行政区域の関連行政主管部門の標準化業務を指導し、関連標準化業務問題を

調整および処理する； 

（5）本行政区域において、規格の実施を組織する； 

（6）規格の実施状況に対して監督検査を行なう。 

第9条 省自治区、直轄市関連行政主管部門は本行政区域内の本部門、本業界の標準化業務

を分掌管理し、下記職責を履行する： 

（1）国と本部門、本業界、本行政区域標準化業務の法律、法規、方針、政策の徹底

執行を行ない、実施における具体方法を制定する； 

（2）本行政区域内の本部門、本業界の標準化業務の企画、計画を制定する； 

（3）省、自治区、直轄市人民政府が提出した地方規格起草の任務を受け持つ； 

（4）本行政区域内で本部門、本業界の規格実施を組織する； 

（5）規格の実施状況に対して監督検査を行なう｡ 

第10条 市、県の標準化行政主管部門と関連行政主管部門の職責分掌は省、自治区、直轄市

人民政府が規定する｡ 

 

 

第3章  規格の制定 

第11条 全国範囲内で統一が必要な下記技術要求に対して、国家規格（規格草案の制定を含
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む）を制定すること： 

（1）互換性、一般技術用語の要求； 

（2）身体の健康と生命、財産の安全保証に関する技術要求； 

（3）基本原料、燃料、材料の技術要求； 

（4）一般基礎部品の技術要求； 

（5）一般の試験、検査方法； 

（6）一般の管理技術要求； 

（7）工事建設の重要技術要求； 

（8）国の統制が必要なその他の重要製品の技術要求｡ 

第12条 国家規格は国務院標準化行政主管部門が計画を制定し、起草を組織し、審査、承認、

ナンバｰリング方法、発布を統一する。工事建設、薬品、食品衛生、獣薬、環境保護

の国家規格はそれぞれ、国務院工程建設主管部門衛生管理部門、農業主管部門、環

境保護主管部門が起草、審査、承認を組織する；そのナンバｰリング方法、発布方法

は国務院標準化行政主管部門が国務院関連行政主管部門と共同で制定する｡ 

法律が国家規格の制定に対して、別途、規定されている場合、法律の規定に基づい

て執行する｡ 

第13条 国家規格が無く、全国のある業界範囲内で統一が必要な技術要求に対しては業界規

格（規格草案の制定を含む）を制定してよい｡制定される業界規格の項目は国務院関

連行政主管部門が確定する｡ 

第14条 業界規格は国務院関連行政主管部門が計画を制定し、起草を組織し、審査、承認、

ナンバｰリング方法、発布を統一し、さらに国務院標準化行政主営部門に報告して、

記録する。業界規格は相応の国家規格が実施された後、廃止する｡ 

第15条 国家規格と業界規格が無く、省、自治区、直轄市範囲内で統一を必要とする工業製

品の安全衛生要求に対しては地方規格を制定してよい｡制定の地方規格の項目は省、

自治区、直轄市人民政府標準化行政主管部門が確定する｡ 

第16条 地方規格は省、自治区、直轄市人民政府標準化行政主管部門が計画を制定し、起草

を組織し、審査、承認、ナンバｰリング方法、発布を統一し、国務院標準化行政主管

部門に報告して、記録する。法律が地方規格の制定に対して、別途、規定されてい

る場合、法律の規定に基づいて執行する｡ 

地方規格は相応の国家規格、または業界規格が実施された後、廃止する。 

第17条 企業が生産する製品に対して国家規格、業界規格および地方規格が無い場合、相応

の企業規格を制定して、生産を組織する準拠とすること。企業規格は企業が制定を

組織し（農業規格の制定方法は別途、定める）、省、自治区、直轄市人民政府の規

定に基づいて記録する。既に国家規格、業界規格、または地方規格があるものには

企業が国家規格、業界規格,または地方規格の要求より厳しい企業規格の制定を奨励

し、企業内部で適用する｡ 
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第18条 国家規格、業界規格は強制規格と推奨規格に分かれる。下記規格は強制規格に属す

る： 

（1）薬品規格、食品衛生規格、獣薬規格； 

（2）製品および製品生産、貯蔵運送および使用中の安全衛生規格、労働安全衛生規

格、運送安全規格； 

（3）工事建設の品質、安全、衛生基準および国の統制が必要なその他の工事建設規

格； 

（4）環境保護の汚染物排出規格および環境品質規格； 

（5）重要な一般技術用語、符号、コｰドおよび製図方法； 

（6）一般の試験、検査方法の規格； 

（7）互換性規格； 

（8）国の統制が必要な重要製品の品質規格； 

国の統制が必要な重要製品の品質目録は国務院標準化行政主管部門が国務院

関連行政主管部門と共同で制定する｡強制規格以外の規格は推奨規格である｡ 

省、自治区、直轄市人民政府標準化行政主管部門が制定する工業製品の安全、

衛生要求の地方規格は本行政区域内で強制規格である｡ 

第19条 規格の制定には業界協会、科学技術研究機関および学術団体の協力を得ること｡ 

国家規格、業界規格および地方規格を制定する部門はユｰザｰ、生産部門、業界協会、

科学技術研究機関、学術団体および関連部門の専門家が組織する標準化技術委員会

を組織して、規格の起草と規格草案の技術審査、承認業務の参加に責任を負うこと｡

標準化技術委員会を組織しない場合、標準化技術管理部門が規格の起草と規格草案

の技術審査業務の参加に責任を負ってもよい｡ 

技術規格の制定には十分に使用部門、科学技術研究機関の意見を取り入れること｡ 

第20条 規格が実施された後、規格を制定する部門は科学技術の発展と経済建設の需要に基

づいて適時に見直しを行なう｡規格の見直し周期は一般に5年を超過しないこと。 

第21条 国家規格、業界規格と地方規格のコｰドによるナンバｰリング方法は国務院標準化行

政主管部門が統一規定を行なう｡ 

企業規格のコードによるナンバｰリング方法は国務院標準化行政主管部門が国務院

関連行政主管部門と共同で規定する｡ 

第22条 規格の出版、発行方法は規格制定部門が規定する｡ 

 

第4章  規格の実施と監督 

第23条 科学研究、生産、経営に従事する部門および個人は必ず、厳格に強制規格を執行し

なければならない｡強制規格に合致しない製品は生産、販売ならびに輸出を禁止す

る｡ 

第24条 企業は国家規格、業界規格、地方規格、または企業規格を執行する場合、製品また
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はその説明書、包装上に規格のコｰド、番号、名称を明記すること｡ 

第25条 輸出製品の技術要求は契約双方の約束に基づいて、決定する｡ 

輸出製品が国内で販売される場合、我が国の強制規格管理範囲内に属するものは必

ず強制規格の要求に適合しなければならない｡ 

第26条 企業が新製品の開発、製品の改善、技術改変を行なう場合、標準化要求に適合する

こと｡ 

第27条 国務院標準化行政主管部門は国務院関連行政主管部門を組織、または国務院関連行

政主管部門に権限を委託して、業界認証機関を設立し、製品品質の認証業務を行な

う｡ 

第28条 国務院標準化行政主管部門は統一して、全国の規格実施の監督責任を負う｡ 

国務院関連行政主管部門は分掌して、本部門、本業界の規格実施監督の責任を負う｡ 

省、自治区、直轄市標準化行政主管部門は統一して、本行政区域内の規格実施監督

の責任を負う｡省、自治区、直轄市人民政府関連行政主管部門は分掌して、本行政区

域内の本部門、本業界の規格実施の監督責任を負う｡ 

第29条 県級以上の人民政府標準化行政主管部門は必要に応じて、検査機関の設置、または

その他部門の検査機関へ権限を委託して、製品が規格に適合しているかどうかの検

査を行ない、その他の規格実施の監督検査任務を受け持つ｡ 

検査機関の設置は合理的な配置を行ない、現有能力を十分に利用すること｡ 

国家検査機関は国務院標準化行政主管部門が国務院関連行政主管部門と共同で、企

画、審査を行なう。地方検査部門は省、自治区、直轄市人民政府標準化行政主管部

門が省級関連の行政主管部門と共同で、企画、審査を行なう｡ 

関連製品が企画に適合するかどうかの紛争を処理する場合、本規定の検査機関の検

査デｰタを基準とする｡ 

第30条 国務院関連行政主管部門は必要性ならびに国家関連規定に基づき、検査機関を設立

し、本業界、本部門の検査業務の責任を負う｡ 

第31条 国家機関、社会団体、企業、事業部門および全公民はすべて、強制規格に対する違

反行為を告訴、摘発する権利を有する｡ 

 

第5章  法的責任 

第32条 標準化法と本条令の関連規定に違反して、下記状況の1つが見受けられたものには

標準化行政主管部門または関連行政主管部門が各自の職権範囲内で責任を持って、

期間内に改善させ、さらに通報して訓告するか、または責任者に行政処分を行なう： 

（1）企業が生産を組織する準拠となる規格を制定しなかった； 

（2）企業が製品規格を報告して記録しなかった； 

（3）企業が製品上に標示を設けなかった、またはその製品が標示に合っていない； 

（4）企業が新製品の開発、製品の改善、技術改変を行ない、標準化要求に合わなか
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った； 

（5）科学研究、設計、生産中に関連強制規格の規定に違反するもの｡ 

第33条 強制規格に適合しない製品を生産するものには責任を持って生産を停止させ、さら

に製品を没収し、焼却を監督するか、必要な技術処理を行なうこと；そのロット製

品の金額の20%～50%の罰金に処す；関連責任者に対しては5,000元以下の罰金に処

す｡ 

強制規格に適合しない製品を販売するものには責任を持って販売を停止させ、さら

に期問を限定して既に販売した商品を回収し、焼却を監督するか、または必要な技

術処理を行なう；違法所得を没収する；そのロット商品の金額の10%～20%の罰金に

処す；関連責任者に対しては5,000元以下の罰金に処す｡ 

強制規格に適合しない製品を輸入するものにはその製品を差し止め、さらに没収し、

焼却を監督するか、または必要な技術処理を行なう；輸入製品の金額の20%～50%の

罰金に処す；関連責任者に対して行政処分を行ない、さらに5,000元以下の罰金に処

してよい｡ 

本条規定に基づき、生産を停止させ、行政処分の実施に関しては関連行政主管部門

が決定する。その他の行政処罰は標準化行政主管部門と商工行政主管部門が職権に

従って、決定する｡ 

第34条 強制規格に適合しない製品を生産、販売、輸入して、厳重な結果を引き起こし、犯

罪となったものには司法機関が法律に則って、直接責任者の刑事責任を追求する｡ 

第35条 認証証書を取得した製品が認証規格に合致せずに、認証マｰクを使用して出荷、販

売した場合、標準化行政主管部門が責任を持って販売を停止させ、さらに違法所得

の2倍以下の罰金に処す；事情が深刻なものには認証部門がその認証証書を取り消

す｡ 

第36条 製品が認証を取得していない、または認証不合格であるのに、勝手に認証マｰク使

用して出荷、販売するものには標準化行政主管部門が責任を持って販売を停止させ、

違法所得の3倍以下の罰金に処し、さらに部門責任者を5,000元以下の罰金に処す｡ 

第37条 当事者が製品の没収、違法所得の没収および罰金の処罰に不服の場合、処罰通知を

受領した日から15日以内に処罰決定を下した機関のさらに一級上の機関に再審を申

請してよい。再審決定に不服の場合は再審決定を受けた日から15日以内に人民裁判

所に起訴できる。当事者は処罰通知を受領した日から15日以内に直接、人民裁判所

に起訴することもできる｡当事者が期限を超過しても再申請しない、または人民裁判

所に起訴もしない、また、処罰決定をも履行しない場合は、処罰決定を出した機関

が人民裁判所に強制執行を申請する。 

第38条 本条令第32条～第36条規定の処罰は他人に対する損害弁償責任を免除しない｡被害

者は責任者に損失の弁償を要求する権利を有する｡弁償責任と弁償金額の紛争は関

連行政主管部門が処理してよい。また、当事者は直接、人民裁判所に起訴してもよ
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い｡ 

第39条 標準化業務の監督、検査、管理人員が下記行為の1つを行なった場合、関連主管部

門が行政処分を行ない、犯罪に至ったものには関連主管部門が刑事責任を追求する： 

（1）本条令の規定に違反して、業務上のミスにより損失となったもの； 

（2）検査デｰタを偽造、改ざんするもの； 

（3）私情にとらわれ悪事を働き、職権を乱用し、賄賂を請求したり、賄賂を受け取

るもの。 

第40条  罰金ならびに没収された収入の全てを財政に上納する部門に対する罰金は一律、

その固有資金から支払い、コストとして取り扱ってはならない｡責任者に対する罰金

を公金から支払ってはならない｡ 

 

第6章  付則 

第41条  軍事用標準化管理条令は国務院、中央軍事委員会が別途、制定する｡ 

第42条  工事建設標準化管理規定は国務院工程建設主管部門が《標準化法》および本条令

の関連規定に従って、別途制定し国務院に報告・許可された後、実施する。 

第43条  本条令は国家技術監督局が解釈の責任を負う｡ 

第44条  本条令は発布の日から施行する｡ 
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中華人民共和国製品品質認証管理条例 

 

第1章  総則 

第1条 製品品質の保証、製品への信用の向上、ユーザーと消費者の利益の保護、国際貿

易を促進、そして国際品質認証の合作を発展させるために、この条例を制定する。 

 

第2条 製品品質認証（以下、「認証」と略称する）とは製品規格と技術要求に適合する

ことに基づき、認証機関の確認を経て、また認証証書と認証マークの発行を通じて、ある

製品が相応の規格に適合し、また、技術要求に適合することを証明することである。 

 

第3条 企業は国家標準規格または業界標準規格のある製品に対して、国務院標準化行政

主管部門の設立した、または国務院標準化行政主管部門が権限を委託した部門が 設立した

業界認証委員会に認証を申請することができる。国家の法律、行政法規および国務院標準

化行政主管部門が国務院の関連行政主管部門と共同で制定している規則規定では、認証を

経ていない為に、販売、輸入、使用が出来ない製品については、国家の法律、行政法規と

規則の規定に従って処理することとしている。 

 

第4条 認証は、安全認証と合格認証に分けられる。安全認証を行う製品は、必ず《中華

人民共和国標準化法》（以下《標準化法》と略称する）中の関連強制規格の要求に合致し

なければならない。合格認証を行う製品は、必ず《標準化法》に規定されている国家規格

または業界規格の要求に合致しなければならない。 

 

第5条 認証を取得した製品は、国家法律と行政法規が規定する検査を受けることを除い

て、その他の検査を免除するものであり、且つ優れた品質と価格を実施し、優先 的に国優

製品であると認定される場合の優遇条件を享受する。 

 

第6条 国務院標準化行政主管部門が全国の認証業務を統一して管理する；すなわち国務

院標準化行政主管部門が直接設立した、または国務院その他の行政主管部門に権 限を委託

して設立された業界認証委員会が責任をもって認証業務の具体的な実施を行う。 

 

 

第2章 組織管理 

第7条 国務院標準化行政主管部門の管理認証業務における職務上の責任： 

(1) 認証業務の方針、政策、計画を制定する； 

(2) 認証マークの様式を統一して規定または認可する； 

(3)  認証委員会の構成、規約を審査、許可する； 
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(4) 認証検査の任務を請け負う検査機関を審査、承認する； 

(5) 認証業務を請け負う検査員に対して登録管理を行う； 

(6) 認証業務を展開出来る製品のリストを審査、許可、ならびに公布する； 

(7) 認証を取得した製品および製造企業のリストを公布する； 

(8) 認証の国際活動に関連する事項を一緒に管理する； 

(9) 認証業務の重大な問題について、調整、処理する； 

(10) 認証業務を監督する。 

 

第8条 認証委員会は製品の製造、販売、使用、科学研究、品質監督等の関係部門の専門

家が構成し、その職務の責任は以下のとおりとする： 

 (1) 認証業務を展開できる製品リストの草案を提出する； 

 (2) 認証を実施する具体的方法を制定する； 

 (3) 認証に用いる国家規格または業界規格を確認する； 

 (4) 認証の検査任務を請け負う検査機関を推薦する； 

 (5) 認証申請を受理する； 

 (6) 認証申請の企業の品質システムに対し審査を行うよう、組織する； 

 (7) 認証を許可し、認証証書を公布し、並びに国務院標準化行政主管部門に登録する； 

 (8) 認証に関する争議の問題を処理する； 

 (9) 認証を取得した製品およびその製造企業に対して監査を行う責任を負う； 

 (10) 法律によって認証証書を取り消す。 

 

第9条 県クラス以上（県を含む、以下同じ）の地方人民政府の標準化行政主管部門は本

行政区域内に、認証製品に対し監査を行う場合その職務の責任は： 

 (1) 認証時に適用される規格に合致しない製品、認証マークを偽造する製品を調    

査し処理する； 

 (2) 認証委員会と歩調を合わせ、認証を取得した製品の品質に対し、監督を行う； 

 (3) 法律、行政法規または国務院標準化行政主管部門と国務院の関連行政主管部

門が共同で規定の認証に違反するその他行為を調査し処理する。 

 

 

第3章  条件と手順 

第10条 中国企業、外国企業はみな認証申請を提出することができる。申請を提出する企

業は以下の条件を備えなければならない： 

 （1）製品が国家規格または業界標準規格の要求に合致すること； 

 （2）製品品質が安定しており、正常にロット生産できること； 

 （3）生産企業の品質システムは、国家品質管理と品質保証標準および補足要求に      
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合致すること。 

 

第11条 企業は下記手順に従って認証を行う： 

（1） 中国企業は、認証委員会に書面申請を提出する；外国企業または販売代理店

は、国務院標準化行政主管部門またはそれが指定する認証委員会に書面申請

を提出する； 

（2） 認証委員会は、認証検定試験任務を引き受ける検定試験機関に、製品の検定

試験を行うよう、通知する； 

（3）認証委員会は、認証を申請する生産企業の品質システムに対して審査を行う； 

（4）認証委員会は、認証に合格した製品に対して、認証証書を発行して、且つ認証

マークの使用を許可する。 

外国企業の製品検定試験、品質システムの審査については、国務院標準化行政主管部門が

指定する認証委員会が二国間の協議、多国間の協議に基づいて、国外認証機関に代理を委

託することが出来る。 

 

第12条 既に認証証書を取得した企業は、認証委員会がその製品および品質システムに対

して行う監督検査を受けなければならない。すでに認証証書を取得した外国企業の製品と

品質システムの監督検査については、二国間の協議、多国間の協議に基づいて国外の認証

機関に代理を委託することが出来る。 

 

第13条 製品を認証するために採用した標準規格または品質システムが、すでに変わって

おり、認証に必要な条件に達しない場合、認証マークの使用を停止しなければならない。 

 

 

第4章 検査機関と検査員 

第14条 検査機関は国務院の標準化行政主管部門の審査、認可を経て初めて、認証の検査

任務を引き受けることが出来る。 

 

第15条 認証業務を引き受ける検査員は、必ず訓練ならびに試験を受けなければならなく、

国務院の標準化行政主管部門に登録されて初めて、認証を申請した企業（既に認証証書を

取得した企業を含む）に対する検査任務を引き受けることが出来る。 

 

第16条 認証の任務を引き受ける検査機関と検査員は必ず国務院の標準化行政主管部門と

それに関連する認証委員会が規定する職務の責任と義務を履行しなければならな いと同時

に監査を受けなければならない。 
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第17条 認証任務を引き受ける検査機関と検査員は、必ずそこで発行された試験レポート

と検査報告に責任を負わなければならない。必ず認証製品の技術秘密を保守しなければな

らない、且つ不法に他人の科学技術成果を占有してはならない。 

 

 

第5章  罰 則 

第18条 法律、行政法規、または国務院標準化行政主管部門と国務院の関連行政主管部門

が共同で制定した規則、規定に違反して行う関連認証の行為に対しては、法律、行政法規

と規則の規定にしたがって処罰を行う。 

 

第19条 すでに認証証書が与えられた製品が、認証時に採用された標準規格に適合しない

上に、さらに認証マークを使用して出荷し、販売する者については、標準化行政 主管部門

が責任を持って販売停止を命じ、且つ違法で得られた収入の2倍以下の罰金を課す。製品が

未だ認証を取得していない、または認証で不合格になったけれども、認証マークを使用し

て出荷販売する者については、標準化行政主管部門が責任を持って販売停止を命じ、違法

で得られた収入の3倍以下の罰金を課し、且つその違法部門（企業）の責任者に対し、 RMB

元5,000 以下の罰金を課すことができる。認証マークを譲渡した場合、標準化行政主管部

門は違法で得た収入の3倍以下の罰金を課し、且つ違法部門（企業）の責任者に対し RMB元

5,000 以下の罰金を課すことができる。 

 

第20条 下記状況の1つにあてはまるものは、認証証書を発行する認証委員会がその認証証

書を取り消す： 

（1）認証される製品の品質が非常に低下する、またはその製品を生産する企業の品

質システムが、認証時に備えるべき条件を満足しなくなり、ユーザーまたは消

費者に損害をもたらした場合； 

（2）監査を経て、認証を取得した製品が不合格であると見なされ、それが生産企業

の責任に属す場合。 

 

第21条 認証を取得した製品が出荷、販売して、認証の要求に合致しない場合、生産企業

は責任をもって修理、交換、返品をしなければならない；ユーザーまたは消費者 に損害を

もたらした場合は、生産企業は法律にしたがって弁償の責任を負う。 

 

第22条 認証業務に従事する管理、検査試験、検査員が違法により職務上の落ち度を起こ

したり、私腹を肥やして悪事を働く者については、その主管部門が行政処分を与える；犯

罪を引き起こした者については、司法機関が法律に則って刑事責任を追求する。 
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第23条 当事者がその罰金処罰に対して不服の場合、処罰の通知を受取った日から計算し

て15日以内に、処罰決定を出した機関のさらに一級上の行政管理機関に対して再審を申請

することができる。その再審決定に対して不服の場合、再審決定を受取った日から計算し

て15日以内に、人民法院に起訴することができる。当事者が期限までに再審申請をしない、

または人民法院に起訴しない、また処罰決定を履行しない場合は、処罰決定を出した機関

が人民法院に強制執行を申請する。 

 

 

第6章  附 則 

第24条 認証活動に必要な費用は、営利を目的としない原則に従って、認証を申請する企

業から徴収する。具体的な徴収方法は、国務院標準化行政主管部門が国務院物価主管部門

と共同で別途、制定する。 

 

第25条 商品検査機関は、国家商検部門と外国の関連機関との間で締結された協議書また

は外国の関連機関の委託に基づき輸出入商品の品質認証業務を行うことができる。 

 

第26条 この条例は軍事製品には適用しないものとする。 

 

第27条 この条例は、国務院標準化行政主管部門が責任をもって解釈する。 

 

第28条 この条例は、公布の日から実行する。 
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中華人民共和国製品品質法 

 

（1993 年 2 月 22 日第七期全国人民代表大会常務委員会第 30 回会議にて採択され、2000 年

7 月 8 日第九期全国人民代表大会常務委員会第 16 回会議の≪＜中華人民共和国製品品質法

＞の改正に関する決定）に基づき修正を行う。） 

 

第 1 章 総 則 

第1条 製品品質に対する監督管理を強化し、製品品質のレベルを向上させ、製品品質の

責任を明確にし、消費者の合法的権益を保護し、社会経済秩序を維持するため、本法を制

定する。 

 

第2条 中華人民共和国の国境内で製品の生産、販売活動に従事する場合は、必ず本法を

遵守しなければならない。 

本法が総称する製品とは、加工、製作過程を経た販売用の製品を指す。 

建設工程は本規定を適用しない。；但し、建設工程で使用する建築材料、建築組立部品や設

備は、この条項規定の製品範囲に属するものであり、本規定を適用する。 

 

第3条 生産者、販売者は内部の製品品質管理制度を完備させ、職場の品質規範、品質責

任およびそれに相応する審査方法を厳格に実施しなければならない。 

 

第4条 生産者、販売者は本規定により製品品質に対する責任を負う。 

 

第5条 認証マーク等の品質マークを偽造あるいは偽って使用することを禁止する。；製品

の産地を偽造したり、他人の工場名、工場住所を偽造あるいは偽って使用することを禁止

する。；生産、販売する製品中に混ぜ物を入れたり、偽物を混ぜたり、偽物を本物としたり、

劣等な物を良い物とすることを禁止する。 

 

第6条 国家は、科学的品質管理方法を推進し、先進的科学技術を取り入れ、企業の製品

品質が業界規格、国家規格または国際規格を満たし、かつそれを超えることを推奨する。 

製品の品質管理が先進的であり、品質レベルが国際先進水準に達しているものでその成果

が著しい企業や個人に対しては表彰する。 

 

第 7 条   各クラスの人民政府は、製品品質の向上を国民経済や社会発展計画に取り入れ、

生産者、販売者が製品品質管理を強化するよう品質管理の統一的計画と組織的指導、促進

を行い、製品品質の向上をはかり、各関係部門が法による措置を取れる組織にし、製品の

生産、販売において本規定に違反する行為を阻止し、本法の施行を維持するよう努めなけ
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ればならない。 

 

第 8 条   国務院製品品質監督部門は全国製品品質監督業務を主管する。国務院の関係部門

は各自職責の範囲内において、製品品質監督業務の責任を負う。 

県クラス以上の地方製品品質監督部門は本行政区域内の製品品質監督業務を主管する。県

クラス以上の地方人民政府の関係部門は各自職責の範囲内において、製品品質監督業務の

責任を負う。 

法律で製品品質の監督部門に対して別途規定がある場合は、関連法律の規定に従い執行す

る。 

 

第 9 条   各クラスの人民政府職員やその他国家機関の職員が職権を乱用し、職務をなおざ

りにし、私情にとらわれ悪事を働き、本地区、本系列で発生した製品の生産や販売におけ

る本規定に違反する行為を隠匿、放置したり、あるいは製品の生産や販売における本規定

に違反する行為で法による調査を行うことに対して妨害や関与することを禁止する。 

各クラスの地方人民政府とその他国家機関は、製品の生産、販売における本規定に違反す

る行為に対し隠匿、放置した場合は、その主となる責任者に対し法律における責任を追及

する。 

 

第 10 条   本規定に違反する行為に対しては、いかなる企業や個人であっても製品品質監

督部門やその他関係部門へ告発する権利を持つ。 

製品品質監督部門と関係部門は告発者の秘密を保持し、省、自冶区、直轄市人民政府の規

定により表彰する。 

 

第 11 条  いかなる企業や個人であっても、本地区や本系列でない企業が生産した品質合

格製品が本地区、本系列に入ってくることを排斥できない。 

 

第 2 章 製品品質の監督 

第 12 条  製品は品質検査に合格しなければならない。不合格の製品を合格製品と偽って

はならない。 

 

第 13 条   身体の健康や生命、財産の安全に危害を及ぼす可能性がある工業製品は、必ず

身体の健康や生命、財産を保証する国家規格、業界規格に適合しなければならない。 

国家規格、業界規格がまだ制定されていない場合、身体の健康や生命、財産の安全を保証

する要求に適合していなければならない。 

生産、販売が身体の健康や生命、財産の安全を保証する要求に適合していない工業製品を

禁止する。具体的な管理方法は国務院が規定する。 
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第 14 条   国家は国際的に通用する品質管理基準によって、企業品質システム認証制度を

実施する。企業は自主的な原則に基づき、国務院製品品質監督部門が認可する、あるいは

国務院製品品質監督部門によって権限を与えられた部門が認可する認証機構に企業品質シ

ステム認証を申請することができる。認証に合格した場合は、認証機構が企業品質システ

ム認証書を与える。 

国家は国際先進製品規格と技術要求を参照し、製品品質認証制度を実施する。企業は自主

的な原則に基づき、国務院製品品質監督部門が認可する、あるいは国務院製品品質監督部

門によって権限を与えられた部門が認可する認証機構に製品品質認証を申請することがで

きる。認証に合格した場合は、認証機構が製品品質認証書を与え、企業が製品やその包装

上に製品品質認証マークを使用することを許可する。 

 

第 15 条   国家は製品品質に対して抜取検査を主とする監督検査制度を実施する。身体の

健康や生命、財産の安全に危害を及ぼす恐れのある製品、国家の経済や人民の生計に影響

を与える重要工業製品および消費者、関係組織が品質に問題があるとする製品に対し抜取

検査を行う。抜取検査のサンプルは、市場または企業の完成品の倉庫で販売を待つ製品の

中からランダムに抜取ることとする。監督抜取検査作業は、国務院製品品質監督部門が計

画し、組織する。県クラス以上の地方製品品質監督部門が、本行政区域内において監督抜

取検査を組織することもできる。法律で製品品質の監督検査に対して、別途規定するもの

がある場合は、関連法律の規定に従い執行する。 

国家監督抜取検査の製品は、地方において抜取検査を重複して行ってはならない。；上級監

督抜取検査の製品は、下級が抜取検査を重複して行ってはならない。 

監督抜取検査の必要に応じて、製品に対し検査を行うことができる。サンプルの抜取数量

は検査で合理的に必要とする分を超えてはならない。また、検査を受ける者に検査費用を

請求してはならない。監督抜取検査で必要な費用は、国務院規定に基づき支払う。 

生産者、販売者で、抜取検査結果に異議がある場合は、検査結果を受取った日から 15 日以

内に監督抜取検査を実施する製品品質監督部門または上級製品品質監督部門に再検査の申

請をし、再検査申請を受理した製品品質監督部門が再検査結果を作成し、提出する。 

 

第 16 条   法により行われる製品品質監督検査については、生産者、販売者は拒否できな

い。 

 

第 17 条   本規定による監督抜取検査を行い製品品質が不合格だった場合、監督抜取検査

を実施した製品品質監督部門がその生産者、販売者に期限付きで修正するよう命ずる。期

限が過ぎても修正しなかった場合は、省クラス以上の人民政府製品品質監督部門が公表す

る。；公表後の再検査でやはり不合格だったものには、営業停止を命じ、期限付きで規律を
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粛清させる。；規律粛清期間後の再検査でも不合格だった場合は、営業許可証をとりあげる。 

監督抜取検査の製品に重大な品質問題があった場合、本法第 5 章の関連規定により処罰す

る。 

 

第 18 条   県クラス以上の製品品質監督部門はすでに取得済みの違法嫌疑証拠、あるいは

通報により本法規定に違反するとの嫌疑を受けた行為に対して調査を行う際、下記の職権

を行使することができる。 

（1）嫌疑を受けた当事者が本法に違反する生産、販売活動に従事した場所の立入り

検査を行う。 

（2）本法に違反する生産、販売活動に従事したと嫌疑を受けたものへの関連状況に

ついて、当事者の法定代理人、主要責任者、その他関係者に対して調査を行い、掌握

する。 

（3）当事者が関係する契約書、領収書、帳簿およびその他関連資料を調べ、コピー

する。 

（4）身体の健康や生命、財産の安全を保証する国家規格、業界規格に適合しないと

思われる製品やその他重大な品質問題があると思われる製品で、当該製品を生産、販

売するのに直接用いた原材料、包装物、生産工具に対して差し押さえあるいは押収す

る。 

県クラス以上の工商行政管理部門は国務院規定に基づいた職責の範囲で、本規定に違反す

る行為をしたとの嫌疑を受けたものに対して調査を行う際は、この条項で規定する職権を

行使することができる。 

 

第 19 条   製品品質検査機構は必ずそれに応じた検査条件や能力を備えていなければなら

ない。省クラス以上の人民政府製品品質監督部門またはその権限を与えられた部門の審査

で合格してはじめて製品品質検査業務を請負うことができる。法律、行政法規で製品品質

検査機構に対して別途規定がある場合は、関連する法律、行政法規の規定に従い執行する。 

 

第 20 条   製品品質検査、認証に従事する社会仲介機関は法に基づき設立され、行政機関

やその他国家機関との隷属関係やその他の利益関係を持ってはならない。 

 

第 21 条  製品品質検査機構、認証機構は法による関連基準に従い、客観的でかつ公正な検

査結果や認証証明を提出しなければならない。 

製品品質認証機構は国家規定に従い、認証マーク使用を許可した製品に対して、認証後の

追跡検査を行わなければならない。；認証基準に不適合でありながら認証マークを使用して

いるものについては、その改正を要求する。；非常に悪質なものについては、その認証マー

クを使用する資格を取消す。 
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第 22 条   消費者は製品品質問題について、製品の生産者や販売者に問い合わせる権利が

ある。；製品品質監督部門、工商行政管理部門および関係部門へ提訴した場合、提訴を受け

た部門が処理責任を負わなければならない。 

 

第 23 条   消費者の権益を保護する社会機構は、消費者から報告のあった製品品質問題に

ついて関係部門が処理責任を負うよう提言することができ、消費者が製品品質に起因する

損害を被ったことに対して人民裁判所へ起訴するよう支援できる。 

 

第 24 条   国務院と省、自冶区、直轄市人民政府の製品品質監督部門は、定期的に監督抜

取検査製品の品質状況を公表しなければならない。 

 

第 25 条   製品品質監督部門あるいはその他国家機関および製品品質検査機構は、社会に

向けて生産者の製品を推薦してはいけない。；製品に対して、製造や販売を監督する方法で

経営活動に参加してはならない。 

 

第3章 生産者、販売者の製品品質責任と義務 

 

第 1 節 生産者の製品品質責任と義務 

第 26 条   生産者は生産した製品品質に対し、責任を負わなければならない。 

製品品質は以下の要求を満たさなければならない。 

（1）生命、財産の安全に危害を及ぼす不合理な危険性が存在しないこと。また、身

体の健康や生命、財産の安全を保証する国家規格、業界規格がある場合は、その規格

に適合していること。 

（2）製品はその製品が当然持つべき性能を備えていること。但し、製品に使用性能

の欠点が存在することを説明した場合を除く。 

（3）製品あるいはその包装に明記された適用規格に合致し、製品説明、実物サンプ

ル等の方法で表した品質状況に適合していること。 

 

第 27 条   製品あるいはその包装上の表示は必ず真実であり、以下の要求を満たさなけれ

ばならない。： 

（1）製品品質検査の合格証明がある。 

（2）中国語で製品名称、生産工場名と工場住所の表記がある。 

（3）製品の特徴と使用要求により、製品規格、等級、製品に含まれる主要成分の名

称と含有量を明記する必要がある場合、中国語でそれに相当する表記があること。；

事前に消費者に知らせる必要がある場合、外の包装上に明記するか、予め消費者に関
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係資料を提供しなければならない。 

（4）使用期限のある製品は、わかりやすい場所にはっきりと生産日と安全に使用で

きる期間、あるいは使用できなくなる期限を明記すること。 

（5）誤使用によって製品本体が壊れやすいもの、あるいは生命、財産に危害を及ぼ

す可能性があるものには、警告マークや中国語の警告文があること。包装のない食品

や、その他製品の特徴により表示を付けるのが困難で包装していない製品については、

製品表示を付けなくて良い。 

 

第 28 条   割れやすい、燃えやすい、爆発しやすい、有毒である、腐食性や放射性等のあ

る危険物品、運搬中に倒したりできないのもやその他特殊な要求のある製品には、その包

装品質がそれに相応する要求を満足していなければならず、国家関連規定に従い警告マー

クあるいは中国語の警告文を作成し、運搬中の注意事項を明記しなければならない。 

 

第 29 条   生産者は国家が明文により淘汰した製品を生産してはいけない。 

 

第 30 条   生産者は生産地を偽造したり、他人の工場名や工場住所を偽造、あるいは偽っ

て使用してはいけない。 

 

第 31 条   生産者は認証マーク等の品質マークを偽造したり、偽って使用してはいけない。 

 

第 32 条   生産者は製品を生産する際、混ぜ物を入れたり、偽物を混ぜたり、偽物を本物

としたり、劣等の物で良い物を補ったり、不合格製品を合格製品と偽ってはいけない。 

 

第 2 節  販売者の製品品質責任と義務 

第 33 条   販売者は入荷検査検収制度を実施しなければならず、製品合格証明とその他の

表示を検査し、確認しなければならない。 

 

第 34 条   販売者は販売製品の品質維持のための措置を講じなければならない。 

 

第 35 条   販売者は国家が明文により淘汰した製品、または販売停止になった製品、使用

期限切れや変質した製品を販売していけない。 

 

第 36 条   販売者が販売する製品の表示は、本法第 27 条規定に合致しなければならない。 

 

第 37 条   販売者は生産地を偽造したり、他人の工場名や工場住所を偽造したり、偽って

使用してはいけない。 
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第 38 条   販売者は認証マーク等の品質マークを偽造したり、偽って使用してはいけない。 

 

第 39 条   販売者は製品を販売する際、混ぜ物を入れたり、偽物を混ぜたり、偽物を本物

としたり、劣等の物で良い物を補ったり、不合格品を合格品と偽ってはいけない。 

 

第 4 章 損害賠償 

第 40 条   販売した製品が下記の状況に一つでもあてはまった場合は、販売者が修理、交

換、返品の責任を負う。；製品を購入した消費者に損害をもたらした場合は、販売者が損害

を賠償しなければならない。 

（1）製品が備えていなければならない使用性能が備わっておらず、これを事前に説

明しなかった場合。 

（2）製品あるいはその包装上に表記されている製品規格に適合していない場合。 

（3）製品説明、実物サンプル等の方式で表した品質状況に適合していない場合。 

販売者はこの条項規定により修理、交換、返品、あるいは損害賠償を行った後、生産者の

責任あるいは販売者に製品を提供したその他の販売者（以下、供給者と略称する）の責任

に属する場合、販売者は生産者や供給者に対して追徴賠償させる権利がある。 

販売者が第１項の規定による修理、交換、返品、あるいは損害賠償を行わなかった場合は、

製品品質監督部門か工商行政管理部門が改正を命ずる。 

生産者間、販売者間、生産者と販売者の間で結んだ売買契約、請負契約に取り決めと合わ

ないものがある場合は、当事者が契約の取り決めに基づき執行する。 

 

第 41 条  製品の欠陥により身体や欠陥製品以外のその他の財産（以下、他人の財産と略称

する）に損害をもたらした場合、生産者は賠償責任を負わなければならない。 

生産者は下記の状況の一つでも証明できた場合は、賠償責任を負わなくてよい。（1）製品

をまだ流通していなかったとき。（2）製品を流通した段階で、損害を引き起す欠陥がまだ

存在しなかったとき。（3）製品を流通した際の科学技術水準では、まだ欠陥の存在を発見

できなかったとき。 

 

第 42 条   販売者の過失で製品に欠陥を作り、身体や他人の財産に損害をもたらした場合、

販売者は賠償責任を負わなければならない。 

販売者が欠陥製品の生産者、または欠陥製品の供給者を明確に示すことができなかった場

合、販売者が賠償責任を負わなければならない。 

 

第 43 条   製品の欠陥により身体や他人の財産に損害をもたらした場合、被害者は製品の

生産者に賠償請求をすることができ、また製品の販売者にも賠償請求をすることができる。
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製品の生産者の責任に属するもので、販売者が賠償した場合は、販売者は生産者に追徴賠

償する権利がある。製品の販売者の責任に属するもので、生産者が賠償した場合は、生産

者は販売者に追徴賠償する権利がある。 

 

第 44 条   製品の欠陥により被害者の身体を損ねた場合、加害者は医療費、治療期間中の

看護料、仕事を休んだために減少した収入等の費用を弁償する。；障害をもたらした場合は、

障害者の生活援助金、生活補助金、障害賠償金および被害者が扶養していた人が必要とす

る生活費も支払わなければならない。；被害者が死亡した場合は、葬儀費用、死亡賠償金お

よび死亡者が生前扶養していた人が必要とする生活費等の費用を支払わなければならない。 

製品の欠陥により被害者の財産に損失をもたらした場合は、加害者はもとの状態に修復す

るか金銭に換算して弁償する。被害者が同じ原因で、他の重大な損失を受けた場合、加害

者は損害を賠償しなければならない。 

 

第 45 条  製品の欠陥による損害の賠償請求の訴訟有効期間は 2 年で，当事者が知った時点、

あるいはその権益が損害を受けた事を知った時点より起算する。 

製品の欠陥による損害の賠償請求権は、損害をもたらした欠陥製品が最初の消費者に渡っ

た時点から満 10 年で失効する。；但し、明記された安全使用期間をまだ超えていない場合

を除く。 

 

第 46 条   本法が称する欠陥とは、身体や他人の財産の安全に危害を及ぼす不合理な危険

性を持った製品を指す。；製品に身体の健康や生命、財産の安全を保証する国家規格、業界

規格がある場合は、当該規格に適合していないことを指す。 

 

第 47 条   製品の品質が原因で民事紛争が起こった場合、当事者は協議及び調停を通じて

解決できる。当事者が協議や調停による解決を望まなかった場合、あるいは協議や調停が

不成立に終わった場合は、当事者それぞれの協議に基づき仲裁機関に仲裁の申し立てをす

ることができる。；当事者それぞれが仲裁合意に達しなかったり、仲裁協議が無効となった

場合は、直接人民裁判所へ起訴することができる。 

 

第 48 条   仲裁機関あるいは人民裁判所は本法第 19 条に規定する製品品質検査機構に委託

し、関係製品の品質に対する検査を行うことができる。 

 

第 5 章 罰 則 

 

第 49 条   生産、販売で身体の健康や生命、財産の安全を保証する国家規格、業界規格に

適合しない製品は、生産，販売の停止を命じ、違法で生産、販売した製品を没収し、同時
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に違法製品（既に売却済みの製品とまだ売却していない製品を含む、以下同様）価格と同

額以上３倍以下の罰金を課す。；違法所得がある場合、違法所得も没収する。；非常に悪質

な場合は、営業許可証をとりあげる。；犯罪に至った場合は、法により刑事責任を追及する。 

 

第 50 条   製品に混ぜ物を入れ、偽物を混ぜたり、偽物で本物を補ったり、劣等な物を良

い物としたり、不合格製品を合格製品と偽って用いた場合、生産、販売の停止を命じ、違

法で生産、販売した製品を没収し、同時に違法製品価格の 50%以上 3 倍以下の罰金を課す。；

違法所得がある場合、違法所得も没収する。；非常に悪質な場合は、営業許可証をとりあげ

る。；犯罪に至った場合は、法により刑事責任を追及する。 

 

第 51 条   国家が明文により淘汰した製品を生産、販売した場合、または販売停止の製品

を販売した場合は、生産、販売の停止を命じ、違法で生産、販売した製品を没収し、同時

に違法製品価格と同額以下の罰金を課す。；違法所得がある場合、違法所得も没収する。；

非常に悪質な場合は、営業許可証をとりあげる。 

 

第 52 条   使用期限切れや変質した製品を販売した場合、販売停止を命じ、違法販売した

製品を没収し、同時に違法販売製品価格の２倍以下の罰金を課す。；違法所得がある場合、

違法所得も没収する。；非常に悪質な場合は、営業許可証をとりあげる。；犯罪に至った場

合は、法により刑事責任を追及する。 

 

第 53 条  製品の産地を偽造した場合、他人の工場名や工場住所を偽造したり偽って使用

した場合、認証マーク等の品質マークを偽造あるいは偽って使用した場合は、改正するよ

う命じ、違法生産、販売した製品を没収し、同時に違法製品価格と同額以下の罰金を課す。；

違法所得があった場合、違法所得も没収する。；非常に悪質な場合は、営業許可証をとりあ

げる。 

 

第 54 条   製品表示が本法第 27 条規定に適合していない場合、改正を命ずる。；包装のあ

る製品の表示が本法第 27 条第（4）項、第（5）項規定に適合しておらず、非常に悪質な場

合は、生産，販売の停止を命じ、同時に違法で生産、販売した製品価格の 30%以下の罰金を

課す。；違法所得がある場合は、違法所得も没収する。 

 

第 55 条  販売者が本法第 49 条から第 53 条規定で販売を禁止する製品を販売した場合、

当該製品が販売禁止の製品であることを知らなかったことを証明する十分な証拠があるか、

あるいはその入荷先を事実のまま説明すれば、処罰を軽減することもできる。 

 

第 56 条   法律により実施される製品監督検査を受けることを拒否した場合、警告を与え、
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改正を命ずる。；改正を拒んだ場合は、営業を停止し、粛清を命ずる。；非常に悪質な場合

は、営業許可証をとりあげる。 

 

第 57 条   製品品質検査機構、認証機構が検査結果を偽造したり、虚偽の証明を提出した

場合は、改正を命じられ、その部門に対し 5 万元以上 10 万元以下の罰金を課す。直接責任

を負う主管者とその他の直接責任者に対し 1 万元以上 5 万元以下の罰金を課す。；違法所得

がある場合は、違法所得も没収する。；非常に悪質な場合は、その検査資格、認証資格を取

消す。；犯罪に至った場合は、法により刑事責任を追及する。 

製品品質検査機構、認証機構が提出した検査結果あるいは証明が事実でない為に損失をも

たらした場合、それに相当する賠償責任を負う。；非常に重大な損失をもたらした場合は、

その試験資格、認証資格を取消す。 

製品品質認証機構が本法第２１条第２項規定に違反し、認証基準に不適合でありながら認

証マークを使用する製品に対し未だ法律によるその改正要求をしていないか、あるいはそ

の認証マーク使用資格を取消していない場合で、製品が認証基準に不適合な為に消費者に

損失を与えた場合は、製品の生産者、販売者とともに連帯責任を負うものとする。；非常に

悪質な場合は、その認証資格を取消す。 

 

第 58 条   社会団体、社会仲介機関は製品品質に対し承認、保証をするが、当該製品がそ

の承認、保証の品質要求に適合していなかった為に消費者に損失を与えた場合、製品の生

産者、販売者とともに連帯責任を負う。 

 

第 59 条 広告で製品品質に対する虚偽の宣伝や消費者を騙し，誤解させるものを作った

場合は、≪中華人民共和国広告法≫の規定により法的責任を追及する。 

 

第 60 条 生産者が本法第 49 条、第 51 条に列挙するものを主に用いて生産する製品、あ

るいは偽物で本物を補充する製品の補助原材料、包装、生産工具については没収する。 

 

第 61 条 本規定が生産、販売を禁止する製品であることを承知で、または当然承知して

いなければならないのに、運送、保管、倉庫備蓄等の便宜的条件を提供した場合、あるい

は偽物で本物を補充する製品に対して偽物製造の生産技術を提供した場合については、運

送、保管、倉庫備蓄の収入あるいは偽物製造技術を提供した収入を全て没収すると同時に、

違法収入の 50%以上 3 倍以下の罰金を課す。；犯罪に至った場合は、法により刑事責任を追

及する。 

 

第 62 条 サービス業の経営者は、本法第 49 条から第 52 条までの規定で販売を禁止する

製品を商売上のサービスに用いた場合、使用停止を命ずる。；使用した製品が本規定で販売
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を禁止する製品であると承知で、または当然知っていなければならないものについては、

違法使用製品(使用済と未使用の製品を含む)の価格に基づき、本法の販売者に対する処罰

規定により罰する。 

 

第 63 条 隠匿、転移、換金、破損により製品品質監督部門あるいは工商行政管理部門に

差し押さえられたり、押収されたりした物品は、隠匿、転移、換金、破損された物品価格

と同額以上３倍以下の罰金を課す。；違法所得がある場合は、違法所得も没収する。 

 

第 64 条 本規定に違反した場合は、民事賠償責任を負うと共に罰金を支払わなくてはな

らない。同時に支払いで財産が不足した場合は、先に民事賠償責任を負うものとする。 

 

第 65 条 各クラスの人民政府職員とその他国家機関の職員で下記の状況の一つでもあて

はまる場合は、法律による行政処分を与える。；犯罪に至った場合は、法により刑事責任を

追及する。 

（1）製品の生産、販売をにおいて本規定に違反する行為を庇護し、放置した場合。 

（2）本規定に違反する生産、販売活動に従事する当事者へ情報を流し、調査を逃れ

る手助けをした場合。 

（3）製品品質監督部門あるいは工商行政管理部門が、製品の生産、販売における本

規定に違反する行為に対して、法律による調査を行うことを妨害し、関与して最悪の

結果をもたらした場合。 

 

第 66 条   製品品質監督部門が製品品質監督抜取検査中に規定数量を超えるサンプルを取

り出したり、検査を受けた者から検査費用を受け取った場合は、上級製品品質監督部門ま

たは監察機関が返還を命ずる。；非常に悪質な場合は、直接責任を負う主管者とその他の直

接責任者に対し法による行政処分を与える。 

 

第 67 条   製品品質監督部門あるいはその他国家機関が本法第 25 条規定に違反し、社会に

生産者の製品を推薦したりあるいは製造や販売を監督する方法で製品の経営活動に参加し

た場合、その上級機関あるいは監察機関が改正を命じ、またその影響を取り除き、違法収

入があった場合は没収する。；非常に悪質な場合は、直接責任を負う主管者とその他の直接

責任者に対し法による行政処分を与える。 

製品品質検査機構でこの条項に列記した違法行為があった場合、製品品質監督部門が改正

を命じ、その影響を取り除き、違法収入があった場合はそれを没収すると同時に違法収入

の 1倍以下の罰金を課すことができる。；非常に悪質な場合は、その品質検査資格を取消す。 

 

第 68 条   製品品質監督部門あるいは工商行政管理部門の職員が職権を乱用し、職務をな



中国製品品質法 
参考和訳 

 137

おざりにし、私情にとらわれ悪事を働き、犯罪を引起した場合、法による刑事責任を追及

する。；犯罪にまで至らなかった場合は、法による行政処分を与える。 

 

第 69 条   暴力や脅迫で製品品質監督部門あるいは工商行政管理部門の職員が法律に従い

職務を遂行するのを妨害した場合，法による刑事責任を追及する。；暴力や脅迫の方法によ

らない拒絶や妨害をした場合は、公安機関が治安管理処罰条例の規定に基づき罰する。 

 

第 70 条  本規定の営業許可取消しの行政処分は工商行政管理部門が決定し、本法第 49 条

から第 57 条と、第 60 条から第 63 条規定の行政処分は、製品品質監督部門あるいは工商行

政管理部門が国務院規定の職権の範囲内で決定する。法律、行政法規で行政処分権を行使

する機関に対し別途規定がある場合は、関連法律、行政法規の規定に従い執行する。 

 

第 71 条 本規定により没収した製品は、国家関連規定により焼却するかその他の方法で処

理する。 

 

 

第 72 条  本法第 49 条から第 54 条と、第 62 条、第 63 条で規定する価格は、違法で生産、

販売した製品の表示価格で計算する。；表示価格がない場合は、同類製品の市場価格で計算

する。 

 

第 6 章 付 則 

第 73 条   軍事製品の品質管理方法は、国務院、中央軍事委員会が別途制定する。 

当該施設、当該製品が損害をもたらしたことによる賠償責任は、法律、行政法規で別途規

定がある場合は、その規定に従う。 

 

第 74 条 本法は 1993 年 9 月 1 日より施行する。 
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国家認証認可監督管理委員会文書 

国認証[2001]30号 

 

強制的製品認証制度実施に関する通知 

 

各省、自治区、直轄市品質技術監督局、各直属検験検疫局、各関連組織： 

 

 国家品質監督検験検疫局総局と国家認証認可監督管理委員会が発布した『強制的製品認証

管理規定』、『強制的製品認証マーク管理規則』、『第一次強制的製品認証を実施する製品

目録』（以下、『目録』と略称する）など強制的製品認証制度（以下、「新制度」と略称す

る）の関連規定に基づき、これまで国家出入境検験検疫局が公布し実施してきた輸入製品安

全品質許可制度および国家質量技術監督局が公布し実施してきた製品安全認証の強制的監督

管理制度（以下、「旧制度」と略称する）から、これから施行される新制度への移行に関す

る諸問題について以下のように通知する。 

 

1．新制度の実施と旧制度の廃止 

『強制的製品認証管理規定』に基づき、新制度は2002年5月1日より施行される。新制度への

すみやかな移行を保証し、関連各方面の合法的権益を守るために旧制度は2003年5月1日に廃

止する。 

2．新、旧制度適用製品の監督管理 

1）2003年5月1日以降、国内企業が出荷および輸入する『目録』内の製品は、全て強制的製 

  品認証証書（以下、「新証書」と略称する）を取得し、強制的製品認証マーク（以下、  

 「新マーク」と略称する）を使用しなれけばならない。  

2）2003年5月1日以降、取り次ぎ販売店および輸入元は新証書を取得せず新認証マークを使 

   用していない『目録』内の製品を購入、輸入および販売してはならない。2003年4月30日 

   までに購入または輸入し、まだ販売していない『目録』内の製品で、輸入商品安全品質許 

   可証、CCIBマークまたは安全認証合格証書、長城マーク（以下、「旧証書」、「旧マー 

   ク」と略称する）を取得しているものについては、所在地の品質監督検験検疫部門に報告 

   し、その監督のもとで販売するものとする。 

3）新証書および新マークを取得した製品が旧マークを表示した外包装を引き続き使用する場 

   合でも、2003年5月1日以降は新マークの表示を加えてはじめて製品を出荷、輸入および 

   販売することができる。 

4）旧証書および旧マークを取得するよう定められていた『目録』内の製品は、2003年4月30 
  日まで旧証書、旧マークまたは新証書、新マークのどちらを使用して出荷、輸入および販 

   売してもよい。 
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5）旧証書および旧マークを取得するよう定められていた製品で、今回の『目録』に含まれて 

  いないものについて、2002年5月1日以降、旧証書およひ旧マークはもはや出荷、輸入お 

  よび販売の条件にはならない。 

3．認証申請の受け付け 

1）国家認証認可監督管理委員会が指定した認証機関（以下、「指定認証機関」と略称する） 
     は2002年5月1日より、『目録』内の製品の新証書、新マーク申請の受け付けを開始し、 

   旧証書および旧マークの申請の受け付けを取りやめる。 

2）旧証書および旧マークを取得が定められていた『目録』内の製品は、2002年4月30日まで 

  旧証書および旧マークの取得を申請できる。 

4．その他の事項 

1）旧証書と旧マークを申請したにもかかわらずまだ証書とマークを取得していない『目録』 

   内の製品や既に旧証書を取得している『目録』内の製品は、申請者が申請し、指定認証機 

   関が条件に合うことを確認した上で、新証書の取得、新マークの使用が認められる。 

2）上記新証書および新マークを取得するための費用は、申請者が実際に申請した項目および 

   新制度の料金基準に基づいて徴収される。 

 

 

                             2001年12月3日 
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中華人民共和国国家品質監督検査検疫総局 

中国国家認証認可監督管理委員会 

 

公告 

2001年第33号 

 

 

 『中華人民共和国製品品質法』、『中華人民共和国輸出入商品検査法』、『中華人民共和国輸

出入商品検査実施条例』、『中華人民共和国国産品品質認証管理条例』および『強制的製品認証

管理規定』に従い、国家品質監督検査検疫総局と国家認証認可監督管理委員会は『第一次強制的

製品認証を実施する製品目録』（以下、目録と略称する）を発表する。目録は19種132品目（付

属文書参照）とし、2002年5月1日より目録に含まれる商品の認証証書申請を受け付ける。2003年

5月1日以降は、強制的製品認証証書を取得していない製品および強制的認証マークを使用してい

ない製品の出荷、輸入および販売をしてはならない。 

 

 付属文書：第一次強制的製品認証を実施する製品目録 

 

 

 

 

2001年12月3日 
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付属文書： 

第一次強制的製品認証を実施する製品目録 

 

 1．電線・ケーブル（5品目） 

 （1）コードセット 

 （2）鉱業用ゴム被覆フレキシブルケーブル 

 （3）交流定格電圧3kV以下の鉄道車両用絶縁ケーブル（電線） 

 （4）定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル 

 （5）定格電圧450/750V以下のポリ塩ビ絶縁ケーブル 

 2．電気回路スイッチおよび保護用または接続用電気装置（6品目） 

 （1）機器カプラー（家庭用およびその他これに類する用途用、工業用） 

 （2）プラグ・コンセント（家庭用およびその他これに類する用途用、工業用） 

 （3）サーマルリンク 

 （4）小型の管型ヒューズリンク 

 （5）家庭用およびその他これに類する用途の固定式電気装置用スイッチ 

 （6）家庭用およびその他これに類する用途の固定式電気装置の付属エンクロージャー 

  3．低圧電気部品（9品目） 

   （1）漏電ブレーカー 

   （2）サーキットブレーカー（RCCB、RCBO、MCBを含む） 

 （3）ヒューズ  

 （4）低圧スイッチ（断路器、断路スイッチ、ヒューズ組み込みユニット） 

 （5）その他の電気回路保護装置[保護器類：電流制限器、回路保護装置、過電流保護装置、 

    サーマルプロテクター、過負荷リレー、低圧電機コンタクター、モータースターター〕 

 （6）リレー（36V＜電圧≦1000V） 

 （7）その他スイッチ（機器用スイッチ、真空スイッチ、圧力スイッチ、近接スイッチ、フット 

    スイッチ、熱感知スイツチ、油圧式スイッチ、プッシュボタンスイッチ、リミットスイッ 

      チ、マイクロギャップスイッチ、二方向スイッチ、温度感性スイッチ、トラベルスイッチ、 

      切り替えスイッチ、自動切り替えスイッチ、ナイフスイッチ） 

 （8）その他の装置（コンタクター、モータスターター、表示灯、補助コンタクトアッセンブリ、 

      主制御器、交流半導体モータ制御器およびスターター） 

 （9）低圧スイッチギア･コントロールギアアッセンブリー 

 4．小電力モーター（1品目） 

   （1）小電力モーター 

  5．電動工具（16品目） 

 （1）電気ドリル（インパクトドリルを含む） 

 （2）スクリュードライバおよびインパクトレンチ 

 （3）電動グラインダー 

 （4）サンドペーパーかけ機 
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 （5）電動回転鋸  

 （6）電動ハンマー（電動つるはしを含む） 

 （7）不燃性液体スプレーガン 

 （8）電動カッター（二枚刃カッター、電動インパクトはさみを含む） 

 （9）電動ネジ立て盤 

（10）往復鋸（糸鋸、サーベル鋸を含む） 

（11）差し込み式コンクリート振動機 

（12）チェーンソー 

（13）電動かんな 

（14）電動芝刈りばさみ 

（15）電動フライス盤およびエッジドリマー 

（16）電動石切り機（大理石切断機を含む） 

  6．溶接機（15品目） 

 （1）小型交流アーク溶接機 

   （2）交流アーク溶接機  

    （3）直流アーク溶接機 

    （4）TIGアーク溶接機 

   （5）MIG/MAGアーク溶接機 

   （6）サブマージドアーク溶接機 

   （7）プラズマアークカッティングマシン 

   （8）プラズマアーク溶接機 

   （9）溶接ケーブル用感電保護装置 

（10）溶接ケーブル用連結装置 

   （11）抵抗溶接機 

   （12）ワイヤ送給装置 

    （13）TIG溶接バーナー 

   （14）MIG/MAG溶接用トーチ 

    （15）溶接棒ホルダー 

 7．家庭用およびその他これに類する用途の電気機器（18品目） 

（1）家庭用冷凍冷蔵庫および食品冷凍庫：有効容積500リットル以下の家庭用およびその他 

   これに類する用途の冷蔵庫で冷凍食品貯蔵ボックスが有るものと無いもの、フリーザーお 

     よびそれらの組み合わせ 

   （2）扇風機：家庭用およびその他これに類する用途の単相交流と直流の扇風機 

（3）エアコン：冷却量が21000kcal／h未満の家庭用およびその他これに類する用途のエアコン 

（4）モーターコンプレッサー：入力電力5000W以下の家庭用およびその他これに類する用途のエ 

   アコンや冷却装置に必要な密封式（完全密封型、準密封型）モーターコンプレッサー 

（5）家庭用電動洗濯機：温水機能、脱水装置または乾燥機を備えた／備えていない衣類用の電 

     動洗濯機 
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（6）貯水式電気温水器：水を沸点以下まで加熱する貯水式電気温水器 

（7）ルームヒーター：家庭用およびその他これに類する用途の輻射式ヒーター、パネルヒー 

     ター、液体封入型ヒーター、ファンヒーター、対流式ヒーター、管状ヒーター 

（8）真空掃除機：乾燥したほこりまたは液体を吸い込む機能を持つ、直巻電動機または直流 

     モーター駆動の真空掃除機 

（9）スキンケア・ヘアケア用装置：人または動物の皮膚や毛髪をケアする電熱部品を備えた電 

   気装置 

  （10）電気アイロン：家庭用およびその他これに類する用途のドライおよびスチームアイロン 

  （11）電磁調理器：家庭用およびその他これに類する用途の電磁エネルギーを用いて加熱する調 

         理器（備えている電磁加熱部品は１つもしくはそれ以上でもよい） 

  （12）ロースター：定格容量が10リットル未満の家庭用およびその他これに類する用途のロース 

         ター、トースター、電気ワッフル焼き型、その他類似器具。 

  （13）フードプロセッサー：家庭用フードプロセッサーおよびその他これに類する用途のマルチ 

         フードプロセッサー 

  （14）電子レンジ：周波数300MHz以上のI.S.M．周波数を1つ以上持ち、電磁エネルギーを用いて 

         食品や飲料を加熱する家庭用器具（焦げ目機能やスチーム機能を備えていてもよい） 

  （15）電気コンロ、クッキングレンジ、オーブンおよびその他類似器具：家庭用電気コンロ、据 

         付オーブン、レンジ台、卓上電気コンロ、レンジの加熱部、焼き網・焼き鍋、ビルトイン 

         タイプのオーブンおよび網焼き器 

  （16）レンジフード：家庭用調理器具やレンジの上部に取り付けるファン、ランプ、調節器な 

     どを備えた厨房内の油や煙を排出する家庭用電気装置 

  （17）液体加熱器および飲料水加熱冷却機 

  （18）電気炊飯器：電熱部品を用いて加熱する自動保温式またはタイマー式電気炊飯器 

  8．オーディオおよび映像機器各種（放送および自動車用の音響機器は含まない）（16品目） 

（1） 大出力500W（有効値；RMS）以下の１つもしくは複数のスピーカーが付いた電源付きス 

   ピーカーシステム 

（2）オーディオパワーアンプ 

（3）チューナー 

（4）各種放送波のラジオ受信機 

（5）各種媒体形式のAV記録・放送・処理機器（各種カセットテープ、レーザーディスクなどの 

     媒体形式を含む） 

 (6) 上記機器のユニット装置 

 (7) オーディオ／ビデオ機器用アダプター 

（8）各種映像生成方法によるカラーテレビ受信機 

（9）モニター（車載用テレビ受信機は含まない） 

  （10）白黒テレビ受信機およびその他モノクロテレビ受信機 

  （11）ブラウン管 

  （12）ビデオレコーダー 
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   （13）衛星テレビ放送受信機 

   （14）電子オルガン 

   （15）アンテナブースター 

 (16) 音声およびテレビ信号のケーブル配信システム機器とその部品 

 9．情報技術機器（12品目） 

（1）パソコン（PC） 

（2）ノート型パソコン 

（3）パソコン接続用ディスプレイ装置 

（4）パソコン接続用プリンター 

（5）マルチ機能付きプリンター兼複写機 

（6）スキャナー 

（7）パソコン用スイッチング電源およびアダプター充電器 

（8）コンピュータゲーム機 

（9）学習機 

  （10）複写機 

  （11）サーバー 

  （12）金融および商業精算電子機器 

10．照明機器（2品目）（電圧が36V未満の照明機器は含まない） 

（1）照明器具 

（2）バラスト 

11．電気通信端末設備（9品目） 

（1）モデム（ボイスバンドモデム、ベースバンドモデム、カードを含むDSLモデム） 

（2）ファクシミリ（ファクシミリ、ボイス／ファックスカード、マルチ機能付きファクシミ    

     リ） 

（3）固定式電話端末（普通電話器、CID電話器、カード管理式電話器、留守番電話器、コイン 

     投入式電話器、インテリジェントカード式電話器、ICカード式公衆電話器、ハンズフリー 

     電話器、デジタル電話器、電話器の付属機器） 

（4）コードレス電話端末（アナログコードレス電話器、デジタルコードレス電話器） 

（5）キーフォンシステム（キーフォンシステム、電話会議交換器） 

（6）モバイル端末（アナログ携帯電話器、GSMデジタル携帯機器（携帯電話やその他端末機器）、 

     CDMAデジタル携帯機器（携帯電話やその他端末機器）） 

（7）ISDN端末（ネッワーク端末機器（NT1、NT1+）、ターミナルアダプター（カード式を含 

   む）） 

（8）データ端末（メモリー発信ファックス／ボイスカード、POS端末、インターフェイス変換器、 

     ネットワークハブ、その他のデータ端末） 

（9）マルチメディア端末（テレビ電話、テレビ会議端末、VOD端末、その他のマルチメディア端 

     末） 

12．自動車および安全付属部品（4品目） 
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（1）自動車：公共道路および都市道路を走るM、N、O類車両 

（2）オートバイ 

（3）自動車 

（4）オートバイの部品：シートベルト、オートバイエンジン 

13．自動車のタイヤ（3品目） 

（1）車両用タイヤ：乗用車タイヤ（乗用車用ラジアルタイヤ、乗用車用バイヤスタイヤ） 

（2）トラックタイヤ（軽トラック用タイヤ、小型トラック用タイヤ、中型／大型トラック 

   用タイヤ） 

（3）自動二輪用タイヤ：自動二輪用タイヤ（コード表示シリーズ、メートル制シリーズ、軽 

   量シリーズ、スクーターシリーズ） 

14．安全ガラス（3品目） 

（1）自動車用安全ガラス（A類 合わせガラス、B類 合わせガラス、ゾーン強化ガラスおよび強 

   化ガラス） 

（2）建築物用安全ガラス（合わせガラス、強化ガラス） 

（3）鉄道車両用安全ガラス（合わせガラス、強化ガラス、絶縁安全ガラス） 

15．農業機械（1品目） 

（1）作物保護用機器（電動もしくは手動式背負い形噴霧器、電動もしくは手動式粉末散布器、 

     電動式背負い形噴霧・粉末散布器） 

16．ラテックス製品（１品目） 

（1）コンドーム 

17．医療機器製品（7品目） 

（1）医療用Ｘ線診断機器 

（2）血液透析装置 

（3）中空ファイバ透析器 

（4）血液浄化装置の体外循環装置 

（5）心電計 

（6）埋め込み式心臓ペースメーカー 

（7）人工心肺 

18．消火装置（3品目） 

（1）火災警報機（煙・火災探知機、熱感知式火災感知器、火災警報コントロールユニット、防 

     火装置用制御器、手動式火災警報ボタン） 

（2）消防ホース 

（3）スプリンクラー（水散布ノズル、湿式警報弁、水流表示器、消防用圧力スイッチ） 

19．侵入防止警報探知機（１品目） 

（1）侵入防止警報探知機（室内用マイクロ波ドップラー探知機、赤外線レーザー侵入探知機、 

     室内用パッシブ赤外線探知機、マイクロ波および赤外線レーザー侵入探知機が組み合わ 

   さった機器） 
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中国国家認証認可監督管理委員会公告 

2001 年第 2号 

2001 年 12 月 12 日 
 
強制的製品認証管理規定（中華人民共和国品質監督検験検疫総局令第 5号）；強制的製品認証マー

クの管理規定（中華人民共和国認証認可監督管理委員会公告第 1 号[2001]；ならびに第一次強制

的製品認証を実施する製品目録（以下、『目録』と略称する。国家品質監督検験検疫総局と国家認

証認可監督管理委員会が共同で発表した公告第 33 号[2001]）；に基づき、国家認証認可監督管理

委員会は『強制的製品認証制度の実施管理規定』を制定し、ここに法令に基づく実施を発表する。 

 

 

 

強制的製品認証制度の実施管理規定 

 

旧制度から新制度への迅速な移行を保証するため、つまり、かつての中華人民共和国国家出入境

検験検疫局（CIQ）が管理・監督する輸入商品の安全認証制度とかつての国家技術監督局（CSBTS）

が管理・監督する製品安全認証の強制監督制度は、関連各方面の合法的権益を守るため、法令に

基づく実施に関して下記取決めを発表する。 

 

1．新制度の実施と旧制度の廃止 

強制的製品認証制度の実施管理規定は、旧制度から新制度への迅速な移行と関連各方面の合

法的権益を効果的に保護することを保証するため、新制度の実施を 2002 年 5 月 1 日、旧制度

の廃止を 2003 年 5 月 1 日と定める。 

 

2．新、旧制度適用製品の管理・監督 

1）2003 年 5 月 1 日以降、国内企業が出荷もしくは輸入する『目録』内の製品は、強制的製品

認証証書（以下、「新証書」と略称する）を取得し、強制的製品認証マーク（以下、「新マ

ーク」と略称する）を貼付しなければならない。 

2）2003 年 5 月 1 日以降、販売店もしくは輸入業者は新証書を取得しておらず、新マークを貼

付していない『目録』内の製品を購入、輸入、販売してはならない。2003 年 4 月 30 日よ

り前に購入もしくは輸入した『目録』内の製品で、輸入商品安全許可証と CCIB マークもし

くは長城マーク（以下、「旧証書」および「旧マーク」と略称する）を取得しているものに

ついては、各所在地の国家品質監督検験検疫総局（AQSIQ）に報告し、その監督のもとで販

売するものとする。 

3）2003 年 5 月 1 日以降、新証書および新マークを取得している『目録』内の製品の外装箱に

旧マークを貼付して引き続き使用する場合、旧マークとともに新マークも貼付してはじめ

て販売、輸入することができる。 
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4）旧証書および旧マークの取得が義務付けられていた『目録』内の製品は、2003 年 4 月 30

日までは、旧証書・旧マークもしくは新証書・新マークのいずれを使用して出荷、輸入し

てもよい。 

5）旧証書・旧マークの取得が義務付けられていた製品で、今回の『目録』に含まれていない

ものについては、2002 年 5 月 1 日以降、それらの製品を販売もしくは輸入する場合、旧証

書・旧マークは必要ない。 

 

3．認証申請の受け付け 

1）国家認証認可監督管理委員会（CNCA）が指定する認証機関（以下、「指定認証機関（DCBs）」 

   と略称する）は、2002 年 5 月 1 日より『目録』内の製品の新証書・新マークの申請受け付

けを開始し、旧証書・旧マークの申請受け付けはしない。 

2）旧証書・旧マークの取得が義務付けられていた『目録』内の製品は、2002 年 4 月 30 日ま

では、引き続き旧証書・旧マークの取得を申請することができる。 

 

4．その他補足事項 

1）既に申請したが、旧証書をまだ取得できていない『目録』内の製品もしくは旧証書を取得

している『目録』内の製品は、申請者が申請し、さらに指定認証機関によって製品の適合

性が確認されたうえで、新証書・新マークの使用が認められる。 

2）4.1）項に言及される新証書および新マークを取得するための費用は、新制度の料金表に従

って必要となる実際の項目に基づき、申請者が負担するものとする。 
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中華人民共和国国家品質監督検験検疫総局令 

第 6 号 

 

『輸入許可制度民用製品入境検査管理規則』は 2001 年 11 月 21 日に国家品質監督検験検疫

総局局務会の審議を経て、ここに公布され、2002 年 1 月 1 日より施行される。 

局長 

二〇〇一年十二月四日 

 

第一条 国家は、輸入許可制度を実施する民用製品の検査管理に対して、輸入品が安全･衛

生･環境保護の要求に適合していることを保証するため、『中華人民共和国輸出入商品検験

法』(以下『商検法』と称する)およびその実施条例と関連法律法規の規定に基づき、本規

則を制定する。 

 

第二条 本規則は国家が輸入品質許可制度と強制性製品認証を実施する民用製品(以下輸

入許可制度の民用製品と称する)の入境検査管理業務に適用される。 

 

第三条 本規則における入境検査では、出入境検験検疫機構(以下、検験検疫機構と称する)

が、輸入許可制度の民用製品に対して、通関(入境)の際に、必要な証明書類を取得してい

るかどうかを検査し、一定の割合で製品を抜取り、マークの検査や、輸入品許可制度で規

定された技術要求に基づく検査を行う。 

 

第四条 国家品質監督検験検疫総局(以下、国家質検総局と称する)は全国の輸入許可制度

の民用製品の入境検査管理業務を統一管理する。国家質検総局が設けた各地の検験検疫機

構は、所轄地区の輸入許可制度の民用製品の入境検査業務を受け持つ。 

 

第五条 国家質検総局は必要に応じて、『出入境検験検疫機構が入境検査で輸入許可制度

を実施する民用製品のリスト』(以下、『入境検査製品リスト』と称する)を制定･調整･公

布する。 

『入境検査商品リスト』に含まれる輸入品に対しては、検験検疫機構が入境検査を実施す

る。 

 

第六条 輸入許可制度の民用製品の受取認人もしくはその代理人は、輸入申告手続きの際

に輸入許可制度の規定に関する証明書類を提出し、検験検疫機構による入境検査業務の実

施に協力せねばならない。 

第七条 検験検疫機構は申告受理の際に、輸入品質許可等の証明書類を審査せねばならな

い。審査確認された証明書類が規定に合っている場合、『入境貨物通関書』が発行され、
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規定にあっていない場合は、『入境貨物通関書』は発行されない。 

 

第八条 法で定められた検験検疫の輸入許可制度の民用製品に属する場合、検験検疫機構

は関連規定に基づき、検査･検疫を実施すると同時に、マークが本当に有効かどうか製品を

検査せねばならない。 

 

第九条 法で定められた検験検疫の輸入許可制度の民用製品に属さない場合、検験検疫機

構は必要に応じて抜取り検査を実施できる。抜取り検査の範囲や具体的な実施手順は、国

家質検総局が別途規定する。 

 

第十条 輸入許可制度の民用製品が、マークの検査や抜取り検査にて不合格となった場合、

検験検疫機構は『商検法』およびその実施条例の関連規定に基づいて処理を行う。 

 

第十一条 本規定の解釈については国家質検総局が責任を負う。 

 

第十二条 本規定は 2002 年 1 月 1 日から施行される。 
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製品品質国家監督抜き取り検査管理方法 

 

第１章 総則 

第１条 製品品質監督管理を強化し、製品品質国家監督抜き取り検査（以下、国家監督抜 

き取り検査と略称する）作業を規範化するため、≪製品品質法≫、≪標準化法≫、 

≪計量法≫等の規定に基づき、本法を制定する。 

第２条 製品品質国家監督抜き取り検査作業を展開するにあたっては、必ず本法を遵守す 

ること。輸出商品については関連規定に基づき処理する。 

第３条 国家監督抜き取り検査とは、国務院製品品質監督部門が法律により組織した関係 

する省クラス品質技術監督部門と製品品質検査機構が、生産、販売する製品に対 

し関連規定に基づきサンプル抜き取り検査を実施し、その検査結果に対して法律 

に基づき公表し処理活動を行うものである。国家監督抜き取り検査は、国家が製 

品品質に対して監督検査を行う主な方法の一つである。 

第４条 国家監督抜き取り検査は、定期的に実施する国家監督抜き取り検査と不定期に実 

施する国家監督特別項目抜き取り検査の 2 種類に分けられる。 

定期的に実施する国家監督抜き取り検査は四半期に一度行い、国家監督特別項目 

抜き取り検査は製品品質の状況により不定期に展開する。 

第５条 国家品質監督検査検疫総局（以下、国家品質検査総局と略称する）は国家監督抜 

き取り検査作業に責任を持って計画、実施し、国家監督抜き取り検査の通達を配 

布する。関係する地方品質技術監督部門と≪製品品質法≫規定条件に適合する製 

品品質検査機構は、国家品質検査総局の委託を受け、国家監督抜き取り検査のサ 

ンプル抜き取り作業に対し責任を持って請負うものである。各省、自治区、直轄 

市の品質技術監督部門（以下、省クラス品質技術監督部門と略称する）は国家品 

質検査総局の要求に基づき、本行政区域内の国家監督抜き取り検査に関連する作 

業を請負う。 

第 6 条 国務院の関係部門または地方で組織する製品品質抜き取り検査活動については、 

国家監督抜き取り検査の名を用いて実施することを禁止し、品質抜き取り検査通 

達には「国家監督抜き取り検査」の文字を頭に付けて配布することを禁止する。 

第 7 条 国家監督抜き取り検査の品質判定は、検査を受ける製品の国家基準、業界基準、 

地方基準、国家関連規定に基づき判定を行い、企業で明示する企業基準または 

品質誓約にまで及ぶものとする。 

当該企業が採用を明記する企業標準または品質誓約における安全、衛生等の指標 

が、強制的国家基準、強制的業界基準、強制的地方基準、または国家関連規定 

よりも低い場合は、強制的国家基準、業界基準、地方基準、国家関連規定を以っ 

て品質判定の拠り所とする。強制的基準または国家関連規定要求を除く指標に 

ついては、企業が採用を明記する基準や品質誓約を品質判定の根拠とすることが
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できる。 

相応する強制的基準や企業が明示する企業基準と品質誓約がない場合は、推奨さ 

れている国家基準、業界基準を品質判定の拠り所とする。 

第 8 条 国家監督抜き取り検査のサンプルは、検査を受ける部門が無償で提供し、サンプ 

ルの数量は検査の合理的必要数量を超えないものとする。 

第 9 条 検査を受ける企業は、積極的に国家監督抜き取り検査作業に協力すること。簡単 

に持ち運び出来ないサンプルについては、企業が検査機構までの送料を負担し送 

付すること。企業は正当な理由がない限り国家監督抜き取り検査を拒絶したり、 

サンプルの送付を拒否できない。 

第 10 条 国家監督抜き取り検査では検査費用を企業から徴収せず、国家監督抜き取り検 

査に必要な費用は財政部門が準備する特別経費として扱う。財政部門で特別に支 

払う国家監督抜き取り検査費用は、国家品質検査総局が統一管理し使用する。 

第 11 条 既に国家監督抜き取り検査を受けた総ての製品については、サンプル抜き取り 

から 6 ヶ月以内は、各業界、企業主管部門、地方品質技術監督部門やその他部門 

が当該企業の該当する製品に対して重複して監督検査を行ってはいけない。 

 

第 2 章 抜き取り検査の計画と方案を確定する 

第 12 条 国家監督抜き取り検査をする製品は主として人の健康や身体、財産の安全に関 

係する製品であり、国の経済と人民の生活に影響を及ぼす重要な工業製品ついて 

は、ユーザー、消費者、関係する組織が品質に問題があるという意見を出した製 

品にまで及ぶ。 

国家品質総局は≪国家監督抜き取り検査の重点製品目録≫（以下≪目録≫と略称 

する）制定に責任を持つ。製品の進化や品質変化の状況により改定や調整を行う。 

第 13 条 国家品質検査総局は≪目録≫に基づき関係方面へ意見を求め、それを基礎にし 

て国家監督抜き取り検査計画を制定し、関係部門に向け国家監督抜き取り検査任 

務を命じる。 

第 14 条 省クラスの品質技術監督部門や検査機構は、国家監督抜き取り検査の任命を受 

けた後、抜き取り検査方案を制定する。 

抜き取り検査方案には以下の内容を含むこと。 

（１）サンプル抜き取り。抜き取ったサンプルの根拠となる基準、抜き取りサン 

プル数量とサンプル基数、検査用サンプルと予備サンプル数量の説明。 

（２）検査根拠。検査根拠は本法第 7 条規定の原則に適合すること。 

（３）検査項目。検査項目には特に重点を置き、主に人の健康や身体、財産の安 

全に関連する項目および主要な性能、物理的指標等を選択する。 

（４）判定規則。関連する国家基準または業界基準の中に判定規則がある場合は、

原則として基準の規定により判定を下す。基準に総合的な判定がない場合は、国
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家監督抜き取り検査任務を請負う検査機構が方案を提出し、標準化技術委員会の

同意を経て、業界主管部門にも意見を求めて、国家品質検査総局の同意を得た後

施行する。 

（５）抜き取り検査を受ける企業名簿の提出。抜き取り検査企業が確定した時点

で特に重要となるのは、相当な代表性を兼ね備える大、中、小企業がそれぞれ一

定の割合を占めていなければならないことと、同時にかなりの追従検査企業の数

量が必要になるということである。必要な場合は、検査を受ける企業の範囲を特

別に指定できるものとする。 

（６）検査費用予算。検査費用予算は利益を含まないことを原則として制定し、

主に検査費用、出張費、サンプル運送費、広告費等を含む。 

国家監督抜き取り検査方案中のサンプル抜き取り、検査根拠、検査項目、判定規

則等の内容は、科学的で公正、公平、公開の原則を堅持することとする。 

第 15 条 抜き取り検査方案が国家品質検査総局の審査許可を経た後は、検査請負い機構 

に向けて≪国家監督抜き取り検査任務書≫、≪製品品質国家監督抜き取り検査通

知書≫、≪国家監督抜き取り検査状況フィードバック書≫を作成する。 

第 16 条 検査機構は国家監督抜き取り検査の任命を受けた後、これに関係する作業員に 

関連法律、法規、国家監督抜き取り検査関連規定を学ばせ、サンプル抜き取りお 

よび検査過程中に起こりうる問題について合理的な解決方法を提示する。 

各関係部門は国家監督抜き取り検査が確定する製品や検査を受ける企業の名簿に 

対しては秘密を厳守し、如何なる名義や形式であっても前もって検査を受ける企 

業に漏洩、通知することを禁止する。 

 

第三章 サンプル抜き取り 

第 17 条 国家監督サンプル抜き取り検査の作業員は、検査される企業の所在地の省クラ 

ス品質技術監督部門が派遣する職員と検査を請負う部門の職員により構成する。 

企業に赴きサンプル抜き取り検査を行う場合は、少なくとも 2 名以上（2 名を含 

む）の作業員が参加すること。作業員が前もって検査を受ける企業に通知するこ 

とを厳禁し、検査を受ける企業やそれと直接的または間接的に関係のある企業が 

接待工作に参与することを厳禁する。 

サンプル抜き取り員はサンプル抜き取り前に国家品質検査総局が作成した≪製品

 品質国家監督抜き取り検査通知書≫と有効な身分証明書（身分証と職業証）を必 

ず提示しなければならず、企業に対して国家監督抜き取り検査の性格と抜き取り 

方法、検査根拠、判定規則等を紹介してからサンプル抜き取り作業を始める。 

第 18 条 抜き取り検査用のサンプルは、市場または企業が完成品として倉庫に保管して 

ある製品の中から抜き取ることとし、サンプルとしての代表性を保持するもので 

あること。抜き取ったサンプルは企業での検査合格を経ており、生産されてから 
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間のない製品でなければならない。以下に記載する状況に１つでも該当する場合 

は、抜き取りサンプルとしてはいけない。 

（１）抜き取り検査を受ける企業に≪製品品質国家監督抜き取り検査通知書≫に 

記載する製品が無い。 

（２）製品が企業の検査合格を受けていない。 

（３）抜き取った製品が企業独自で生産し使用するもので、販売するものではな

いことが十分証明できるもの。 

（４）製品が有効な契約協定に基づいて加工、生産されたもの。 

（５）サンプル抜き取り時に当該製品が輸出用であることが十分に証明でき、か 

つ輸出契約で製品品質に対して別途規定が設けられている。 

（６）製品に「試作」または「処理」の文字が表記してある。 

（７）製品のサンプル抜き取り基数が抜き取り検査方案要求と合致していない。 

第 19 条 抜き取り検査を受ける企業が以下の状況の１つに該当する場合は、抜き取り検 

査を受けることを拒否することができる。 

（１）サンプル抜き取り作業員が２名に達していない。 

（２）サンプル抜き取り作業員の氏名が≪製品品質国家監督抜き取り検査通知書 

≫と合致していない。 

（３）サンプル抜き取り作業員が所持する≪製品品質国家監督抜き取り検査通知

書≫と有効な身分証明書（身分証と職業証）等の材料が完全に揃っていない。 

（４）抜き取り検査を受ける企業と製品名が≪製品品質国家監督抜き取り検査通

知書≫と一致していない。 

（５）サンプル抜き取り作業員が前もって当該企業に通知してきた。 

第 20 条 サンプル抜き取り作業員がサンプルを梱包する際は、破損を防止する措置を施 

し、サンプルの真実性を保証しなければならない。 

第 21 条 サンプル抜き取り作業が完了したら作業員はサンプル表を記載する。サンプル 

表には企業名称、商標、規格型式、生産日、サンプル抜き取り日、抜き取りサン 

プル基数、抜き取りサンプル数量、執行基準、検査根拠、合格後の販売待機中の 

製品かどうか、また輸出製品か、当該ロット製品に契約があるかどうかや生産許 

可証や認証状況等の内容を必ず各項目ではっきりと記入しなければならない。企 

業で特に記述すべき状況がある場合は、備考欄に説明を加える。 

第 22 条 抜き取りサンプル表には必ず抜き取りを行った作業員と検査を受けた企業の関 

係者が署名し、企業印も押印すること。特殊な状況においては、当地の品質技術 

監督部門が確認を行う。 

サンプル表は一式４部で、検査機構と企業がそれぞれ保管し、当地省クラス品質

技術監督部門と国家品質検査総局に送付する。 

第 23 条 生産転換、生産停止等の理由によりサンプルの抽出が行えないものに対
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して、企業は必ず書面にて証明資料を提出すること。サンプル抜き取り作業員は

関係台帳を調べ確認し、証明資料にサインをする。 

第 24 条 抜き取り検査を受ける企業が法律に基づくサンプル抜き取りを行うことを拒否 

した場合は、作業員は冷静に行動し、拒否した結果と処分について明確に説明す 

る。必要な場合は、当該省クラス品質技術監督部門が当地の品質技術監督部門に 

通告し話し合いを行う。それでも企業が抜き取り検査を受けなかった場合は、作 

業員は即刻当該省クラス品質技術監督部門と国家品質検査総局に状況を報告し、 

企業に対し製品品質国家監督抜き取り検査拒否（以下、検査拒否と略称する）に 

基づく処分を行う。 

第 25 条 サンプル抜き取り作業完了後は、作業員は直ちに≪製品品質国家監督抜き取り 

検査通知書≫第 2 対、サンプル抜き取り表、抜き取り検査方案を抜き取り検査を 

受けた企業の所在地の省クラス品質技術監督部門へ責任を持って報告する為に送 

付する。 

サンプルの送付に企業の協力が必要な場合は、企業は定められた時間内にサンプ

ルを指定された検査機構に送付する。正当な理由なくサンプル送付を拒否した時

は、検査拒否として処分される。 

第 26 条 サンプル抜き取り後、市場で抜き取りられたサンプルについては検査機構が製 

品の包装紙またはマークに表示されている生産企業に対し直ちに書面で通知し、

該当する生産企業がサンプルの真偽について確認する。企業が通知を受け取って

から 15 日以内に書面において何らかの返事を出さなかった場合は、当該製品はそ

の企業が生産したものであると認めたと見なされる。 

第 27 条 抜き取ったサンプルは国家監督抜き取り検査結果の発表後も３ヶ月間保管する。 

期間満了後はサンプルを企業に返還する。検査により破損や消耗が起こり返還で 

きないものは返還しなくてもよいが、企業に対して事情を説明すること。企業が 

サンプルの返還を要求しない場合は、双方の話し合いで解決することができる。 

検査機構は予備サンプルの保管を確実に行うこと。 

 

第４章 検査 

第 28 条 国家監督抜き取り検査作業を請負う製品品質検査機構は、必ず相応の測量条件 

と能力を備え、法で定められた要求を満たしており、その上で国家品質検査総局 

から権利を授かり製品品質検査作業を展開するものである。国家監督抜き取り検 

査作業は、一般に法により設置された、または法により権利を授けられた国家ク 

ラスまたは省クラス製品品質検査機構が請負う。国家実験室の認可を経た製品品 

質検査機構は優先的に採用される。 

国家監督抜き取り検査作業の掛け持ちは禁止する。検査機構は国家監督抜き取り 

検査を請負う任務過程において、抜き取り検査をする総ての検査項目に対して如 
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何なる形式を以っても掛け持ちで行うことを禁止する。 

第 29 条 検査機構は関係するサンプルの受け入れ、入庫、取扱い、検査、保存および処 

理の段階で厳格な規定を設け、その手順通りに実行すること。 

第 30 条 サンプルの受け入れに際しては責任者を定め、検査、サンプル外観の記録、状 

態、封印が破られていないか、その他検査結果または総合判定に影響を及ぼす可 

能性のある状況がないか、またサンプルと抜き取りサンプル表の記録に相違がな 

いかどうかを確認し、検査と予備サンプルに別々の表示を貼った後、倉庫に保管 

する。検査結果に影響を与えない情況下では、必要に応じてサンプルを分けて包 

装したり新たに包装して番号を付けて、その他の原因により不公正な状況が起こ 

らないよう保証することが可能である。 

第 31 条 サンプルの取り扱いについては取り扱い手順に従い、責任者が検査過程におけ 

るサンプルの受け渡しにおいて詳細な記録をとること。 

第 32 条 検査機械設備は関連規定要求に適合し、検定期間内で正常に測量できることを 

保証するものであること。 

第 33 条 検査機構は検査前に、検査に参加する総ての作業員に対し検査方法や検査条件 

等を学ぶ機会を与え、規定の検査方法や検査条件に基づき確実に検査作業を実施 

できるようにする。 

第 34 条 現場検査では現場検査規定を設け、同一製品に対する総ての現場検査について 

は同様の操作規定を遵守させるようにする。 

第 35 条 検査のオリジナル記録は事実通りに記録し、真実を正確にはっきりと書き、勝 

手に削除し書き換えてはいけない。審査の参考となるよう正確に留める。 

第 36 条 検査過程においてサンプルの効力が失われたり、その他の事情で試験を行うこ 

とが出来なくなった場合は、事実に基づき即時状況を記録し十分な証拠材料とす 

る。 

第 37 条 検査終了後、生産企業で抜き取ったサンプルは≪製品品質国家監督抜き取り検 

査結果通知書≫を当該生産企業に送付し、その写しを企業の所在地の省クラス品 

質技術監督部門に送付する。 

市場で抜き取ったサンプルで既に生産企業が確認できているものに関しては、前

項規定に基づき≪製品品質国家監督抜き取り検査結果通知書≫を送付する以外に、

サンプルの販売企業にも同時にこれを送付する。生産企業が確認できない場合は、

≪製品品質国家監督抜き取り検査結果通知書≫を抜き取り検査を受けた販売企業

に送付し、写しをその企業の所在地の省クラス品質技術監督部門に送付する。 

第 38 条 検査報告内容は必ず完全なものであること。検査根拠と検査項目は必ずはっき 

りとし抜き取り検査方案と一致しており、検査データは正確で、結論が明確でな 

ければならない。 

第 39 条 生産企業でサンプルを抜き取った検査の報告書は一式 3 部とし、１部は国家監 
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督抜き取り検査を担当した検査機構が保管し、その他は当該生産企業とその企業 

の所在地の省クラス品質技術監督部門にそれぞれ送付する。 

市場にて抜き取ったサンプルで生産企業が確認されているものに関しては、検査 

報告書を一式４部作成する。前項規定に基づいて検査報告書を送付する以外に、 

抜き取り検査を受けた販売企業にも送付する。生産企業が確認できない場合は、 

検査報告書は一式 3 部とし、当該生産企業と生産企業の所在地の省クラス品質技 

術監督部門に送付する。 

市場にて抜き取ったサンプルで生産企業が確認しているものは、検査報告書を一 

式 4 部作成する。前項規定に基づいて検査報告書を送付する以外に、抜き取り検 

査を受けた販売企業にも送付する。生産企業が確認できない場合は、検査報告書 

は一式 3 部作成し、販売企業とその販売企業が所在する省クラスの品質技術監督 

部門に送付する。 

検査報告は必ず国家監督抜き取り検査結果を上級に報告する前に速達で送付する 

こと。 

 

第 5 章 異議の処理とまとめ 

第 40 条 抜き取り検査を受けた企業またはサンプルを確認した生産企業が検査結果に対 

して異議がある場合、≪製品品質国家監督抜き取り検査結果通知書≫を受け取っ 

てから 15 日以内に、国家監督抜き取り検査の実施を組織する国家品質検査総局 

に書面で報告書を提出し、同時にその写しを検査機構にも提出する。期限が過ぎ 

ても異議の提出がない場合は、検査結果を承認したものと見なす。 

第 41 条 国家品質検査総局は省クラス品質技術監督部門、検査機構に企業が提出した異 

議の処理を任せることができる。 

検査機構は企業の書面による報告書を受け取り再検査が必要となった場合は、国

家品質検査総局の同意を経て抜き取り検査方案に基づき予備サンプルを用いて検

査を行い、10 日以内に書面にて結果を報告する。再検査結果は国家品質検査総局

に報告し、写しを企業の所在地の省クラス品質技術監督部門に送付する。 

第 42 条 再検査は一般に元の検査機構が実施する。検査にかかる費用は国家監督抜き取 

り検査経費から支出する。 

特殊な状況においては、国家品質検査総局が検査機構を指定して再検査を行う。

再検査結果と抜き取り検査結果が一致しない場合、再検査費用は元の検査機構が

負担する。 

第 43 条 検査機構は抜き取り検査作業完了後、定められた時間内に国家品質検査総局の 

要求に基づき、国家監督抜き取り検査結果の報告書および関連資料を国家品質検 

査総局に送付する。 
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第 6 章 監督抜き取り検査結果の処理 

第 44 条 国家品質検査総局は抜き取り結果について責任を持って総括し、製品品質国家 

監督抜き取り報告書を配布し、社会に向け国家監督抜き取り検査を公表する。人 

の健康、身体、財産の安全や環境に危害を及ぼす不合格製品や、国の経済と人民 

の生活に品質問題で大きな影響を与える不合格製品、また検査を拒否した企業総 

てを公にするものである。 

第 45 条 省クラス品質技術監督部門は、国家監督抜き取り検査報告書を直ちに下級部門 

へ転送し、状況によっては当地の政府および関連部門に報告して不合格となった 

工場長（代表者）への勉強会（研修）を行うよう指示する。 

ある地区の抜き取り検査を受けた企業で製品品質において特に大きな問題が出た 

場合は、国家品質検査総局が直接地方政府や地方党政府の主要指導者に向けて品 

質問題を通告する。 

第 46 条 抜き取り検査中に傾向的な品質問題が見られる製品や品質が非常に劣悪な製品、 

また抜き取り検査の合格率が比較的低い製品については、国家品質検査総局が関 

係業界の主管部門や業界が組織する協会、または検査機構と共に製品品質分析会 

を開く。 

第 47 条 国家監督抜き取り検査で不合格となった製品を生産、販売する総ての企業は、 

生産停止、生産転換等の理由で生産を再開できない場合を除き、改善作業を行う 

ものとする。省クラス品質技術監督部門は企業の改善作業に対し、督促と監督の 

責任を負う。 

第 48 条 不合格製品の生産企業は下記の要求に従い改善を行うこと。 

（１）品質問題が非常に深刻な場合、該当する種類の製品の生産と販売を即刻停 

止する。 

（２）企業が法律により定める代表者は社員全員に向け、国家監督抜き取り検査 

状況を報告し、改善方案を制定し、改善作業の責任制を実施する。 

（３）不合格製品を生産した原因を調査により明確にして、品質責任の所在を調 

べ、関係する責任者に対する処分を行う。 

（４）製品の製造や在庫製品について全面的な整理を行い、不合格製品が出荷出 

来ないようにし、人の健康、身体や財産の安全に危害を及ぼす不合格製品につい 

ては、≪製品品質法≫等の関連規定に基づき廃棄または必要な技術的処理を施す。 

（５）不合格製品を生産することとなった原因と品質技術監督部門、関係部門の 

改善要求に基づき、管理、技術、加工設備等で確実で有効な措置をとり、企業の

品質保証システムを構築し完全なものとする。 

（６）品質技術監督部門が組織する不合格企業の工場長（代表者）の勉強会（研 

修）や製品品質分析会には積極的に参加する。 

（７）期限内に改善報告書と再検査申請書を提出する。 
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（８）品質技術監督部門が組織する改善再審査と製品品質の再検査を受ける。 

第 49 条 不合格製品を販売する企業は必ず下記の要求に従い改善を行う。 

（１）販売製品の在庫をすぐに整理し、人の健康や安全に危害を及ぼしたり人命 

に関わる危険のあるもの、また使用価値の無くなった製品は即刻回収し、販売を 

継続することを禁じる。まだ使用価値がある製品については生産企業に返却し、 

必要な技術処理を施し、処理済の表示を付けた後に継続販売することができる。 

（２）品質問題に的を絞り、品質責任を調査し明確にする。 

（３）製品供給側の審査関係と商品検査員の業務トレーニングを強化し、品質の 

責任制を構築する。 

第 50 条 企業は改善作業終了後、当地の省クラス品質技術監督部門に再検査を申請し、 

省クラス品質技術監督部門が≪製品品質法≫規定に適合する関連製品品質検査機 

構に委託し、原方案に基づきサンプル抜き取り再検査を実施する。再検査申請は 

国家品質検査総局が国家監督抜き取り検査通知を発行してから6ヶ月以内とする。 

第 51 条 国家監督抜き取り検査で不合格になった製品を生産する企業の再検査費用は、 

不合格製品を生産する企業が負担する。 

第 52 条 検査拒否した企業の製品や正当な理由も無くサンプルを送付しなかった企業の 

製品は不合格と見なし処分する。検査拒否企業の再検査作業は、企業の所在地の 

省クラス品質技術監督部門が国家監督抜き取り検査作業を請負う品質検査機構に 

委託し実施する。 

第 53 条 再検査を受けなくてはならない企業が期限を過ぎても再検査を申請しない場合 

は、当該省クラス品質技術監督部門が強制的に再検査を計画し実行する。 

第 54 条 国家監督抜き取り検査で安全衛生等の強制的な基準規定項目で不合格になった 

製品については、企業に生産、販売を停止するよう命じ、同時に≪製品品質法≫、

≪標準化法≫等の関連法律、法規の規定に従い処罰する。人の健康、身体や財産

の安全に直接危害を及ぼす製品や命に危険を及ぼす欠陥製品については、国家品

質検査総局が抜き取り検査を受けた生産企業に対し、既に出荷済みや販売した製

品を期限付きで回収するよう通知し、販売企業には当該製品の総てを店頭より回

収するよう命じる。 

第 55 条 国家監督抜き取り検査の一般項目で不合格となった製品は、企業に期限付きで 

改善を命じる。 

第 56 条 生産許可証、安全認証の取得において不合格製品を生産する企業には、即時期 

限付きで改善を命じる。改善期間満了後の再検査でも不合格であった場合は、証 

明書発行機構が法に基づきその生産許可証、安全認証書を取り消す。 

第 57 条 企業の主要製品が国家監督抜き取り検査において連続して 2回不合格となった 

場合は、省クラス以上の品質技術監督部門が工商行政管理部門に企業の法人営業

許可を撤回する建議を提出し、社会へ向けてこれを公表する。 
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第 58 条 国家監督抜き取り検査に不合格で再検査後もやはり規定要求を満たさなかった 

生産企業については、省クラス品質技術監督部門が当地の関連部門と共に企業に 

生産停止命令を出す。 

 

第 7 章 作業規律 

第 59 条 国家監督抜き取り検査に参加する作業員は、国家の法律、法規規定を厳格に遵 

守し、法の執行に厳格かつ公正であり、私利をはからず私情にとらわれず、また 

抜き取り検査を受けた製品と企業リストに対しては秘密保持を厳守する。 

第 60 条 検査機構は国家監督抜き取り検査作業の関連規定に従いサンプル抜き取りおよ 

び検査作業を請負うものであり、検査作業の科学性、公正性、正確性を保証する 

ものでなければならない。 

第 61 条 検査機構は事実に基づいた検査結果と検査結論を報告し、虚偽報告を禁じ、検 

査作業に対する責任を負うものである。 

検査機構が国家監督抜き取り検査の任務期間中に、抜き取り検査を受ける企業の

同類製品の委託検査を引き受けることを禁じる。 

第 62 条 検査機構は国家監督抜き取り検査結果を利用して有償活動に参加することを禁 

じる。 

第 63 条 検査機構は国家品質検査総局の同意を得ずに、抜き取り検査結果や関連資料を 

勝手に外部に漏らすことを禁じる。また企業に対し独自に国家監督抜き取り検査 

合格証書を発行してはいけない。 

第 64 条 検査機構と国家監督抜き取り検査に参加する作業員が本法規定に違反した場合、 

国家品質検査総局が改善を命じ、期限内での改善を行う。非常に悪質な場合は、 

法による関係証書や証明書の撤回を行い、製品品質監督検査作業に従事する資格 

を取り消す。責任者には法による行政処分を与え、犯罪に至った場合は法に基づ 

いて刑事責任を追求する。 

 

第 8 章 付則 

第 65 条 省クラス品質技術監督部門が組織する監督抜き取り検査は本法を参照し執行す 

ること。 

第 66 条 本法は国家品質検査総局が解釈における責任を持つ。 

第 67 条 本法は 2002 年 3 月 1 日より施行する。1986 年もとの国家経済委員会発行の≪国

家監督抜き取り検査製品品質における規定≫と 1991 年もとの国家技術監督局発

行の≪製品品質国家監督抜き取り検査補足規定≫は同時に廃止する。 
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中華人民共和国輸出入商品検査法 

 

1989 年 2 月 21 日第 7 回全国人民代表大会常務委員会第 6 回会議を通過。2002 年 4 月 28 日

第 9 回全国人民代表大会常務委員会第 27 回会議の『〈中華人民共和国輸出入商品検査法〉

の改定に関する決定』に基づき修正。 

 

第 1章 総則 

第 1 条 輸出入商品の検査業務を強化し、輸出入商品の検査行為を標準化することにより、

公共の利益と輸出入貿易関係各方面の合法的権益を擁護し、対外経済貿易関係の

順調な発展を促進させるために、本法律を制定する。 

第 2 条 国務院は輸出入商品検査部門（以下、国家商検部門と略称する）を設立し、全国

の輸出入検査業務を主管させる。国家商検部門は各地に輸出入商品検査機構（以

下、商検機構と略称する）を設け、管轄地区の輸出入商品検査業務を管理する。 

第 3 条 商検機構と国家商検部門の認可を受けた検査機関は、法律に則って輸出入商品の

検査を実施する。 

第 4 条 輸出入商品の検査は、人類の健康と安全の保護、動物や植物の生命や健康の保護、

環境保護、詐欺行為の防止、国家安全の原則に基づいて、国家商検部門が検査を

必ず実施すべき検査輸出入商品目録（以下、商品目録と略称する）を制定、調整

し、かつ実施を公布しなければならない。 

第 5 条 商品目録に掲げられている輸出入商品については、商検機構が検査を実施する。 

前条規定の輸出入商品で検査を受けていないものを販売、使用してはならない； 

前条規定の輸出入商品で検査に合格していないものを輸出してはならない。 

本条第 1 項に定める輸出入商品で、国の定める検査免除条件を満足するものにつ

いては、商品受取人または発送人が申請し、国家商検部門の審査と認可を経れば、

検査を免除することができる。 

第 6 条 必ず実施すべき輸出入商品検査とは、商品目録に掲げられた輸出入商品が国家技

術基準の強制的基準に適合しているかどうかを確定する合否判定活動を指す。 

合否判定手順には、サンプル抜き取り、検査と検定、評価・検証および合格保証、

ならびに登録、認可、承認およびこれらの各項の組み合わせを含む。 

第 7 条 商品目録に掲げられた輸出入商品は、国家技術基準の強制的基準に基づいて試験

を行う。国家技術基準の強制的基準が定められていない場合は、法律に則って遅

延無く制定するものとし、制定されるまでは、国家商検部門が指定した国外の関

連標準に基づいて検査することができる。 

第 8 条 国家商検部門の認可を受けた試験機関は、対外貿易関係者または外国検査機関の 

委託を受けて、輸出入商品の検査鑑定業務を行うことができる。 

第 9 条 法律、行政法規の規定およびその他の検査機構が検査を実施すると定めた輸出入

商品または検査項目は、関連法律、行政法規の規定に基づいて処理する。 
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第 10 条 国家商検部門と商検機構は遅延無く輸出入商品検査に関する情報を収集し、関連 

部門に提供しなければならない。 

 国家商検部門と商検機構の職員は、職務執行中に知り得た商業機密に対し守秘義 

務を負う。 

 

第 2章 輸入商品の検査 

第 11 条 本法律で商検機構による検査を必ず受けなければならないと定める輸入商品の受

取人およびその代理人は、通関地の商検機構に検査を申請しなければならない。

税関は商検機構が発行した貨物通関証明を根拠に通関を許可する。 

第 12 条 本法律で商検機構の検査を必ず受けなければならないと定める輸入商品の受取人

またはその代理人は、商検機構が指定した地点および期限内に商検機構による輸

入商品検査を受けなければならない。商検機構は国家商検部門が統一的に定める

期限内に試験を完了し、かつ検査証書を発行しなければならない。 

第 13 条 本法律で商検機構の検査を必ず受けなければならないと定める輸入商品以外の輸

入商品の貨物受取人が、輸入商品の品質不合格または損傷や不足を発見し、商検

機構による賠償請求のための証明が必要な場合、商検機構に検査および証明書の

発行を申請しなければならない。 

第 14 条 重要な輸出入商品および大型プラントの設備に対しては、貨物受取人は対外貿易

契約の約定に基づいて、輸出国で船積み前の予備検査、製造監督、または包装監

を実施しなければならず、主管部門は監督を強化しなければならない；商検機構

は必要に応じて検査要員を派遣し、参加させることができる。 

 

第 3章 輸出商品の検査 

第 15 条 本法律で商検機構の検査を必ず受けなければならないと定める輸出商品の発送人

またはその代理人は、商検機構の定める地点および期限内に、商検機構に検査を

申請しなければならない。商検機構は国家商検部門が統一的に定める期限内に試

験を完了し、検査証書類を発行しなければならない。 

本法律で検査を必ず実施しなければならないと定められた輸出商品に対して、税

関は商検機構が発行した貨物通関証明を根拠に通関を許可する。 

第 16 条 商検機構の検査を受け、合格と判定され、検査証書を取得した輸出商品は、商検 

機構の定める期限内に通関を申告し、輸出しなければならない。期限を過ぎた場

合は、改めて検査を申し込まなければならない。 

第 17 条 危険貨物の輸出用に包装・容器を生産する企業は必ず、商検機構に包装・容器の 

性能鑑定を申請しなければならない。危険貨物を生産する企業は必ず、商検機構 

に包装・容器の使用鑑定を申請しなければならない、鑑定に合格していない包装・ 

容器に入った危険貨物は輸出を認めない。 

第 18 条 腐敗、変質しやすい食品を積載する船倉およびコンテナに対し、運送人または積

み込み業者は貨物の積み込み前に、必ず検査の申請をしなければならない。検査
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に合格していないものは積み込みを認めない。 

 

第 4章 監督管理 

第 19 条 商検機構は本法律で商検機構の検査を必ず受けなければならないと定める輸出入

商品以外の輸出入商品に対して、国家規定に基づいて抜き取り検査を行う。 

国家商検部門は抜き取り検査の結果を公表し、または関連部門に抜き取り検 

査の状況を通報することができる。 

第 20 条 商検機構は対外貿易の円滑化の必要に基づき、国家の規定に基づき、商品目録に

記載される輸出商品に対し、工場出荷前の品質監査および検査を行うことができ

る。 

第 21 条 輸出入貨物の受取人および発送人を代行して検査の申し込み手続を行う代理人は、 

商検機構に登録しなければならない。検査申請の手続きを行う際は、商検機構に

対し授権委託書を提出しなければならない。 

第 22 条 国家商検部門は国の関連規定に従って審査を行い、条件を満足する国内外の検査 

機関が委託を受けて輸出入商品検査・鑑定業務を請け負うことを許可する。 

第 23 条 国家商検部門と商検機構は、法律に則って国家商検部門が認可した検査機関の輸

出入商品検査・鑑定業務を監査し、これらの検査機関が検査した商品の抜き取り

検査を行うことができる。 

第 24 条 国家商検部門は国の統一認証制度に基づいて、関連する輸出入商品に対し認証管

理を実施する。 

第 25 条 商検機構は国家商検部門が外国関連機構との間に締結した協議に基づいて、また

は外国関連機構の委託を受けて、輸出入商品の品質認証業務を行うことができ、

認証合格した輸出入商品に品質認証マークの使用を許可する。 

第 26 条 商検機構は本法律に従って認可制度を実施した輸出入商品に対して検証管理を行 

い、証明証書の確認、証書と商品の照合を実施する 

第 27 条 商検機構は必要に応じて、検査に合格した輸出入商品に商検マークまたは封印標 

識を貼付することができる。 

第 28 条 輸出入商品の検査申請人が、商検機構の出した検査結果に異議がある場合、原商

検機構またはその上級検査機構さらには国家商検部門に再検査を申請することが

でき、再検査を受理した商検機構または国家商検部門は遅滞無く再検査の結論を

出す。 

第 29 条 当事者は商検機構、国家商検部門が出した再検査の結論または商検機構が出した

処罰決定に不服がある場合、法律に則って行政不服審査を申請することができ、

また、法律に則って人民法院に提訴することもできる。 

第 30 条 国家商検部門と商検機構は職務を遂行する際、法律を遵守し、国の利益

を守り、法律が定める職権と手順に従い、厳格に法を執行し、監督を受け入れな

ければならない。 

国家商検部門と商検機構は、法律による職責履行の必要に基づき、職員の体制を
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強化し、商品検査職員に良好な政治、職業資質を持たせなければならない。商品

検査職員は定期的に職業研修と試験を受けなければならず、試験に合格してはじ

めて職務に就くことができる。 

商品検査職員は職責に忠実で、礼儀正しく、職業道徳を遵守しなければならず、

職権を濫用し、私利を得てはならない。 

第 31 条 国家商検部門と商検機構は内部監査制度を構築し、その職員の法執行活動を監督、

検査をしなければならない。 

商検機構内部では、検査申請の受理、検査、証書発行など主要ポストの職務権限

を明確にし、かつ相互に分離し、相互に制約させなければならない。 

第 32 条 いかなる組織ならびに個人も国家商検部門、商検機構およびその職員の違法また

は規律違反行為を告訴、告発する権利を有する。告訴、告発を受理した機関は法

律に則り、職責分担に基づき遅滞無く調査と処理を行うとともに、告訴者、告発

者の秘密を保持しなければならない。 

 

第 5章 法律上の責任 

第 33 条 本法律の規定に違反し、商検機構の検査を必ず受けなければならない輸入商品を

未検査のまま無断で販売したり、使用した者、または商検機構の検査を必ず受け

なければならない輸出商品を検査に合格していないにもかかわらず無断で輸出し

た者については、商検機構が違法所得を没収し、かつ商品価格の 5%以上 20%以下

の罰金を科す。犯罪に類するものについては、法律に則って刑事責任を追求する。 

第 34 条 本法律の規定に違反し、国家商検部門の認可を得ず、無断で輸出入商品検査鑑定

業務に従事したものについては、商検機構が違法経営の中止を命じ、違法所得を

没収して、違法所得の同額以上 3 倍以下の罰金を科す。 

第 35 条 異物や偽物を混ぜ、偽物を本物と偽り、不良品をを良品と偽った商品を輸入もし

くは輸出し、または不合格輸出入商品を合格輸出入品と偽った場合、商検機構が

輸入または輸出の中止を命じ、違法所得を没収し、かつ商品価格の 50%以上 3 倍以

下の罰金を処す。犯罪に類するものは、法律に則って刑事責任を追及する。 

第 36 条 商品検査証書、印章、マーク、封印、品質認証マークの偽造、変造、売買または

窃取を犯した者は、法律に則って刑事責任を追及する。刑事処罰に当たらないも

のは、商検機構が是正を命じ、違法所得を没収して商品価格以下の罰金を科す。 

第 37 条 国家商検部門、商検機構の職員が本法律の規定に違反し、知り得た商業機密を漏

洩した場合は、法律に則って行政処分を行う。違法所得がある者は違法所得を没

収し、犯罪に類する場合は、法律に則って刑事責任を追及する。 

第 38 条 国家商検部門、商検機構の職員が職権を乱用して、故意に相手を困らせたり、私

利をはかり、検査結果を偽造した場合や、職務をおろそかにして検査証書の発行

を遅らせた場合は、法律に則って行政処分を行う。犯罪に類するものは、法律に

則って刑事責任を追及する。 
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第 6 章 付則 

第 39 条 商検機構とその他の検査機構は本法律の規定に則って検査業務と検査鑑定業務を 

行う場合、国家の関連規定に基づいて費用を徴収する。 

第 40 条 国務院は本法律に則って実施条例を制定する。 

第 41 条 本法律は 1989 年 8 月 1 日から施行する。 
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中華人民共和国国家品質監督検験検疫総局政令   第5号 

 2001年11月21日に『強制的製品認証管理規定』は国家品質監督検験検疫総局局務会ですで

に可決された。ここに公布し、2002年5月1日より施行する。 

                                 局長 李長江 

                                2001年12月3日 

 

第一章 総 則 

第一条 強制的製品認証業務を完全で規範化されたものにし、国、社会および公衆の利益を

適切に擁護するために、国家製品安全品質許可、製品品質認証関連の法律・法規および国務

院が国家品質監督検験検疫総局と国家認証認可監督管理委員会に与えた職務機能に基づいて

本規定を制定する。 

 

第二条 国は人々の健康と安全、動植物の生命と健康および環境保護と公共安全に影響をあ

たえる製品に対し、強制的認証制度を実施する。 

 

第三条 国務院から与えられた権限により、国家認証認可監督管理委員会は全国の認証認可

業務を管理する。 

 

第四条 国は強制的製品認証について、全国一律の『中華人民共和国強制的製品認証実施の

製品目録』（以下、目録と略称する）を公布し、全国一律に適用される国家標準、技術規則

および実施手順を定め、全国一律のマークを制定して、全国一律の料金基準を設ける。 

 

第五条 『目録』に含まれる製品は全て、国が指定した認証機関の審査に合格し、指定認証

機関が発行する認証証書を取得して、認証マークを表示した後、はじめて出荷販売、輸入が

許され、経営活動における使用が認められる。 

 

第二章 強制的製品認証の組織管理 

第六条 国家品質監督検験検疫総局は国の関連法律・法規に基づいて、国の強制的製品認証

に関する規則と制度を制定し、『目録』を批准、公布する。 

 

第七条 国家認証認可監督管理委員会は、全国の強制的製品認証制度の管理と実務にあたり

以下の職務を行う。 

（一）全国の認証認可業務の監督と管理を行い、関連認証認可業務の重大問題をとり

まとめる。 

（二）『目録』の起草と調整を行い、国家品質監督検験検疫総局と合同で公布する。 

（三）『目録』に含まれる製品の製品認証実施規則を制定、公布する。 

（四）『目録』に含まれる製品の認証に適用する認証様式を決める。 
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（五）認証マークの制定と公布を行う。 

（六）認証証書の様式および書式を定める。 

（七）強制的製品認証業務やそのための検査、調査業務を行う認証機関やそれにサー

ビスを提供する検査機関を指定する。 

（八）指定認証機関とそれにサービスを提供する指定検査機関のリストおよびその業

務範囲を公表する。 

（九）認証を取得した製品とその企業名リストを公表する。 

（十） 強制的製品認証を免除する特殊用途製品案件を審査する。 

（十一）各地の品質検査管理部門を指導して、強制的製品認証の違法行為を取り締ま

る。 

（十二）強制的製品認証のクレームや提訴を受け付け、重大な認証違法行為を取り締

まる。 

（十三）強制的製品認証業務に関する重大案件の処理を指導する。 

 

第八条 各地の品質検査管理部門は以下の職務を行う。 

（一）法に定められた職責に従い、所管地域で『目録』に含まれている製品の監督を

行う。 

（二）強制的製品認証の違法行為を取り締まる。 

 

第九条 指定認証機関の職務 

（一）指定された業務範囲内で、製品認証実施規則に基づいて認証業務をすすめる。 

（二）認証を取得した製品に対して認証証書を発行する。 

（三）認証を取得した製品に対して追跡調査を行う。 

（四）認証に関するクレームや提訴を受け付ける。 

（五）法に則って認証証書の一時使用停止、取り消しおよび抹消を行う。 

 

第三章 強制的製品認証制度の実施 

第十条 『目録』内の製品の認証は以下の単一の認証様式またはいくつかの認証様式を組み

合わせて行う。 

（一）設計審査 

（二）型式試験 

（三）製造現場抜き取り検査または調査 

（四）市場抜き取り検査または調査 

（五）企業の品質保証システム審査 

（六）認証取得後の追跡調査 

 製品認証の様式は、製品性能、人体の健康、環境および公共の安全などの方面に与える危

害の程度、製品寿命などの要素を総合し、合理性、利便性などに照らして決定する。 

 具体的な製品認証様式は認証実施規則に定める。 
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第十一条 『目録』に含まれる製品の認証実施規則には以下のような基本的内容が含まれる。 

（一）認証実施規則を適用する製品の範囲。 

（二）認証実施規則を適用する製品に関係する国家標準および技術規則。 

（三）認証様式および対応する製品の種類と基準。 

（四）申請機器の分類規則または規定。 

（五）サンプルの抜き取りおよび提供要求。 

（六）重要部品の確認要求（必要に応じて）。 

（七）検査基準、検査規則などに関する要求。 

（八）工場審査の特別指定要求（必要に応じて）。 

（九）追跡調査の特別指定要求。 

（十）認証実施規則を適用する製品に認証マークを表示する際の具体的要求。 

（十一）その他の規定。 

 

第十二条  『目録』に含まれている製品の認証手順には以下の全てまたは一部の工程が含まれ

る。 

（一）認証の申請と受理 

（二）型式試験 

（三）工場審査 

（四）抜き取り検査 

（五）認証結果の評価と批准 

（六）認証取得後の監督 

  

第十三条 『目録』製品の生産元、販売元および輸入元は申請者として指定認証機関に『目

録』の製品の認証申請を提出してもよい。 

 

第十四条 申請者が『目録』製品の認証を申請する場合、以下の規定を遵守すること。 

（一）『目録』の製品の認証実施規則の規定に従い、指定認証機関に認証申請書、必

要な技術文書およびサンプルを提出する。 

（二）申請者が販売元、輸入元である場合は、販売元と生産元または輸入元と生産元

が交わした契約書のコピーも合わせて指定認証機関に提出すること。 

（三）申請者が第三者に『目録』に含まれる製品の認証申請を委託する場合は、受託

人と認証、検査、調査および追跡検査などの案件の契約を結ぶこと。受託人は

指定認証機関に対し委託書と委託契約書のコピーおよびその他関連契約のコピ

ーも合わせて提出すること。 

（四）国家規定に基づいて認証費用を納める。 

 

第十五条 指定認証機関は申請者の認証申請を受け付け、認証実施規則に従って型式試験、
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工場審査、抜き取り試験などを行い、認証結果を出した後、認証を取得した製品に対し認証

証書を発行する。 

指定認証機関は通常の場合、申請者の認証申請を受理してから90日以内に認証結果を出し、

申請者に通知しなければならない。 

 

第十六条 認証証書は『目録』の製品が認証要求に合致することを証明し、認証マークの使

用を許可する文書である。認証証書には以下の基本的内容が含まれる。 

（一）申請者 

（二）製品名称、モデル名またはシリーズ名 

（三）製品生産者、生産または加工工場（場所） 

（四）認証様式 

（五）認証の根拠となる基準および技術規則 

（六）証書発行期日と有効期限 

（七）証明発行機関 

 

第十七条 認証マークの名称は「中国強制認証」（英語名China Compulsory Certification 

略式名称「CCC」または「３C」）とする。認証マークはその『目録』の製品が出荷販売、輸

入および使用を許可されていることを証明するマークである。認証証書所有者は認証マーク

管理規定に従って認証マークを使用すること。 

 

第十八条 指定認証機関は具体的製品認証実施規則に従って、認証証書を取得した製品およ

びその生産工場（場所）の追跡検査を行わなければならない。 

 

第十九条 以下のいずれかに該当する場合、指定認証機関は認証証書を取り消す。 

（一）『目録』に含まれている製品の認証に適用される国家標準、技術規則または認

証実施規則が変更になり、認証証書の所有者が上記の変更要求を満たさない場

合。 

（二）認証証書の有効期限が過ぎているにもかかわらず認証証書所有者が使用期限の

延期を申請していない場合。 

（三）認証を取得した製品が今後生産されない場合。 

（四）認証証書の所有者が登録抹消を申請した場合。 

 

第二十条 以下のいずれかに該当する場合、指定認証機関は認証証書の一時停止を命じる。 

（一）認証証書の所有者が、規定に従って認証証書と認証マークを使用していない場

合。 

（二）認証証書の所有者が『目録』内製品の認証実施規則や指定認証機関の要求に違

反している場合。 

（三）監督の結果、製品が『目録』内製品の認証実施規則に合致していないことが証
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明されたが、認証証書を直ちに抹消する必要がない場合。 

 

第二十一条 以下のいずれかに該当する場合、指定認証機関は認証証書を抹消する。 

（一）認証証書の一時使用停止期間中に、認証証書所有者が是正措置を取らなかった

場合。 

（二）監督の結果、製品の重大な欠陥が見つかった場合。 

（三）認証を取得した製品の重大な欠陥が原因で重大な事故が発生した場合。 

 

第二十二条 指定認証機関の認証結果に異議がある申請者や認証証書所有者は、認証結果を

出した認証機関にクレームを出すかまたは提訴することができる。その後も認証機関の処理

結果に異議がある場合は、国家認証認可監督委員会に提訴できる。 

 

第四章 強制的製品認証の監督管理 

第二十三条 指定認証機関とそれにサービスを提供する指定検査機関または調査機関は以下

の規定を遵守しなければならない。 

（一）国家認証認可監督管理委員会の監督管理を受け入れる。 

（二）国家製品品質認証の法律と法規に基づいて、指定範囲内で『目録』に含まれる

製品の認証、検査および調査業務を行う。 

（三）認証結果が正確であることを保証し、相応の法的責任を負う。 

（四）定期的に国家認証認可監督管理委員会に『目録』に含まれている製品の認証状

況を報告する。 

（五）認証製品の商業秘密や技術秘密を守り、非合法的に他人の科学技術を専有しな

い。 

（六）許可なくその他の認証機関に認証を受け付ける権限、認証決定権、検査権およ

び調査権を譲渡してはならない。 

（七）認証業務の職務範囲内のコンサルティング業務や製品開発業務を行ってはなら

ない。 

（八）無断でその他の機関や組織の二者間または多者間で『目録』の製品の認証、検

査、調査の結果を相互に認める契約を結んではならない。 

（九）前項で述べた契約に基づいて『目録』の製品の認証証書を発行してはならない。 

（十）各地の品質検査管理部門が品質認証法律・法規および規則に違反する行為を取

り締まれるように協力する。 

（十一） 『目録』の製品の認証に関するクレームおよび提訴制度を作り、指定範囲内

の『目録』の製品の認証に関する論争を公正に処理する。 

 

第二十四条 『目録』に含まれている製品の製品認証を取得した生産元、販売元、輸入元は

以下の規定を遵守しなければらない。 

（一）認証業務を実施するための必要条件を提供することを保証する。 
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（二）認証を取得した製品が持続的に関連国家基準および技術規則を満たし続けてい

ることを保証する。 

（三）販売、輸入した『目録』内の製品が認証を取得した製品であることを保証する。 

（四）規定に従って認証を取得した製品に認証マークを表示する。 

（五）認証証書と認証マークを利用して消費者の誤解を誘導してはならない。 

（六）認証証書と認証マークの譲渡や売買をしたり、認証証書の部分提示や部分コピ

ーをしてはならない。 

（七）各地の品質検査管理部門および指定認証機関の監督、調査または追跡調査を受

け入れる。 

 

第五章 罰 則 

第二十五条 『目録』に含まれている品が本規定に基づいて認証制度を実施していない場合、

三万元以下の罰金を科し、期限を決めて認証制度の実施を命じることができる。 

 

第二十六条 『目録』に含まれている製品が認証証書を取得しているが、規定に従って認証

マークを使用していない場合、期限を決めて改善を命じることができる。期限を過ぎても改

めない場合は、一万元以下の罰金を科すことができる。 

 

第二十七条 認証証書、認証マークの偽造、無断使用した場合、または国の製品安全品質許

可、製品品質認証に関連する法律・法規に違反した場合は、関連法律・法規に則って処罰す

ることができる。 

 

第二十八条 指定認証機関およびそれにサービスを提供する指定検査機関または調査機関が

虚偽の証明を発行したり、関連文書を偽造した場合は、法に則って相応の責任をとること。 

 

第二十九条 本章に規定する行政処分は、各地の品質検査管理部門が国家品質監督検験検疫

総局の行政事件処理規定に従って処理する。 

 

第六章 付 則 

第三十条 本規定の認証実施規則、認証マークなどの具体的管理制度は、国家認証認可監督

管理委員会が別途制定する。 

 

第三十一条 本規定は国家品質監督検験検疫総局を代行して国家認証認可監督管理委員会が

解釈を行う。 

 

第三十二条 本規定は2002年5月1日より施行される。 
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中国国家認証認可監督管理委員会公告 

2001年第 1号 

 

当委員会は、『強制的製品認証管理規定』（中華人民共和国品質監督検験検疫総局令第5号）

に基づき、『強制的製品認証マークの管理規則』を制定し、ここに公告し、2002 年 5 月 1 日

より施行する。 

中国国家認証認可監督管理委員会 

2001年 12月 3日 

強制的製品認証マークの管理規則 

 

第一章 総則 

第一条   国の強制的製品認証マーク（以下「認証マーク」とする）の統一監督・管理を

強化し、消費者の合法的な権利と利益を保護するため、国の関係法律、法規の規

定に基づいて本規則を制定する。 

第二条   本規則は『中華人民共和国の強制的製品認証を実施する製品目録』（以下『目録』

とする）の製品の認証マークの制定、公表、使用、および管理に適用される。 

第三条   国家認証認可監督管理委員会は、認証マークを統一制定、公表し、認証マーク

の実施状況について、監督・管理する。 

第四条   『目録』に記載されている製品については、認証マークを使用する際、必ず国

家認証認可監督管理委員会指定の認証機関（以下「指定認証機関」とする）から

認証証書の発給を受け、かつ認証有効期間において認証要求を満たさなければな

らない。 

第五条   『目録』に記載されている製品については、出荷、輸入、販売したり、経営活

動で使用する際、必ず認証を受け、認証マークを施さなければならない。 

 

第二章 認証マークの様式 

第六条   認証マークの名称は「中国強制認証」（英語の略称は「CCC」）とする。 

第七条   認証マークのデザインは、基本図案、認証タイプを示す記号からなる。 

（一）基本図案 

基本図案は、図一のとおり： 

図一：認証マークの基本図案 
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（二）認証タイプの記号 

認証タイプの表記は、図二のとおり：認証マークの基本図案の右部分に認証タイプ

の記号を印刷することで、製品が取得した認証タイプを証明する。認証タイプの記号

は、認証タイプを示す英語略称の頭文字からなり、図二の「S」は、安全認証を意味す

る。 

国家認証認可監督管理委員会は、認証業務の必要に基づいて、関係する認証タイプ

の記号を制定、公表する。 

図二：認証マークの図案 

 

 

 

 

 

 

第八条   認証に合格した特殊製品（電線、ケーブルなど）上には、「中国強制認証」のマ

ークの特殊様式、「中国強制認証」の英語略称「CCC」を適用する。 

第九条   認証マークの規格 

認証マークは、標準規格認証マークと非標準規格認証マークに分かれる。 

（一） 標準規格認証マークには５種類あり、その規格基準は、表一と図三のとおり： 

 

表一 標準規格認証マークのサイズ     単位：mm 

規格 

サイズ 

1号 2号 3号 4号 5号 

A 8 15 30 45 60 

A1 7.5 14 28 42 56 

B 6.3 11.8 23.5 35.3 47 

B1 5.8 10.8 21.5 32.3 43 

 

図三：認証マークの図案の比例図 
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（二） 非標準規格認証マークの規格は、表一の規定と異なるが、必ず標準規格認証

マークのサイズと線形比例をなさなければならない。 

第十条   認証マークの色 

（一） 国家認証認可監督管理委員会が統一して印刷製作する標準規格認証マーク（以

下「統一して印刷製作する標準規格認証マーク」とする）の色については、白

を背景に黒の図案とする。 

（二） 印刷、型プレス、モールド成型、スクリーン印刷、スプレー、エッチング、

彫刻、焼印、スタンプなどの方法（以上の各方法を以下「印刷、型プレス」と

する）で製品または製品の銘板に認証マークを施すとき、その背景と図案の色

は、製品の外観または銘板の全体的なデザインに合わせて選ぶことができる。 

 

第三章 認証マークの使用 

第十一条  認証を得た製品に認証マークを使用する方式については、製品の特徴により、

以下の規定にしたがって選択することができる。 

（一） 統一して印刷製作する標準規格認証マークは、必ず認証を得た製品の外ボデ

ィの規定位置に施さなければならない。 

（二） 認証マークを印刷、型プレスするとき、この認証マークは、銘板または製品

の外ボディの良く見える位置に印刷、型プレスされなければならない。 

（三） 認証を得た製品の関連する本体に認証マークを施すことができないとき、こ

の認証マークは、必ず製品の最小のパッケージおよび付属書類に施さなければ

ならない。 

（四） 認証を得た特殊製品について、以上の各項目の規定にしたがって認証マーク

を施すことができないときは、必ず製品本体に「中国強制認証」マークの特殊

様式を印刷または型プレスしなければならない。 

第十二条  認証を得た製品については、製品の外パッケージに認証マークを施すことがで

きる。 

第十三条  国外で生産され、かつ認証を得た製品については、必ず輸入前に認証マークを

施さなければならない。国内で生産され、かつ認証を得た製品については、必ず

出荷前に認証マークを施さなければならない。 

 

第四章 認証マークの制作、申請および発行 

第十四条  統一して印刷製作する標準規格認証マークの制作は、国家認証認可監督管理委

員会指定の印刷機関が請け負う。 

第十五条  本規則第十一条第二項、第四項が規定する認証マークの印刷、型プレスの設計

方案については、認証マークの申請者（以下「申請者」とする）が国家認証認可

監督管理委員会指定の機関（以下「指定の機関」とする）に申請し、国家認証認
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可監督管理委員会の審査許可を経た後、自身で製作することができる。 

第十六条  認証マークの使用申請 

（一） 申請者は、必ず申請書と認証証書の副本を持参し、指定の機関に対し認証マ

ーク使用の申請を行わなければならない。 

（二） 申請者が他人に認証マーク使用の申請を委託するとき、受託者は、必ず申請

者の委託書、申請書および認証証書の副本を持参し、指定の機関に対し認証マ

ーク使用の申請を行わなければならない。 

（三） 申請者が書簡または電信の形で認証マーク使用の申請を行うとき、必ず指定

の機関に申請書、認証証書の副本の書面または電子文書を提出し、認証マーク

使用の申請を行わなければならない。 

第十七条  申請者は、認証マーク使用の申請を行うとき、国の規定にしたがって、統一し

て印刷製作する標準規格認証マークの製造原価、または認証マークの型プレス、

印刷の監督管理費を納付しなければならない。 

第十八条  統一して印刷製作する標準規格認証マークは指定の機関が発行する。 

 

第五章 認証マークの監督管理 

第十九条  国家認証認可監督管理委員会は、認証マークの制作、発行および使用について、

統一した監督・管理を実施する。 

各地の品質検査管理部門は、職責に基づき、所管地区の認証マークの使用につ

いて、監督・検査を実施するものとする。 

指定認証機関は、その証書を発行した製品の認証マークの使用について、監督・

検査を実施するものとする。 

委託を受けた国外検査機関は、委託された認証を得た製品上の認証マークの使

用について、監督・検査を実施するものとする。 

第二十条  指定認証機関および指定の機関は、申請者に認証マークの管理規定を通知し、

規定にしたがって認証マークを使用するよう申請者を指導する義務を有する。 

第二十一条 申請者は、以下の規定を遵守しなければならない。 

（一） 認証マークの使用と管理の制度を構築し、認証マークの使用状況について、

ありのまま記録し、ファイル保存する。 

（二） 認証マークを使用する製品が認証要求を満たしていることを保証する。 

（三） 認証の有効期限を越えた製品については、認証マークを使用してはならない。 

（四） 広告、製品紹介などの宣伝材料においては、認証マークを正しく使用するも

のとし、認証マークを利用して消費者に誤解を生じさせたり、消費者を騙した

りしてはならない。 

（五） 国家認証認可監督管理委員会、各地の品質検査管理部門および指定認定機関

の認証マークの使用状況についての監督・検査を受ける。 
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第二十二条 国家認証認可監督管理委員会に指定された認証機関、検査機関および調査機関

は、その業務および広告宣伝において、認証マークを正しく使用することができ

るが、認証マークを利用して消費者に誤解を生じさせたり、消費者を騙したりし

てはならない。 

第二十三条 統一して印刷製作する標準規格認証マークの製作業務を請け負う企業は、認証

マークの印刷製作技術および偽造防止技術について守秘義務を負い、国家認証認

可監督管理委員会に授権されない限り、いかなる機関または個人に対しても、統

一して印刷製作する標準規格認証マークおよび印刷製作機器を提供してはならな

い。 

第二十四条 認証有効期限内の製品が認証要求を満たさないとき、指定認証機関は申請者に

対し期限を定めて是正するよう命じなければならない。なお、是正期間中は、認

証マークを使用してはならない。 

第二十五条 認証マークを偽造、変造、盗用、詐称使用、売買、譲渡したり、認証マークの

管理規定に違反した場合は、国の関連法律・法規の規定にしたがって、行政処罰

を行う。刑法に抵触するときは、法に基づいてその刑事責任を追及する。 

第二十六条 指定認証機関、指定の機関およびそのスタッフが職責を履行しない場合、また

は職権を濫用する場合は、関連規定にしたがって処理する。 

 

第六条 附則 

第二十七条 本規則で言う認証マークの申請者は、認証証書の所持者である。 

第二十八条 本規則の解釈は、国家認証認可監督管理委員会が行う。 

第二十九条 本規則は2002年 5月 1日より実施する。 
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《第一次強制性認証実施製品目録》の製品適用範囲 

 

 
国家質量監督検験検疫総局 
国家認証認可監督管理委員会 

2002 年 7 月 1 日 
 
 
 

説  明 
 
 

 ≪＜第一次強制認証実施製品目録＞の製品適用範囲≫にある四つの項目のうち、第二、第三項の“ＨＳコード”と“製品名称及

び付注”は 2002 年税関通関業務システム≪商品総合分類表≫に沿って、基本的な製品適用範囲を迅速に識別するための道具とした

ものである。第四項の“認証適用範囲”は製品適用範囲を更に詳細に説明したもので、この項で製品が認証範囲に入るかどうかを

判断しなければならない。同じＨＳコードが同時に製品本体や部品、部材に該当する場合、そのＨＳコードに該当する適用範囲は

製品本体である。“同左”とはＨＳコードの表現と全く同じであることを示し、当該コードに該当するすべての製品はすべて強制製

品認証の製品品目範囲に入る。“適用しない”とは当該範囲の製品が強制認証製品品目に入らないことを示す。“限定する”とは、

当該範囲の製品のみが強制認証製品品目の範囲に入ることを示す。 

 本製品目録は許可なく復刻してはならない。 

 本製品目録は公布した日より施行される。 

2002 年 7 月 
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No. HS コード 商品名称および付注 認証適用範囲 

1 4011.1000.10 小型客車用空気充填式新品ラジアルタイヤ（観光用小型客車、

競技用車両用を含むゴム製タイヤ） 
同左 

2 4011.1000.90 小型客車用空気充填式新品非ラジアルタイヤ（観光用小型客

車及び競技用車両用を含むゴム製タイヤ） 
同左 

3 40119900.91 その他の空気充填式新品ラジアルタイヤ（その他の用途の空

気充填式ゴムタイヤで、ヘリンボン型トレッドパターンでな

いもの）（訳注：ヘリンボン型トレッドパターンとは表面に人

という字が浮き出ている模様） 

GB9743、GB9744 及び GB518 規格の範囲内の製品に

限定する。 

4 40119900.99 その他の空気充填式新品非ラジアルタイヤ（その他の用途の

空気充填式ゴムタイヤで、ヘリンボン型トレッドパターンで

ないもの） 

GB9743、GB9744 及び GB518 規格の範囲内の製品に

限定する。 

5 4011.2000.91 その他の客車または貨物車用空気充填式新品ラジアルタイヤ

（車輪にゴム製タイヤを使用しているもの） 
同左 

6 4011.2000.99 その他の客車または貨物用空気充填式新品ゴム製タイヤ（車

輪に非ラジアルタイヤを使用しているもの） 
同左 

7 4011.4000 オートバイ用空気充填式新品ゴムタイヤ 同左 
  適用範囲概要説明：避妊でき、性病感染防止に効果のあ

るコンドーム。（安全カバーともいう）光沢のあるもの、

異型構造のもの、平行形のもの、非平行形のもの、先の

平たいもの、精嚢のあるもの、乾燥型、潤滑型、香りの

あるもの、透明なもの、半透明なもの、不透明なもの、

または色のついたコンドームを含む。 

8 

40141000 硫化ゴム製避妊具 天然乳濁剤で製造した男性用避妊具（安全カバーともい

う）に限定する。 
9 7007.1190 自動車用強化ガラス（規格及び形状が車両取付け用になって

いるもの） 
自動車(乗用車、農業用車両、専用車両、トレーラーを

含む)用強化ガラス、部分強化ガラス及び鉄道車両、路

面電車用強化ガラスに限定する。 
10 7007.2190 自動車用ラミネートガラス（規格及び形状が車両取付け用に

なっているもの） 
自動車(乗用車、農業用車両、専用車両、トレーラーを

含む)用Ａ、Ｂ類ラミネートガラス及び鉄道車両、路面

電車用ラミネートガラスに限定する。 
11 7007.1900 その他の強化ガラス 建築用強化ガラスに限定する。 
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12 7007.2900 その他のラミネートガラス 建築用ラミネートガラスに限定する。 
13 7008.0000 多層断熱、防音ガラスユニット 鉄道車両用中空強化ガラスに限定する。 
14 84073100 排気量≦50cc の往復式ピストンエンジン(87 章で列記した車

両用点火往復式ピストンエンジン) 
原付用エンジンに限定する。 

15 84073200 50＜排気量≦250cc の往復式ピストンエンジン(87 章で列記

した車両用点火往復式ピストンエンジン) 
オートバイ用エンジンに限定する。 

16 84073300 250＜排気量≦1000cc の往復式ピストンエンジン(87 章で列

記した車両用点火往復式ピストンエンジン) 
17 84073410 1000-3000cc の往復式ピストンエンジン(87 章で列記した車

両用点火往復式ピストンエンジン) 

 

18 84143011 小型電気冷蔵庫または冷凍庫用コンプレッサー（小型モータ

ーとは定格パワー≦0.4kW を指す。） 
36V 未満の小型電気冷蔵庫または冷凍庫用コンプレッ

サーには適用しない。 
19 84143012 大型電気冷蔵庫または冷凍庫用コンプレッサー（モーター定

格パワー＞0.4ＫW のもの。但し 5kW 以下。） 
36V 未満の大型電気冷蔵庫または冷凍庫用コンプレッ

サーには適用しない。 
20 84143013 小型電気空調機用コンプレッサー（モーター定格パワー＞

0.4kW のもの。但し 5kW 以下。） 
36V 未満の小型電気空調機用コンプレッサーには適用

しない。 
21 84145110 パワー≦125W の吊り下げ式ファン（本体に出力パワー125W

以下のモーターが付いている。） 
36V 未満の吊り下げ式ファンには適用しない。 

22 84145120.10 コンピュータ用軸流換気扇 36V 未満のコンピューター用換気扇には適用しない。 
23 84145120.90 その他のパワー≦125W の換気扇（本体に出力パワー125W 以

下のモーターが付いている） 
36V 未満の換気扇には適用しない。 

24 84145130 パワー≦125W の回転式扇風機（本体に出力パワー125W 以下

のモーターが付いている） 
36V 未満の扇風機には適用しない。 

25 84145191 パワー≦125W の卓上扇風機（本体に出力パワー125W 以下の

モーターが付いている） 
36V 未満の卓上扇風機には適用しない。 

26 84145192 出力パワー≦125W の床置き式扇風機（本体に出力パワー

125W 以下のモーターが付いている） 
36V 未満の床置き式扇風機には適用しない。 

27 84145193 パワー≦125W の壁かけ式扇風機（本体に出力パワー125W 以

下のモーターが付いている） 
36V 未満の壁掛け式扇風機には適用しない。 

28 84145199.10 コンピュータ用軸流ファン 36V 未満のコンピューター用軸流ファンには適用しな

い。 
29 84145199.90 パワー≦125W のその他の扇風機、ファン（本体に出力パワ

ー125W 以下のモーターが付いている） 
36V 未満で、パワー125W 以下の、その他の扇風機、フ

ァンには適用しない。 
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30 84145910 その他の吊り下げ式ファン（モーター出力が 125W を越える

もの） 
36V 以上の家庭用及びその類似用途用吊り下げ式ファ

ンに限定する。 
31 84145920 その他の換気扇（モーター出力が 125W を越えるもの） 36V 以上の家庭用及びその類似用途用吊り下げ式ファ

ン備に限定する。 
32 84151010 窓式または壁式空調機（ファン及び温度調節、湿度調節装置

が付いているもの。単独で湿度調整ができない空調機を含

む。） 

36V 以上で、冷却量 21000 キロカロリー/ｈ以下の空調

機に限定する。 

33 84151021 冷却量≦4000 キロカロリー/ｈの分離タイプ空調機（ファン、

温度調整、湿度調節装置が付いているもの。単独で湿度調整

できない空調機を含む） 

36V 未満の分離タイプ空調装置には適用しない。 

34 84151022 冷却量＞4000 キロカロリー/ｈの分離タイプ空調機（ファン、

温度調整、湿度調節装置が付いているもの。単独で湿度調整

できない空調機を含む） 

36V 以上で、冷却量が 21000 キロカロリー/ｈ以下の分

離タイプ空調機に限定する。 

35 84158210 冷却量≦4000 キロカロリー/ｈのその他の空調機（冷却装置の

みを備え、熱循環装置のないもの。） 
36V 未満の空調機には適用しない。 

36 84158220 冷却量＞4000 キロカロリー/ｈのその他の空調装置（冷却装置

のみを備え、熱循環装置のないもの。） 
36V 以上で、冷却量が 21000 キロカロリー/ｈ以下の空

調機に限定する。 
37 84181020 200＜容積≦500 リットルの冷凍冷蔵庫 36V 未満の冷凍冷蔵庫には適用しない。 
38 84181030 容積≦200 リットルの冷凍冷蔵庫（各自単独のドアを持って

いるもの） 
36V 未満の冷凍冷蔵庫には適用しない。 

39 84182110 容積＞150 リットルのコンプレッサ式家庭用冷蔵庫 36V 以上で、500 リットル≧容積＞150 リットルのコン

プレッサ式家庭用冷蔵庫に限定する。 
40 84182120 50＜容積≦150 リットルのコンプレッサ式家庭用冷蔵庫 36V 未満のコンプレッサ式家庭用冷蔵庫には適用しな

い。 
41 84182130 容積≦50 リットルのコンプレッサ式家庭用冷蔵庫 36V 未満の器具、設備の家庭用冷蔵庫冷蔵庫には適用

しない。 
42 84182200 電気吸収式家庭用冷蔵庫 36V 以上で、容積≦500 リットルの電気吸収式家庭用冷

蔵庫に限定する。 
43 84183029 冷却温度＞-40℃のその他の小型前開き式冷凍庫（小型とは

500 リットル以下をさす。） 
36V 未満の前開き式冷凍庫には適用しない。 

44 84184029 冷却温度＞-40℃のその他の小型上開き式冷凍庫（小型とは

500 リットル以下をさす。） 
36V 未満の上開き式冷凍庫には適用しない。 

45 84198100 暖かい飲み物や料理を加工したり、食品を加熱する機器 36V 以上で、家庭用及びその類似用途に用いられる冷、
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温飲料水機（冷、温飲料製造、給仕機及びその類似器具）

に限定する。 
46 84211210 乾燥衣料重量≦10 ㎏の遠心乾燥機 36V 未満の遠心乾燥機には適用しない。 
47 84211910 脱水機 36V 以上で、脱水量 10 ㎏未満の脱水機に限定する。 
48 84238110 大計測重量≦30 ㎏の価格計算秤 同左 
49 8424.8100 農業用または園芸用噴射、噴霧器具 背負い式噴霧機、背負い式粉末散布機、背負い式噴霧・

粉末散布兼用機などの農業用または園芸用植物保護機

器に限定する。 
50 84501110 乾燥衣料重量≦10 ㎏の渦巻き式全自動洗濯機 36V 未満の渦巻き式全自動洗濯機には適用しない。 
51 84501120 乾燥衣料重量≦10 ㎏のドラム式全自動洗濯機 36V 未満の器具、設備には適用しない。 
52 84501190 その他の乾燥衣料重量≦10 ㎏の全自動洗濯機 36V 未満の全自動洗濯機には適用しない。 
53 84501200 乾燥衣料重量≦10 ㎏の遠心脱水槽付き半自動洗濯機 36V 未満の遠心脱水槽付き半自動洗濯機には適用しな

い。 
54 84501900 乾燥衣料重量≦10 ㎏のその他の洗濯機 36V 未満の洗濯機には適用しない。 
55 84672100 手持ち式電動ドリル 36V 未満の、手持ち式電動ドリルには適用しない。 
56 84672210 手持ち式電動チェーンソー 36V 未満の、手持ち式電動チェーンソーには適用しな

い。 
57 84672290 その他の手持ち式電動のこぎり 36V 未満のその他の手持ち式電動のこぎりには適用し

ない。 
58 84672910 手持ち式電動グラインダー 36V 以上の電動グラインダーに限定する。 

（角部磨き機、直線グラインダー、金型研磨機、湿式磨

き機、電動ミル、つや出し機、ディスク型ポリッシャー

を含む） 
59 84672920 手持ち式電動かんな 36V 未満の手持ち式電動かんなには適用しない。 
60 84672990 その他の手持ち式電動工具 36V 以上の以下の工具に限定する。 

電動ドライバ、電動栓抜き、インパクトレンチ、電動ス

パナポリッシャー(平面板ポリッシャー、三角板ポリッ

シャー、楕円板ポリッシャー、円板ポリッシャー、ベル

ト式ポリッシャーを含む) 
電動ハンマー(ドリル、電動つるはし、電動シャベル、

電動のみを含む) 
不燃性液体電動噴射ガン 
電動カッター(二枚刃カッター、ポンチを含む) 
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ねじ立て機 
差し込み式コンクリートミキサー(直接式コンクリート

制動器を含む) 
電動枝切りバサミ、電動草刈りバサミ(草刈り機を含む)
電動木工機(彫刻機を含む) 
電動石切り機(大理石切断機、石材研磨機を含む) 

61 84705010 販売店端末出納機 36V 以上のレジスターに限定する。 
62 84705090 その他の現金出納機 36V 以上のレジスターに限定する。 
63 84713000 携帯式デジタル自動データ処理設備(重量≦10kg、少なくとも

1 つのプロセッサ、キーボード及びディスプレイで構成され

る) 
 

ノート型パソコンとポケットサイズ型パソコンに限定

する 

64 84714140.90 小型コンピュータ（航空機大気データ専用コンピュータを除

外する） 
36V 以上で、定格パワー1300Ｗ未満の、車両、船舶ま

たは航空機用を除いたデスクトップ型コンピュータ及

びサーバーに限定する。（工業専用工作制御機を除外す

る。） 
 

65 84714190 その他のデジタル式データ処理設備(一つのケースに少なくと

も一個の CPU 及び入力/出力装置がある。ユニット式を含む)  
36V 以上の、費用計算(支払い)接触式及び非接触式銀行

用 IC カード読みとり/書き込み機、IC カード券売機、IC
カード販売機、料金徴収ステーション用 IC カード読み

とり/書き込み機などに限定する。 
66 84716010 自動データ処理機器用ディスプレイ 

 
36V 以上の、コンピュータと接続するモノクロ/カラー

ディスプレイ、液晶ディスプレイ、投影ディスプレイ、

プロジェクター、プラズマディスプレイ及びその他のデ

ィスプレイ端末に限定する。 
但し、屋外大型ディスプレイ、液晶ディスプレイ、ＡＴ

Ｍディスプレイ端末を除外する。 
67 84716031 自動データ処理機器用ドットプリンタ 

 
36V 以上で、A4 サイズの印刷速度が 60ppm 未満の、

コンピュータ接続用プリンタに限定する。 
 

68 84716032 自動データ処理機器用レーザープリンタ 
 

36V 以上で、A4 サイズの印刷速度が 60ppm 未満の、

コンピューター接続用プリンタに限定する。 
 

69 84716033 自動データ処理機器用インクジェットプリンタ 36V 以上で、A4 サイズの印刷速度が 60ppm 未満の、
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 コンピューター接続用プリンタに限定する。 
70 84716039 自動データ処理機器用のその他のプリンタ 

 
36V 以上で、A4 サイズの印刷速度が 60ppm 未満の、

コンピュータ接続用プロッター、感熱プリンター、熱転

写プリンター、コピー/プリンター両用機、手形プリン

ター及びその他のプリンター機器に限定する。 
71 84716050 自動データ処理機器用のスキャナー 

 
バーコードスキャナ及びペン型スキャナを除く、36 ボ

ルト以上のコンピュータ接続用スキャナーに限定する。

72 84721000 オフセットコピー機、謄写版 36V 以上で、見開きコピー範囲が A1 未満の 
静電コピー機、ジアゾコピー機、事務用小型オフセット

印刷機、謄写版、デジタル式一体化スピード印刷機、コ

ンピュータ閲覧(コピー)機、多用途プリンター、コピー

に限定する。 
73 84729090 その他事務用機器(硬貨分類機、カウンター、包装機及び鉛筆

削り機などを含む)  
36V 以上の紙幣カウンターに限定する。 

74 85011099.90 その他の小型電気機器(出力パワーが 37.5W 以下のもの)  自動車ファン用モーターを除いた 36V 以上のモーター

に限定する。 
75 85012000 37.5Wを超える交直両用モーター（出力 37.5Wを超えるもの） 自動車ファン用モーターを除いた、36V 以上、パワー

1.1kW 未満のモーターに限定する。 
76 85013100 750W 以下の直流モーター、発電機(出力 750W 以下)  自動車ファン用モーター及び 36V 未満のモーターには

適用しない。 
77 85013200 750Wを超え 75kW以下の直流モーター、発電機(出力が 750W

を超え 75kW 以下)  
自動車ファン用モーターを除いた、36V 以上、パワー

1.1kW 未満のモーターに限定する 
78 85014000 単相交流モーター 自動車ファン用モーターを除いた、36V 以上で、

1500rpm 時に 大連続定格が 1.1kW 以下の交流アンシ

ンクロモーター、交流シンクロモーター、交流直巻きモ

ーターに限定する。 
79 85015100 その他 750W 以下の多相交流モーター(出力が 750W 以下)  自動車ファン用モーターを除いた、36V 以上の 3 相交

流モーターに限定する。 
80 85015200 750W を超え 75kW 以下の多相交流モーター(出力が 750W を

超える、但し 75kW 以下)  
自動車ファン用モーターを除いた、36V 以上で、

1500rpm 相当時に 大連続定格が 1.1kW 以下の 3 相交

流アンシンクロモーター、交流シンクロモーター、交流

直巻きモーターに限定する。 
81 85041010 電子安定器 36V 以上の管形蛍光灯用交流電子安定器に限定する。 
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82 85041090 その他放電灯もしくは放電管用安定器 ネオン変圧器を除いた、36V 以上の、管形蛍光灯安定

器、放電灯(管形蛍光灯を除外する)用安定器に限定す

る。 
83 85044013 HS コード 8471 で挙げた機器に用いる安定電源 

 
36V 以上の、小型コンピューターやサーバー内で使わ

れるスイッチング電源、本リスト内の機器とセットで使

用するアダプター及び充電器に限定する。 
84 85044019 その他の安定電源 5 号、7 号充電式電池の充電器を除いた、36V 以上の、

AV 機器に付属する電源アダプター(充電器/放電器を含

む)に限定する。 
85 85091000 真空掃除機（乾式、湿式を含む） 36V 未満の真空掃除機には適用しない。 
86 85094000 食品ミル、ミキサー及びジューサー 36V 以上で、家庭用またはその類似用途の、食品ミル、

ミキサー、ジューサーに限定する。 
87 85098000 その他の家庭用電動器具 36V 以上で、家庭用及びその類似用途の、ミキサー、

バター攪拌機、卵割り機、液体攪拌機、濾し機、攪拌器、

アイスクリーム機、遠心分離ジューサー、電動ミンチ肉

機、肉薄切り機、皮取り機、多機能食品加工機、ミル、

ローラーおよび油煙吸い取り機に限定する。 
88 85151100 はんだ機器、装置用こて及びはんだ付けガン 36V 以上の、溶接棒ホルダー、TIG 溶接トーチ、

MIG/MAG はんだ付けガンに限定する。 
89 85152900 その他の抵抗溶接機器及び装置 36V 以上の、抵抗溶接機(点溶接機、線溶接機、つき合

わせ溶接機などを含む)に限定する。 
90 85153190 その他のアーク溶接機及び装置(全自動もしくは半全自動)  36V 以上の、TIG アーク溶接機、MIG/MAG 溶接機、プ

ラズマアーク溶接機、プラズマアーク切断機、サブマー

ジドアーク溶接機、溶接棒送り装置に限定する。 
91 85153900 その他のアーク溶接機及び装置（非全自動もしくは半自動）) 36V 以上の、TIG アーク溶接機、MIG/MAG 溶接機、プ

ラズマアーク溶接機、プラズマアーク切断機、小型交流

アーク溶接機、交流アーク溶接機、直流アーク溶接機、

アーク溶接変圧器感電防止装置、溶接ケーブル連結装置

に限定する。 
92 85161000 電気温水器（電気を利用した瞬間温水器、貯蔵式温水器、液

体に浸ける方式の過熱機） 
36V 未満の電気温水器には適用しない。 

93 85162990 電気空間ヒーター 36V 以上で、家庭用及びその類似用途の、輻射式ヒー

ター、板状ヒーター、液体充填式ヒーター、ファン式ヒ
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ーター、対流式ヒーター、管状ヒーターなどに限定する。

94 85163100 電動ドライヤー 36V 未満の電動ドライヤーには適用しない。 
95 85163200 その他の電熱理髪器具 36V 以上の理髪器具に限定する。 
96 85163300 電熱掌乾燥機 36V 未満の掌乾燥機には適用しない。 
97 85164000 電気アイロン 36V 以上で、家庭用及びその類似用途の、乾式及び湿

式（スチーム）アイロンに限定する。 
98 85165000 電子レンジ 36V 以上で、家庭用及びその類似用途の、周波数

300MHz～30GHz単一または複数Ｉ.Ｓ.Ｍ波電子レンジ

に限定する。 
99 85166010 電磁調理器 36V 以上で、家庭用及びその類似用途の、電磁調理器

に限定する。 
100 85166030 炊飯器 電気圧力鍋を除いた、36V 以上で、家庭用及びその類

似用途の炊飯器に限定する。 
101 85166090 その他の電熱調理器（ホットプレート、加熱リング、オーブ

ン） 
36V 以上で、定格容積 10 リットル以下の家庭用及びそ

の類似用途用オーブン、トースターに限定する。（業務

用は除外する。） 
102 85167100 電熱コーヒーポットまたはティーポット 36V 以上で、家庭用及びその類似用途の、電熱コーヒ

ーポットまたはティーポットに限定する。 
103 85167200 トースター 36V 以上で、定格容量が 10 リットル以下のトースター

に限定する。 
104 85167900 その他の電熱器具 36V 以上の家庭用電気コンロ、分離式固定オーブン、

コンロテーブル、卓上電気コンロ、電気コンロ加熱口、

吊り下げ式オーブン、ホットプレート及びビルトイン型

のオーブン、吊り下げ式オーブン、家庭用及びその類似

用途の定格容量 30 リットル以下の電熱カップ、保温ポ

ット、電熱鍋、電熱ミルクパン、電気圧力鍋、電気湯沸

し器、接着剤加熱鍋、定格容積が 10 リットル以下のワ

ッフルトースター及びその類似器具に限定する。（業務

用は除外する） 
105 85171100 コードレス電話 同左 
106 85171910 テレビ電話 同左 
107 85171990 その他の電話機 以下に限定する。 

1) 一般的な電話機 2)電話番号表示電話機 3)カード式
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管理電話機 4)留守番電話機 5)コイン電話機 6)ID カ

ード式電話機 7)IC カード公衆電話機 8)ポータブル

電話機 9)デジタル電話機（グループ電話の付属品の

専用電話機を除く）10)電話機付属装置 
108 85172100 ファックス 同左 
109 85173019 その他のデジタル式プログラム自動制御電話交換機 以下に限定する。 

1) グループ電話 
2) 電話会議交換台 

110 85175033 IP 電話信号切り換え設備 同左 
111 85175034 ネットワークハブ 同左 
112 85175036 モデム 公共通信ネットワークに連結したモデム機能を持つ端

末製品（内蔵カードを含む）に限定する。 
1) 音声周波数モデム 2) base band モデム 3)xDSL モデ

ムを含む。 
113 85175039 その他の有線デジタル通信設備 

 
以下に限定する。 
1. ISDN 端末 
1)ネット端末設備(NT1、NT1+) 2)端末アダプタ(カー

ド)TA 
2. データー端末(カードを含む) 
1) メモリーから伝送するファックス /音声カード

2)POS 端末(公共ネットワークを通じて)3)インターフ

ェイス変換器 4)その他のデータ端末 
114 85175090 有線搬送波通信用のその他の設備 以下に限定する。 

1) テレビ会議端末 2)情報リクエスト端末 3)その他のマ

ルチメディア端末 
115 85182100 モノラルスピーカー 36V 以上で、総出力パワー500W(有効値)以下のアクテ

ィブ(有源)スピーカーに限定する。 
116 85182200 ステレオスピーカー 36V 以上で、総出力パワー500W(有効値)以下のアクテ

ィブ(有源)スピーカーに限定する。 
117 85184000.90 その他の音響アンプ 放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満の音響アンプには適用しない。 
118 85192100 スピーカー無しプレーヤー 放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満のプレーヤーには適用しない。 
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119 85192900 スピーカー付きプレーヤー 放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満のプレーヤーには適用しない。 
120 85199200 ポケットカセットプレーヤー(音声録音装置のないもの) 放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満のポケットカセットプレーヤーには適用しな

い。 
121 85199300 その他のカセットプレーヤー(ポケットカセットプレーヤーを

除く) 
放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満のカセットプレーヤーには適用しない。 
122 85199910 レーザープレーヤー 放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満のレーザープレーヤーには適用しない。 
123 85199990 その他の音声再生機器 放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備を除

いた、36V 以上の音声、画像記録、再生及び処理設備

に限定する。 
124 85203210 デジタルカセットレコーダー(音声再生装置の有無に関わらな

い)  
放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満のデジタルカセットレコーダーは適用しない。

125 85203290 その他デジタル磁気テープレコーダー(カセットデジタル音声

テープレコーダーは除外) 
放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満のデジタルカセットレコーダーには適用しな

い。 
126 85203300 その他のカセットテープレコーダー(音声再生装置の有無に関

わらない) 
放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満のカセットレコーダーには適用しない。 
127 85203990 その他の磁気テープレコーダー(カセット磁気テープレコーダ

ーは除外) 
放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満の磁気テープレコーダーには適用しない。 
128 85209000 その他のレコーダー及び録音機器(カセットテープ録音再生機

は除外) 
放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満の音声記録機器には適用しない。 
129 85219010 レーザーディスク(高周波数チューナアンプの有無に関わらな

い) 
放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備及び

36V 未満のレーザーディスクには適用しない。 
130 85219090.90 その他の画像信号記録または再生設備(高周波数チューナアン

プの有無に関わらない)に限定する 
放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備を除

いた、36V 以上の音声、画像記録、再生及び処理設備

に限定する。 
131 85211019 その他の磁気テープ型ビデオカメラ(高周波数チューナアンプ

の有無に関わらない) 
放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備を除

いた、36V 以上の磁気テープ型ビデオカメラに限定す

る。 
132 85211020 磁気テープ画像再生機(高周波数チューナアンプの有無に関わ

らない) 
放送レベルの音響設備、自動車、航空機用音響設備を除

いた、36V 以上の磁気テープ型ビデオカメラに限定す
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る。 
133 85251010 テレビ放送用送信設備 テレビ及び音声信号を送信する画像モジュレータ、音声

モジュレータ/デコーダ、周波数変換器に限定する 
134 85252011 衛星テレビ用地上基地設備 衛星テレビ及び音声信号を受信及び送信する画像モジ

ュレータ、音声画像モジュレータ/デコーダ、周波数変

換器に限定する。 
1)画像モジュレータ 2)音声画像モジュレータ/デコーダ

3)周波数変換器を含む。 
135 85252022 携帯電話機(車両搭載無線電話機を含む) 以下に限定する。 

1)アナログ移動電話機 2)GSM デジタル移動交換局(携
帯電話及びその他の端末設備) 
CDMA デジタル移動交換局(携帯電話及びその他の端末

設備) 
136 85252091 テレビ放送用受信装置付き送信設備 テレビ及び音声信号を受信及び送信する画像モジュレ

ータ、音声画像モジュレータ/デコーダ、周波数変換器

に限定する。1)画像モジュレータ 2)音声画像モジュレ

ータ/デコーダ 3)周波数変換器を含む。 
137 85273200 時計付きラジオ(無線電話、電報受信機能付き設備を含む)  36V 以上で、各種放送周波数帯のチューナ受信機、ラ

ジオに限定する。 
138 85273900 その他のラジオ(無線電話、電報受信機能付き設備を含む)  36V 以上で、各種放送周波数帯のチューナ受信機、ラ

ジオに限定する。 
139 85279090.90 その他の無線電話、電報、放送受信設備 36V 以上で、各種放送周波数帯のチューナ受信機、ラ

ジオに限定する。 
140 85273100 その他の音声録音/再生機(無線電話、電報受信機能付き設備を

含む)  
36V 以上の複合音響システム(画像機能が付いてもよ

い)に限定する。 
141 85281210 カラーの衛星テレビ受信機 36V 未満のカラー衛星テレビ受信機には適用しない。 
142 85281291 42 センチ以下のカラーテレビ(寸法は画面対角線のサイズ) 36V 未満のカラーテレビには適用しない。 
143 85281292 42＜画面サイズ(対角線のサイズ)≦52cm のカラーテレビ 36V 未満のカラーテレビには適用しない。 
144 85281293 52cm 以上のカラーテレビ(寸法は画面のサイズ) 36V 未満のカラーテレビには適用しない。 
145 85282100 カラ－画像モニター 36V 未満のカラー画像モニターには適用しない。 
146 85283010 カラー画像プロジェクター 36V 未満のカラー画像プロジェクターには適用しない。

147 85281310 画面サイズが 16cm 以下の白黒またはその他単色のテレビ 36V 未満の白黒またはその他の単色のテレビには適用

しない。 



《〈第一次強制性認証を実施する製品目録（HS コード）〉における適用範囲および対応する HS コード（試行）》 
参考和訳 

 188

148 85281320 画面サイズが 16-42cm の白黒またはその他単色のテレビ 36V 未満の白黒またはその他の単色のテレビには適用

しない。 
149 85281330 画面サイズが 42-52cm の白黒またはその他単色のテレビ 36V 未満の白黒またはその他の単色のテレビには適用

しない。 
150 85281340 画面サイズが 52cm 以上の白黒またはその他単色のテレビ 36V 未満の白黒またはその他の単色のテレビには適用

しない。 
151 85282200 白黒またはその他の単色画像モニター 36V 未満の白黒またはその他の単色の画像モニターに

は適用しない。 
152 85283020 白黒またはその他の単色画像プロジェクター 36V 未満の白黒またはその他の単色のプロジェクター

には適用しない。 
153 8531.9010 防犯、防火及びその他類似装置用部品 火災報知設備（火災報知制御器、スポット型温度感知火

災探知器、スポット型煙火災探知器、消防連動制御設備、

手動式火災報知ボタン）に限定する。 
154 5909.0000 消防ホース及びその類似ホースの紡織材料（その他の材料の

内張りや保護カバーまたは付属部品が付いているかどうかに

かかわらない。） 

消防用ホース（内張り消防ホース、消防ウエットホース

を含む）に限定する。 

155 8424.1000 消火機器（薬剤消火かどうかにかかわらない。） 水噴射消化設備（スプリンクラー、湿式警報バルブ、水

流指示器、消防用圧力スイッチ）に限定する。 
156 85311090 その他の防犯装置または火災報知器及びその類似装置 アクティブ赤外線侵入探知器、室内用パッシブ赤外線探

知器、室内用マイクロ波ドップラー探知器、マイクロ・

パッシブ赤外線複合侵入探知器に限定する。 
157 85351000 回路ヒューズ(電圧＞1000V)(電圧が 1000V を超える回路で使

用する) 
 

36V 以上で、定格電圧 AC1200V 以下、DC1500V 以下

のヒューズに限定する。 

158 85352100 電圧＜72.5kV の自動ブレーカー(電圧が 1000V を越える回路

に使用する)： 
 

36V 以上で、定格電圧 AC1200v 以下、DC1500V 以下

のブレーカーに限定する。 
 

159 85353000 絶縁スイッチ及び断続スイツチなどの電気装置(電圧が1000V
を越える回路に使用する) 
 

36V 以上で、定格電圧 AC1200V 以下、DC1500V 以下

の低圧スイッチなどの電気装置に限定する。 
スイッチ、絶縁器、絶縁スイッチ、ヒューズ式ユニット

装置を含む。 
160 85359000 その他電圧が 1000V を越える回路スイッチなどの電気装置

(電圧が 1000V を越える回路に使用するスイッチ、保護・連結

用電気装置)  

36V 以上で、定格電圧 AC1200V 以下、DC1500V 以下

の回路スイッチなど電気装置に限定する。 
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161 85361000 ヒューズ(電圧1000V以下)(電圧が1000V以下の回路に使用す

る) 
36V 以上で、業者や個人が使用するもの及び半導体を

保護するヒューズや小型ヒューズをに限定する。(管状

可融体(ガラス管、陶磁器管など)超小型可融体を含む。

162 85362000 電圧 1000V 以下の自動サーキットブレーカー(電圧が 1000V
以下の回路で使用する) 

36V 未満の自動サーキットブレーカーには適用しない。

163 85363000 電圧 1000V 以下のその他の回路保護装置(電圧が 1000V 以下

の回路で使用する) 
36V 以上の電流制限器、回路保護器、過電流保護器、

熱過負荷保護器及び回路スイッチなど、保護または接続

用電気装置に限定する。 
164 85364100 電圧 60V 以下のリレー 36V 未満のリレーには適用しない。 
165 85364900 電圧が 60V より大きいリレー(電圧が 1000V 以下の回路で使

用する) 
同左 

166 85365000 電圧 1000V 以下のその他のスイッチ(電圧が 1000V 以下の回

路で使用する) 
以下に限定する。 
1. 36V 以上で、家庭用及びその類似用途の固定式電気

装置のスイッチ（屋内または屋外で使用し、交流定格電

圧 440V 以下、定格電流 63Ａ以下の家庭用及びその類

似用途用固定式電気装置にのみ使用される手動操作式

一般用途スイッチ） 
シーソースイッチ、押しボタンスイッチ、レバースイッ

チ、引きひもスイッチ、回転スイッチを含む。 
2. 36V＜電圧≦1000V のその他のスイッチ(電圧が

1000V 以下の回路で使用する) 
電気器具スイッチ、真空スイッチ、圧力スイッチ、近接

スイッチ、足踏みスイッチ、サーマルスイッチ、液面ス

イッチ、押しボタンスイッチ、リミットスイッチ、マイ

クロスイッチ、可逆スイッチ、温度スイッチ、制限スイ

ッチ、切り替えスイッチ、ナイフスイッチなどを含む。

167 85366900 電圧 1000V以下のプラグ･コンセント(電圧が 1000V以下の回

路で使用する) 
36V 以上の下記の製品に限定する。 
1. 家庭用及びその類似用途のプラグ・コンセント 
（屋内または屋外で使用する家庭用及びその類似用途

用で、交流定格電圧 50V 以上 440V 未満、定格電流 32A
未満で用いられる、アース端子付きまたはアース端子無

しプラグ及び固定式/移動式コンセントに適用する。） 
プラグ、コンセント、移動式コンセント、器具コンセン

ト、延長コードユニット、組み合わせ式コンセントなど
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を含む。 
2. 工業用プラグ・コンセント及び連結器 
（工業用の屋外または屋内用で使用する、定格電圧

660V AC、440V DC 未満、定格電流 16A 以上 125A 未

満、定格周波数 400Hz 未満のプラグ及びコンセント、

電気連結器及び器具連結製品に適用する。） 
工業用コンセント、プラグ、器具連結器、（コネクター、

器具コンセントなどを含む）。 
168 85369000 その他の電圧 1000V 以下の回路スイッチ等の電気装置(電圧

が 1000V 以下の回路のスイッチ、保護･接続用電気装置に使

用される。) 
 

36V 以上の下記の製品に限定する。 
1）コードアセンブリ（プラグ、電源コード、コネクタ

で構成される）。 
2）家庭用及びその類似用途の連結器 
（器具連結器（コネクタ、器具入出力コンセントなど）、

相互連結器（プラグ接続器、器具コンセントなど）、相

互連結コードアセンブリなどを含む。） 
3）家庭用及びその類似用途の固定式電気装置付属ケー

ス（外付けボックス、内臓ボックス、半内臓ボックス、

蓋またはあて板などを含む）。 
4）その他の電気装置 
（接触器（電気接触器、家庭用及びその類似場所用接触

器、ソリッドステート接触器、混合式接触器）、モータ

ースタータ（電気モータ制御器及びスタータ、交流半導

体モータ制御器及びスタータ）、信号灯、補助接触子ユ

ニット、主制御器（予定プロセスに従って回路接続切り

替えをする装置）など）。 
169 85371090.90 その他の電力制御または分配装置(電圧が 1000V 以下の回路) 36V 以上の低圧配電盤(配電ボックスともいう)、低圧制

御盤(制御ボックスともいう)、ブス幹線系統(ブスダクト

ともいう)に限定する。 
170 85372090 その他の電力制御または分配装置（(デジタル装置も)を含む) 36V 以上で、定格電圧が交流 1200 ボルト以下、直流

1500V 以下のヒューズに限定する。 
171 85401100 カラー陰極線管テレビブラウン管(画像モニター用陰極線管を

含む) 
 

対角線サイズ＞16cm の陰極線管（背面投射テレビのブ

ラウン管を含まない）に限定する 

172 85401200 白黒または単色陰極線管テレビブラウン管(画像モニタ用陰極 対角線サイズ＞16cm の陰極線管（背面投射テレビのブ
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線管を含む) ラウン管を含まない）に限定する 
173 85404000 ドットピツチ＜0.4mm のカラーデータ/図形ディスプレイ管

(画面蛍光点距離が 0.4mm より小さいカラーデータ/図形ディ

スプレイ管) 

対角線サイズ＞16cm の陰極線管（背面投射テレビのブ

ラウン管を含まない）に限定する。 

174 85405000 白黒またはその他の単色データ/図形ディスプレイ装置 対角線サイズ＞16cm の陰極線管（背面投射テレビのブ

ラウン管を含まない）に限定する。 
175 85406090 その他の陰極線管 対角線サイズ＞16cm の陰極線管（背面投射テレビのブ

ラウン管を含まない）に限定する。 
176 85438920 高、中周波数アンプ テレビ信号と音声信号を処理、分配する幹線アンプ、ブ

リッジアンプ、分配アンプ、家庭用テレビアンテナアン

プに限定する 
177 85444910 耐圧≦80V の接続端子無し電気ケーブル 36V 以上の、鉱山用ゴム被覆ケーブル鉱山用キャップ

ランプケーブルに限定する。 
178 85445910 1kV≧耐圧＞80V 接続端子無しケーブル（定格電圧 80V を超

え、100 ボルト以下） 
鉱山用ゴム被覆電気ケーブル、鉄道車両用電気ケーブル

(電気コード)、ゴム絶縁ケーブル、定格電圧 450/750V
以下のポリ塩化ビニル絶縁電気ケーブルに限定する。 

179 85446019 耐圧 1kV を超え、35kV 以下の電気ケーブル 鉱山用ゴム被覆電気ケーブル、交流定格電圧 3kV 以下

の鉄道車両用電気ケーブル(電気コード)に限定する。 
  自動車：各種自動車及びトレーラーに適用する。 180 
8701.2000 セミトレーラ用道路牽引車 同左 

181 87019000.90 その他のトレーラー(HSコード8709に挙げたトレーラーは含

まない) 
同左 

182 8702.1091 30 席以上の大型客車(ディーゼル型)(ディーゼルエンジン搭載

の 30 席以上の客車) 
同左 

183 87021092.11 20≦座席≦22 のディーゼル型客車(ディーゼルまたはセミデ

ィーゼルエンジン搭載の中型客車、排気量＜2000cc) 
同左 

184 87021092.19 20≦座席≦22 のディーゼル型客車(ディーゼルまたはセミデ

ィーゼルエンジン搭載の中型客車、排気量≧2000cc) 
同左 

185 87021092.90 23≦座席＜30 のディーゼル型中型客車(ディーゼルまたはセ

ミディーゼルエンジン搭載の客車) 
同左 

186 87021093.10 排気量＜2000ccで 10≦座席≦19の客車(その他のエンジン搭

載の中型客車) 
同左 

187 87021093.90 排気量≧2000ccで 10≦座席≦19の客車(ディーゼルまたはセ 同左 
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ミディーゼルエンジン搭載の中型客車) 
188 87029010 30 席以上の大型客車（その他の型）(その他のエンジンを搭載

した 30 席以上の客車) 
同左 

189 87029020.11 20≦座席≦22 の非ディーゼル型客車(その他のエンジン搭載

の中型客車、排気量＜2000cc) 
同左 

190 87029020.19 20≦座席≦22 の非ディーゼル型客車(その他のエンジン搭載

の中型客車、排気量≧2000cc) 
同左 

191 87029020.90 23≦座席＜30 の非ディーゼル型客車(その他のエンジン搭載

の中型客車) 
同左 

192 87029030.10 排気量＜2000ccで 10≦座席≦19の客車(その他のエンジン搭

載の中型客車) 
同左 

193 87029030.90 排気量≧2000ccで 10≦座席≦19の客車(その他のエンジン搭

載の中型客車) 
同左 

194 87032130.11 ガソリン型超低馬力小型乗用車(点火往復式ピストン内燃エン

ジン搭載、超低馬力とは排気量＜1000cc を指す) 
同左 

195 87032130.19 ガソリン型超低馬力小型乗用車(点火往復式ピストン内燃エン

ジン搭載、排気量 1000cc) 
同左 

196 87032190.11 ガソリン型超低馬力小型乗用車、RV 車(点火往復式ピストン

内燃エンジン搭載、排気量＜1000cc) 
同左 

197 87032190.19 ガソリン型超低馬力乗用車、RV 車(点火往復式ピストン内燃

エンジン搭載、排気量 1000cc) 
同左 

198 87032230.10 ガソリン型低馬力小型乗用車(点火往復式ピストン内燃エンジ

ン搭載、排気量 1000＜排気量≦1500cc) 
同左 

199 87032240.10 ガソリン型低馬力四輪駆動 RV 車(点火往復式ピストン内燃エ

ンジン搭載排気量 1000＜排気量≦1500cc) 
同左 

200 87032250.10 ガソリン型低馬力小型客車(9 席以下)(点火往復式ピストン内

燃エンジン搭載。1000＜排気量≦1500cc) 
同左 

201 87032290.11 ガソリン型低馬力のその他の小型客車(9 席以下) (点火往復式

ピストン内燃エンジン搭載。1000＜排気量≦1500cc) 
同左 

202 87032290.19 ガソリン型低馬力その他の車 (点火往復式ピストン内燃エン

ジン搭載。1000＜排気量≦1500cc) 
同左 

203 87032314.11 1500＜排気量＜2200cc の小型乗用車(ガソリン型点火往復式

ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 
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204 87032314.19 2200≦ガソリン型≦2500cc の小型乗用車(ガソリン型点火往

復式ピストン内燃エンジン搭載)  
同左 

205 87032315.11 1500＜排気量＜2400cc の四輪駆動 RV 車(ガソリン型点火往

復式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

206 87032315.19 2400≦排気量≦2500cc の四輪駆動 RV 車(ガソリン型点火往

復式ピストン内燃エンジン搭載のものを指す) 
同左 

207 87032316.11 1500＜排気量＜2000cc の小型客車(9 席以下で、ガソリン型点

火往復式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

208 87032316.19 2000≦排気量≦2500cc の小型客車(9 席以下で、ガソリン型点

火往復式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

209 87032319.11 1500＜ガソリン型＜2000cc のその他の小型客車(点火往復式

ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

210 87032319.12 2000≦ガソリン型≦2500cc のその他の小型客車(点火往復式

ピストン内燃エンジン搭載)  
同左 

211 87032319.19 1500＜ガソリン型≦2500cc のその他の車(点火往復式ピスト

ン内燃エンジン搭載) 
同左 

212 87032334.10 ガソリン型中馬力小型乗用車(点火往復式ピストン内燃エンジ

ン搭載。2500＜排気量≦3000cc) 
同左 

213 87032335.10 ガソリン型中馬力 RV 車(点火往復式ピストン内燃エンジン搭

載。2500＜排気量≦3000cc) 
同左 

214 87032336.10 ガソリン型中馬力観光用客車(9 席以下)(点火往復式ピストン

内燃エンジン搭載。2500cc＜排気量≦3000cc) 
同左 

215 87032339.11 ガソリン型中馬力のその他の小型客車(9 席以下) (点火往復式

ピストン内燃エンジン搭載。2500cc＜排気量≦3000cc) 
同左 

216 87032339.19 ガソリン型中馬力のその他の車(点火往復式ピストン内燃エン

ジン搭載。2500cc＜排気量≦3000cc を指す) 
同左 

217 87032430.10 ガソリン型高馬力小型乗用車(9 席以下) (点火往復式ピストン

内燃エンジン搭載。高馬力とは排気量＞3000cc を指す) 
同左 

218 87032440.10 ガソリン型高馬力ＲＶ車(点火往復式ピストン内燃エンジン搭

載。高馬力とは排気量＞3000cc を指す 
同左 

219 87032450.10 ガソリン型高馬力観光用客車(9 席以下) (点火往復式ピストン

内燃エンジン搭載。高馬力とは排気量＞3000cc を指す) 
同左 

220 87032490.11 ガソリン型高馬力のその他の小型客車(点火往復式ピストン内 同左 



《〈第一次強制性認証を実施する製品目録（HS コード）〉における適用範囲および対応する HS コード（試行）》 
参考和訳 

 194

燃エンジン搭載。排気量＞3000cc) 
221 87032490.19 ガソリン型高馬力のその他の車(点火往復式ピストン内燃エン

ジン搭載。排気量＞3000cc) 
同左 

222 87033130.11 排気量＜1000cc のディーゼル型小型乗用車(圧縮点火式ピス

トン内燃エンジン搭載。9 座席以下) 
同左 

223 87033130.19 1000≦排気量＜1500cc ディーゼル型小型乗用車(圧縮点火式

ピストン内燃エンジン搭載。9 席以下) 
同左 

224 87033140.10 ディーゼル型低馬力 RV 車(圧縮点火式ピストン内燃エンジン

搭載。低馬力とは排気量排気量≦1500cc を指す) 
同左 

225 87033150.10 ディーゼル型低馬力小型客車(9 席以下) (圧縮点火式ピストン

内燃エンジン搭載。排気量≦1500cc) 
同左 

226 87033190.11 ディーゼル型低馬力のその他の小型客車(9 席以下) (圧縮点火

式ピストン内燃エンジン搭載。排気量≦1500cc) 
同左 

227 87033190.19 ディーゼル型低馬力のその他の車 (圧縮点火式ピストン内燃

エンジン搭載。排気量≦1500cc) 
同左 

228 87033230.11 1500＜排気量＜2200cc のディーゼル型小型乗用車(9 席以下

で圧縮点火式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

229 87033230.19 2200≦排気量≦2500cc のディーゼル型小型乗用車(9 席以下

で圧縮点火式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

230 87033240.11 1500＜排気量＜2400ccの四輪駆動RV車(9席以下でディーゼ

ル型圧縮点火式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

231 87033240.19 2400≦排気量≦2500ccの四輪駆動RV車(9席以下でディーゼ

ル型圧縮点火式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

232 87033250.11 1500＜排気量＜2000cc の小型客車(9 席以でディーゼル型圧

縮点火式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

233 87033250.19 2000≦排気量≦2500cc の小型客車(9 席以下でディーゼル型

圧縮点火式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

234 87033290.11 ディーゼル型中馬力のその他の小型客車(9 席以下)(1500＜排

気量＜2000cc) 
同左 

235 87033290.12 2000≦排気量≦2500cc のその他の小型客車(9 席以下でディ

ーゼル型圧縮点火式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

236 87033290.19 ディーゼル型中馬力その他の車(1500＜排気量≦2500cc) 同左 
237 87033330.10 排気量＞2500cc のディーゼル型小型乗用車(9 席以下で圧縮 同左 
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点火式ピストン内燃エンジン搭載) 
238 87033340.10 排気量＞2500cc の四輪駆動 RV 車(9 席以下でディーゼル型圧

縮点火式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

239 87033350.10 排気量＞2500cc の小型客車(9 席以下)(ディーゼル型で圧縮点

火式ピストン内燃エンジン搭載) 
同左 

240 87033390.11 ディーゼル型高馬力のその他の小型客車(9 席以下)(圧縮点火

式ピストン内燃エンジン搭載。高馬力とは排気量＞2500cc の

ものを指す) 

同左 

241 87033390.19 ディーゼル型高馬力のその他の車(圧縮点火式ピストン内燃エ

ンジン搭載。高馬力とは排気量＞2500cc のものを指す) 
同左 

242 87039000.11 その他の排気量＜1000cc の小型乗用車 同左 
243 87039000.12 その他の 1000≦排気量＜2200cc の小型乗用車 同左 
244 87039000.13 その他の排気量≧2200cc の小型乗用車 同左 
245 87039000.14 その他の排気量＜2000cc のマイクロバス（9 席以下） 同左 
246 87039000.15 その他の排気量≧2200cc のマイクロバス(9 席以下) 同左 
247 87039000.16 その他の排気量＜2400cc の RV 車 同左 
248 87039000.17 その他の排気量≧2400cc の RV 車 同左 
249 87039000.19 その他のエンジンを搭載した、その他の車両(9 座席以下。観

光用小型客車及び競技用車両を含む) 
同左 

250 87042100 ディーゼル型のその他の小型貨物車(圧縮点火式ピストン内燃

エンジン搭載。小型とは車両総重量≦5t を指す) 
同左 

251 87042230 ディーゼル型のその他の中型貨物車(圧縮点火式ピストン内燃

エンジン搭載。中型とは 5＜車両総重量＜14t を指す) 
同左 

252 87042240.10 コンクリートポンプ車、ミキサー車用シャーシ(圧縮点火式ピ

ストン内燃エンジン搭載。大型とは 14≦車両総重量≦20t を

指す) 

同左 

253 87042240.90 ディーゼル型のその他の大型貨物車(圧縮点火式ピストン内燃

エンジン搭載。大型とは 14≦車両総重量≦20t を指す) 
同左 

254 87042300.10 起重重量≧25t のクレーン車用シャーシ(圧縮点火式ピストン

内燃エンジン搭載。超大型とは車両総重量＞20t を指す) 
同左 

255 87042300.20 コンクリートポンプ車、ミキサー車用シャーシ(圧縮点火式ピ

ストン内燃エンジン搭載。超大型とは車両総重量＞20tを指す) 
同左 

256 87042300.90 ディーゼル型でその他の超大型貨物車(圧縮点火式ピストン内 同左 
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燃エンジン搭載。超大型とは車両総重量＞20t を指す) 
257 87043100 ガソリン型≦5tのその他の貨物車(点火式ピストン内燃エンジ

ン搭載。車両総重量が 5t 以下) 
同左 

258 87043230 5＜ガソリン型≦8t のその他の貨物車(点火式ピストン内燃エ

ンジン搭載。車両総重量が 8t 以下) 
同左 

259 87043240 ガソリン型で 8t を越える、その他の貨物車(点火式ピストン内

燃エンジン搭載。車両総重量が 5t を超える) 
同左 

260 87049000 その他のエンジンを搭載した貨物車 同左 
261 87051021 起重重量≦50t の全路面走行型クレーン車 同左 
262 87051022 50＜起重重量≦100t の全路面走行型クレーン車 同左 
263 87051023 起重重量＞100t の全路面走行型クレーン車 同左 
264 87051091 起重重量≦50t のその他のクレーン車 同左 
265 87051092 50＜起重重≦100t のその他のクレーン車 同左 
266 87051093 起重重量＞100t のその他のクレーン車 同左 
267 87052000 ボーリング車 同左 
268 87053010 消防用はしご車 同左 
269 87053090 その他の消防車 同左 
270 87054000 コンクリートミキサー車 同左 
271 87059010 無線通信車 同左 
272 87059020 レントゲン検査車 同左 
273 87059030 環境観測車 同左 
274 87059040 医療用車両 同左 
275 87059059 その他の電源車(周波数 400Hz の航空電源車両を除く) 同左 
276 97059060 航空機給油車、温度調節車、除氷車 同左 
277 87059070 道路(滑走路を含む)除雪車 同左 
278 87059080 油井測量車、圧力掘削車、混砂車 同左 
279 87059090.10 滑走路除氷車 同左 
280 87059090.90 その他の特殊用途車両(主に人や貨物を運ぶ車両を除外する) 同左 
281 87060021 車両総重量≧14t の貨物車シャーシ(エンジンを搭載したもの) 同左 
282 87060022 車両総重量＜14t の貨物車シャーシ(エンジンを搭載したもの) 同左 
283 87060030 大型客車シャーシ(エンジンを搭載したもの) 同左 
284 87060040 クレーン車シャーシ(エンジンを搭載したもの) 同左 
285 87060090 その他の車両のシャーシ(エンジンを搭載したもの。コード 同左 
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8701,8703 及び 8705 に列記した車両用) 
286 87163110 オイルタンクトレーラー及びセミトレーラー 同左 
287 87163190 その他のタンクトレーラー及びセミトレーラー 同左 
288 87163910 コンテナ貨物トレーラー及びセミトレーラー 同左 
289 87163990 その他の貨物トレーラー及びセミトレーラー 同左 
290 87164000 その他リストにないトレーラー及びセミトレーラー 同左 
291 8708.2100 座席安全ベルト（コード 8701～8705 の車両用） 車両用シートベルト： 

M 類車両、N 類車の前向き座席のシートベルト 
292 87111000 ガソリン型の超低馬力オートバイ及びペダル両用車(往復式ピ

ストンエンジン搭載。超低馬力とは排気量≦50cc を指す。) 
原付に

限定す

る 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1 類(サーマルエンジンを使用している場合

は、エアシリンダー排出量が 50ml 以下。駆

動方式に関わらず、その 高設計車速が

50km/h 以下の二輪車両) 
L2 類(サーマルエンジンを使用している場合

は、エアシリンダー排出量が 50ml 以下。駆

動方式に関わらず、その 高設計車速が

50km/h 以下。配置形式を問わない三輪車両) 

293 87112000 ガソリン型低馬力オートバイ及びペダル両用車(往復式ピスト

ンエンジン搭載。低馬力とは 50cc＜排気量≦250cc を指す。) 
294 87113010 250cc＜ピストン容量≦400cc のオートバイ(往復式ピストン

エンジン搭載。ペダル両用車を含む) 

295 87113020 400cc＜ピストン容量≦500cc のオートバイ(往復式ピストン

エンジン搭載。ペダル両用車を含む)。 
 

296 87114000 ガソリン型高馬力オートバイおよびペダル両用車(往復式ピス

トンエンジン搭載。大馬力とは 500＜排気量≦800cc を指す) 

297 87115000 ガソリン型高馬力オートバイおよびその類似車(往復式ピスト

ンエンジン搭載。大馬力とは排気量＞800cc を指す) 

ｵｰﾄﾊﾞｲ 
に限定

する 
 
 

L3 類(サーマルエンジンを使用している場合

は、エアシリンダー排出量が 50ml を超える

か、または駆動方式に関わらずその 高設計

車速が 50km/h を超える二輪車両) 
L4 類(サーマルエンジンを使用している場合

は、エアシリンダー排気量が 50ml を超える

か、または駆動方式に関わらず、その 高設

計車速が 50km/h を越える車両で、三つの車

輪が、車両の縦方向中心平面に対して非対称

に配置されているもの) 
L5 類(サーマルエンジンを使用している場合

は、エアシリンダー排気量が 50ml を超える
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298 87119000 その他のエンジンを搭載したオートバイ及びサイドカー（ペ

ダル両用車を含む） 
 か、または駆動方式に関わらず、その 高設

計車速が 50km/h を越える車両で、三つの車

輪が、車両の縦方向中心平面に対して対称配

置されているもの) 
四輪サンドビークル、カートは含まない。 

299 90082000 コンピュータ閲覧機(コピーができるかどうかを問わない) 36V 以上で、コピーができるコンピュータ閲覧機に限

定する。 
300 90091110 カラー静電気感光コピー機(直接法)(原本を直接コピーするも

の) 
見開きで A1 より大きいコピーができるもの及び 36V
未満の各種コピー機には適用しない。 

301 90091190 その他の静電気感光コピー機(直説法)(原本を直接コピーする

もの) 
見開きで A1 より大きいコピーができるもの及び 36V
未満の各種コピー機には適用しない。 

302 90091210 カラー静電気感光コピー機(間接法)(原本を直接コピーするも

の) 
見開きで A1 より大きいコピーができるもの及び 36V
未満の各種コピー機には適用しない。 

303 90091290 静電気感光コピー機(間接法)(媒体を介して転写するもの) 見開きで A1 より大きいコピーができるもの及び 36V
未満の各種コピー機には適用しない。 

304 90092110 光学システムを備えたカラー感光コピー機(原本を直接コピー

するもの) 
見開きで A1 より大きいコピーができるもの及び 36V
未満の各種コピー機には適用しない。 

305 90092190 光学システムを備えたその他の感光コピー機 見開きで A1 より大きいコピーができるもの及び 36V
未満の各種コピー機には適用しない。 

306 90092210 接触式のカラー感光コピー機(原本を直接コピーするもの) 見開きで A1 より大きいコピーができるもの及び 36V
未満の各種コピー機には適用しない。 

307 90092290 接触式のその他の感光コピー機 見開きで A1 より大きいコピーができるもの及び 36V
未満の各種コピー機には適用しない。 

308 90093010 感熱式カラーコピー機(原本を直接コピーするもの) 見開きで A1 より大きいコピーができるもの及び 36V
未満の各種コピー機には適用しない。 

309 90093090 その他の感熱式コピー機 見開きで A1 より大きいコピーができるもの及び 36V
未満の各種コピー機には適用しない。 

310 90283010 電気メータ（校正用機器を含む） プリペイド式電気メータに限定する。 
311 90291020 乗車料金メータ、走行距離メータ タクシー料金メータに限定する。 
312 92071000 電気によって発生または拡声する鍵盤楽器(アコーディオンを

除く)  
電子ピアノに限定する。 

313 94051000 枝形吊りランプ。天井または壁面の照明装置(露天または道路

上のものを除く) 
36V 未満の枝形吊りランプには適用しない。 
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314 94052000 電気スタンド、ベッドサイドスタンド、フロアランプ 36V 以上の移動式ランプに限定する。（正常に使用した

とき、照明器具を電源につないだ後も場所を移動でき

る。スタンドランプ、フロアランプ、燭台形ランプなど。）

315 94054090 その他の電灯および照明機器 36V 以上の下記のランプに限定する。 
はめ込み式ランプ（メーカが全てはめ込み取り付けを指

定した照明器具。ダウンライト、グリッドタイプライト、

床埋設ランプ。）及び固定式ランプ（簡単に移動できな

いランプ。即ち工具が無ければ移動できないか、または

手の届きにくい場所にあるもの。屋内で使用する蛍光管

ラック、壁かけ灯、ペンダント、シャンデリア及び固定

式園庭照明器具などは全て固定式ランプに含まれる。）

316 95041000 テレビゲーム機（テレビ受信機につないで使用するもの） ポケット型コンピューターゲーム機及び商業用を除い

た、36V 以上のコンピューターゲーム機及び学習機に

限定する。 
 

317 9022.1300 歯科用 X 線装置 歯科 X 線カメラ。獣医用は除外する。 
9022.140090 その他の医療または獣医用 X 線応用設備 胃腸用 X 線カメラ。獣医用は除外する。

  乳腺用 X 線カメラ。獣医用は除外する。

  心臓血管 X 線カメラ。獣医用は除外す

る。 
  泌尿器 X 線カメラ。獣医用は除外する。

  X 線骨密度計。獣医用は除外する。 
  共通仕様のX線撮影カメラ(歯科用X線

カメラ、胃腸用 X 線カメラ、乳腺用 X
線カメラ、心臓血管 X 線カメラ、泌尿

器 X 線カメラ、X 線骨密度計は除く)獣
医用は除外する。 

  共通仕様のX線透視カメラ(歯科用X線

カメラ、胃腸用 X 線カメラ、乳腺用 X
線カメラ、心臓血管 X 線カメラ、泌尿

器 X 線カメラ、X 線骨密度計は除く)獣
医用は除外する。 

318 

  

医療用 X 線診

断設備に限定

する。（獣医

用 は 除 外 す

る） 

手術用 X 線カメラ。獣医用は除外する。
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  腹腔鏡治療 X 線カメラ。獣医用は除外

する。 
  X 線シュミレーション患部特定機。獣医

用は除外する。 

 

  X 線原理を利用して臨床診断するか、ま

たは X 線影像の助けを借りて手術治療

を行うその他の設備。獣医用は除外す

る。 
319 9022.1200 Ｘ線断層検査装置 

 

X 線 CT スキャナ装置、獣医用は除外す

る。 
320 9018.9040 腎臓透析装置（人工腎臓） 血液透析装置に限定する。 

 
中空ファイバー透析機に限定する。 
血液浄化装置の体外循環導管に限定する。 

321 9018.9090 その他の医療、外科または獣医用計器、器具 

人工心肺装置-ローリング血液ポンプ、ローリング脈動

ポンプ、熱交換タンク、シリコンゴムポンプ管、バブル

式酸化装置、熱交換機に限定する。 
322 9018.1100 心電計 心電計、ベクトル心電図計、負荷試験計 

診断用心電図をとる心電計に限定する。 
325 9021.5000 ペースメーカー。付属部品、部材は含まない。 埋め込み式ペースメーカーに限定する。 
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中華人民共和国認証認可条例 
中華人民共和国国務院令 

(第 390 号) 

 

『中華人民共和国認証認可条例』は 2003 年 8 月 20 日に国務院第 18 回常務会議を通過し、こ

こに公布され、2003 年 11 月 1 日より施行される。 

         総理 温家宝 

         2003 年 9 月 3 日 

 

第 1章 総則 

第1条 認証認可活動を規範化し、製品・サービスの品質と管理レベルを高め、経済と社会

の発展を促進するために本条例を制定する。 

第2条 本条例における認証とは、認証機関が、製品・サービス・管理システムが技術規範

や技術規範の強制要求もしくは規格の合格評定活動に適合していると証明すること

を指す。本条例における認可とは、認証機関が、認証機関・試験機関・試験所およ

び審議・審査等の認証活動に関わる人員の能力や業務資格に対し、承認された合格

評定活動を行うことを指す。 

第3条 中華人民共和国国内で認証認可活動に携わる場合、本条例を遵守すること。 

第4条 国家は統一した認証認可監督管理制度を実行する。 

国家は、認証認可活動に対し、国務院の認証認可監督管理部門の統一管理・監督・

総合協調下において、各関連方面が共同で実施している活動メカニズムを実行する。 

第5条 国務院の認証認可監督管理部門は、法に基づき、認証訓練機関・認証コンサルティ

ング機関の活動に対し、強化された監督管理を行う。 

第6条 認証認可活動は客観性、独立性、公開性、公正性、誠実性、信用性の原則に従うこ

と。 

第7条 国家は平等互恵のもと、国際的な相互認証認可活動を展開することを推奨する。国

際相互認証認可活動は国家の安全と社会の公共利益を害してはならない。 

第8条 認証認可活動に従事する機関および人員は、知り得た国家機密や商業機密に対して

守秘義務を負う。 

 

第 2章 認証機関 

第9条 認証機関を設立するには、国務院認証認可監督管理部門の承認を得る必要があり、

法に基づき法人資格を取得して初めて認められた範囲内で認証活動を行うことが出

来る。許可を得ていない場合、いかなる団体および個人も認証活動を行ってはなら

ない。 

第10条 認証機関を設立する場合、以下の条件を満たしていなければならない。 

(1) 固定された場所と必要な施設があること。 

(2) 認証認可の要求に適合した管理制度を有していること。 

(3) 登録資本は 300 万元未満であってはならない。 

(4) 10 人以上の対応する分野専門の認証スタッフがいること。 

   製品認証活動に従事する認証機関は、製品の認証活動に適した試験・検査などの技 

   術能力を備えていなければならない。  

第11条 外資系認証機関は本条例第 10 条に規定された条件のほかに、以下の条件を満たして

いなければならない。 



中華人民共和国認証認可条例 
参考和訳 

 202

(1) 外国投資者は、所在国の国家もしくは地区の認可機関の認可を取得していること。 

(2) 外国投資者は、3年以上認証活動に従事した業務経歴を有していること。 

外資系認証機関設立の申請・承認・登記は、関連する外商投資の法律、行政法規、国

家の関連規定に基づいて手続きすること。 

第12条 認証機関設立の申請と承認の手順 

(1) 認証機関の設立を申請する者は、国務院認証認可監督管理部門に書面で申請をす

ると共に、本条例第 10 条に規定された条件を満たしていることを証明できる書

類を提出すること。 

(2) 国務院の認証認可監督管理部門は、認証機関設立申請を受理した日から 90 日以

内に、承認をするか否かを決定しなければならない。国務院の関連部門の職責に

関わる場合、その関連部門の意見を求めること。承認を出すことに決まった場合、

申請者に承認書類を発行し、承認を出さないことに決まった場合、書面で申請者

に通知すると共に、その理由を説明する。 

(3) 申請者は国務院の認証認可監督管理部門の発行した承認書類に基づき、法にのっ

とって登録手続きを行う。国務院の認証認可監督管理部門は、法に基づき、設立

された認証機関名簿を公表すること。 

第13条 海外の認証機関は、中華人民共和国国内に代表機関を設立し、承認を経て、工商行

政管理部門に登記手続を行って初めて、従属機関と共に業務範囲に関する普及活動

を行うことが可能となる。但し、認証活動は行ってはならない。 

 海外認証機関が中華人民共和国国内に代表機関を設立する際、外商投資法律、行政 

 法規、国家の関連規定に基づいて申請・承認・登記の手続きを行うこと。 

第14条 認証機関は行政機関と利益関係を持ってはならない。 

認証機関は、認証活動の客観性・公正性に影響を与えるようないかなる経済援助も

受けてはならない。認証活動の客観性・公正性に影響を与えるような製品の開発・

営業販売などの活動にも携わってはならない。 

認証機関は認証委託者と資産・管理の方面で利益関係を持ってはならない。 

第15条 認証スタッフは 1つの認証機関で認証活動を行うこと。また、同時に 2つ以上の認

証機関で業務を行ってはならない。 

第16条 社会に対して証明効力のあるデータや結果を提出する検査機関・試験所は、必ず関

連する法律・行政法規で規定された基本条件と能力を有しており、法律に基づき認

定を受けた後、相応する活動に従事できる、認定結果は国務院の認証認可監督管理

部門により公布される。 

 

第 3章 認証 

第17条 国家は経済と社会の発展の要求に基づき、製品・サービス・管理システムの認証を

推し進める。 

第18条 認証機関は、認証の基本規範、認証規則に基づき、認証活動を行うこと。認証の基

本規範・認証規則は国務院の認証認可監督管理部門により制定される。国務院の関

連部門の職責に関連する場合、国務院の認証認可監督管理部門はその関連部門と共

同で制定すること。認証の新領域に属し、前項で規定された部門がまだ認証規則を

制定していない場合、認証機関は自ら認証規則を制定し、国務院の認証認可監督管

理部門に報告することが出来る。 

第19条 どの法人・組織・個人も、法に基づき設立された認証機関に、製品・サービス・管

理システムの認証を任意で委託することが出来る。 
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第20条 認証機関は、委託者がまだ認証コンサルティングや認証訓練等に参加していないと

いうことを理由に、業務範囲内の認証サービスを拒否してはならず、また委託者に

対して、認証活動に関係のない要求や制限を出してはならない。 

第21条 認証機関は、認証の基本規範・認証規則・費用徴収基準等の情報を公開しなければ

ならない。 

第22条 認証機関および検査機関・試験所は、認証や検査・試験活動に従事し、認証の基本

規範・認証規則規定の手順を整え、認証・検査・試験の完全性、客観性、真実性を

確保し、手順の追加・削除・遺漏のないようにすること。 

認証機関および検査機関・試験所は、認証・検査・試験の過程を完全に記録し、保

管しておくこと。 

第23条 認証機関とその認証スタッフは、すぐに認証結果を出し、認証結果の客観性・真実

性を保証すること。認証結果は認証スタッフの署名後、認証機関の責任者が署名を

行う。認証機関とその認証スタッフは認証結果に責任を負う。 

第24条 認証の結果、製品・サービス・管理システムが認証要求を満たしていれば、認証機

関はすぐに委託者に認証書を発行しなければならない。 

第25条 認証書を取得後、認められた範囲内において認証書と認証マークの使用が可能とな

る。製品・サービスの認証書、認証マークやそれに関する文字・符号を用いて、公

衆に対してその管理システムが認証を受けたような誤解を導いたり、管理システム

の認証書、認証マークやそれに関する文字、記号を用いて、公衆に対してその製

品・サービスが既に認証を受けているような誤解を導いたりしてはならない。 

第26条 認証機関は自ら認証マークを制定し、国務院の認証認可監督管理部門に報告するこ

とが出来る。 

認証機関が自ら制定したマークのデザイン・文字・名称は、法律・行政法規の規定

に違反したり、国家の進める認証マークと同じもしくは類似していたり、社会の管

理を妨げたり、社会の道徳風習に害を与えるようなものであってはならない。 

第27条 認証機関は、認証する製品・サービス・管理システムに対して有効な追跡調査を行

わねばならない。認証した製品・サービス・管理システムが認証の要求を満足し続

けていない場合、認証機関はその使用の一時停止や、さらには認証書の取消しを行

い公表する。 

第28条 国家安全の保護や詐欺行為の防止、人体の健康や安全の保護、動植物の生命や健康

の保護、環境の保護のため、国家はそれに関する製品は必ず認証を得る必要がある

と規定しており、認証を得て認証マークを表示後初めて出荷・販売・輸入もしくは

その他経営活動における使用が認められる。 

第29条 国家は必ず認証が必要な製品に対して、目録の統一、技術規範の強制要求・規格・

合格評定手順の統一、マークの統一、費用徴収基準の統一を行わねばならない。 

統一した製品目録(以下、目録と略称する)は国務院の認証認可監督管理部門会が国

務院の関連部門と共に制定・調整し、国務院の認証認可監督管理部門が発布し、関

連方面と共に実施する。 

第30条 目録製品は、必ず国務院の認証認可監督管理部門の指定する認証機関で認証を受け

なければならない。 

 目録製品の認証マークは、国務院の認証認可監督管理部門が統一して規定する。 

第31条 目録製品で、輸出入商品検験目録に関連するものは、輸出入商品検験時に試験手続

きが簡略化される。 
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第32条 国務院の認証認可監督管理部門が指定する目録製品の認証活動を行う認証機関およ

び検査機関・試験所(以下、指定認証機関、試験機関、試験所と略称する)は、長期

にわたって関連業務に従事し、不良の記録がなく、本条例の規定にのっとって認可

を取得し、関連する認証活動能力を備えた機関であること。国務院の認証認可監督

管理部門が目録製品の認証活動を行う認証機関を指定する際、それぞれの目録製品

の範囲において、本条例に規定された条件に合う機関を少なくとも 2つ以上指定す

ること。国務院の認証認可監督管理部門が前項に規定された認証機関・検査機関・

試験所を指定する場合、関連する情報をまず公表し、その領域において公に認めら

れた専門家を集めて専門家審査委員会を組織し、前項の規定の要求に合う認証機

関・検査機関・試験所に対して審査を行い、審査後国務院の関連部門に意見を求め

た後、資源の合理的な利用・公平な競争と便利性・有効な原則をもとに、公表され

た時間内に決定を出す。 

第33条 国務院の認証認可監督管理部門は、指定認証機関・検査機関・試験所の名簿および

業務範囲を公表する。 

第34条 目録製品の生産者もしくは販売者・輸入者は、指定の認証機関に委託して認証を受

けることが出来る。 

第35条 指定の認証機関・検査機関・試験室は、指定された業務範囲において、委託者のた

めに、便利で素早い認証・検査・試験サービスを行う必要があり、遅延や差別を行

ったり、委託者に難癖をつけたり不当な利益を得たりしてはならない。 

指定の認証機関は、その他の機関に、指定された認証業務を譲渡してはならない。 

第36条 指定認証機関・検査機関・試験所が国際相互認証活動を展開する際は、国務院の認

証認可監督管理部門や授権された国務院の関連部門における国際相互認証協議でサ

インされた骨子内において実行すること。 

 

第 4章 認可 

第37条 国務院の認証認可監督管理部門の確定した認可機関(以下、認可機関と呼ぶ)は、独

立して認可活動を展開する。 

国務院の認証認可監督管理部門の確定した認可機関以外は、その他のいかなる団体

も直接または形を変えて認可活動に携わってはならない。その他の団体が直接また

は形を変えて認可活動を行った場合、その認可結果は無効とする。 

第38条 認証機関・検査機関・試験所は、認可機関の認可を通じ、その認証・検査・試験能

力の持続と安定した認可条件への適合が保証される。 

第39条 審議・審査などの認証活動を行う人員は、認可機関の登録を経て初めて認証活動を

行うことが可能となる。 

第40条 認可機関は、その認可範囲にふさわしい品質システムを有すると共に、内部審査制

度を打ち立て、品質システムの有効な実施を保証しなければならない。 

第41条 認可機関は、認可の要求に基づき認可審査活動を行う人員を選ぶこと。認可審議活

動に従事する人員は、関連する領域において公認された専門家であり、関連法律・

行政法規および認可規則と手順に熟知し、審議に必要な良い人徳と専門知識、業務

能力を備えていること。 

第42条 認可機関が他人に委託して認可に関する具体的な審議活動を行う場合、認可機関は

審議の結果に責任を負う。 

第43条 認可機関は、認可条件・認可手順・費用徴収基準等の情報を公開すること。 
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第44条 認可機関は、公表された期間内に、国家規格と国務院の認証認可監督管理部門の規

定に基づき、認証機関・検査機関・試験所の審議を終え、認可を与えるか否かの決

定を行うと共に、認可過程を完全に記録し、保管すること。認可機関は、認可の客

観性・公正性と完全性・有効性を確保すると共に認可結果に対して責任を追わねば

ならない。認可機関は、認可を取得した認証機関・検査機関・試験所に対して認可

証を発行すると共に、名簿を公表すること。 

第45条 認可機関は、国家規格と国務院の認証認可監督管理部門の規定に基づき、審議・審

査等の認証活動を行う人員に試験を行い、試験に合格した者を登録すること。 

第46条 認可証には認可範囲・認可規格・認可領域・有効期限を含むこと。 

認可証のフォームや認可マークのデザインは国務院の認証認可監督管理部門の承認

を得ること。 

第47条 認可を取得した機関は、認可を取得した範囲内で認可証や認可マークを使用するこ

と。認可を取得した機関が認可証や認可マークを不当に使用した場合、認可機関は

その使用の暫定停止や更には認可証の取消しを行うと共に、公表する。 

第48条 認可機関は、認可を取得した機関と人員に対し、有効な追跡監督を実施し、認可を

取得している機関の再審査を行い、認可条件を満たし続けているか否かを検証する。

認可を取得した機関と人員が認可条件に適合していなかった場合、認可機関は認可

証を取消し、これを公表する。 

認可を取得した機関の人員と主な責任者・施設・自ら制定した認証規則等は、認可

条件に関する状況に変化がおきた場合、直ちに認可機関に告知すること。 

第49条 認可機関は、認可活動の客観性と公正性に影響を与えるいかなる経済援助も受け取

ってはならない。 

第50条 国内の認証機関・検査機関・試験所が、国外の認可機関の認可を受けた場合、国務

院の認証認可監督管理部門に報告すること。 

 

第 5章 監督管理 

第51条 国務院の認証認可監督管理部門は、同業者と評議し、認証を受ける企業に意見を求

め、認証活動と認証結果に対して抜取り検査を行い、認証機関および検査機関・試

験所に業務活動の状況を報告するよう要求し、本条例の遵守のために監督を行うこ

とが出来る。本条例に違反する行為を発見した場合、直ちに事情を明らかにした上

で処置を行い、国務院の関係部門の職責に関連する場合は、すぐに関連部門に通報

すること。 

第52条 国務院の認証認可監督管理部門は、指定の認証機関・検査機関・試験所に対して重

点的に監督を行い、その認証・検査・試験活動に対して定期的もしくは不定期に検

査を行うこと。指定の認証機関・検査機関・試験所は定期的に国務院の認証認可監

督管理部門にレポートを提出すると共に、レポートの真実性に責任を負うこと。レ

ポートでは目録製品の認証・検査・試験活動の状況を説明すること。 

第53条 認可機関は、定期的に国務院の認証認可監督管理部門にレポートを提出すると共に、

レポートの真実性に対して責任を負うこと。レポートは、認可機関が行った認可制

度の状況、認可活動の状況、スタッフの活動状況について説明をすること。 

国務院の認証認可監督管理部門は、認可機関のレポートに対して評価を行い、認可

活動の保管資料を調査し、関連するスタッフに状況を聞くなどの方法で認可機関に

対する監督を行う。 
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第54条 国務院の認証認可監督管理部門は、認証認可監督管理の要求に基づき、関連する事

柄を認可機関・検査機関・試験所の主な責任者に質問し、状況を調査し、警告を与

える。関連スタッフは積極的に協力すること。 

第55条 省・自治区・直轄市の人民政府の品質技術監督部門と国務院の品質監督検験検疫部

門が地方に設けた出入境検験検疫機関は、国務院の認証認可監督管理部門に授権さ

れた範囲内で、本条例の規定に基づき認証活動に対して監督管理を行う。 

国務院の認証認可監督管理部門に授権された省・自治区・直轄市の人民政府の品質

技術監督部門と国務院の品質監督検験検疫部門は地方に設けられた出入境検験検疫

機関は地方の認証監督管理部門と総称する。 

第56条 いかなる団体や個人も、認証認可の違法行為に対して国務院の認証認可監督管理部

門と地方の認証監督管理部門に報告を行う権利がある。国務院の認証認可監督管理

部門と地方の認証監督管理部門は、直ちに調査・処置を行うと共に、報告者のため

に秘密を守ること。 

 

第 6章 法律責任 

第57条 承認を得ず勝手に認証活動を行った場合、取締りを行い、10 万元以上 50 万元以下の

罰金を科す。違法所得がある場合、それを没収する。 

第58条 海外の認証機関が、承認なく中華人民共和国内で代表機関を設立した場合、取締り

を行い、5万元以上 20 万元以下の罰金を科す。 

承認を得て設立された海外認証機関の代表機関が、中華人民共和国内で認証活動に

従事した場合、改善を命じ、10 万元以上 50 万元以下の罰金を科す。違法所得がある

場合、それを没収する。事情がひどい場合には、承認文書を取消し、公表する。 

第59条 認証機関が、認証活動の客観性と公正性に対して影響を与えるような経済援助を受

けた場合、認証活動の客観性と公正性に影響を与えるような製品の開発・営業販売

活動を行った場合、認証委託者と資産・管理方面で利益関係にあった場合、営業停

止を命じる。事情がひどい場合には、承認文書を取消し、公表する。違法所得があ

る場合、それを没収する。犯罪となる場合には、法に基づき刑事責任を追及する。 

第60条 認証機関が下記のいずれかに当てはまる場合、改善を命じ 5万元以上 20 万元以下の

罰金を科す。違法所得がある場合はそれを没収し、事情がひどい場合には、承認文

書を取消し、公表する。 

(1) 承認範囲を超えて認証活動に従事した場合。 

(2) 認証の基本規範や認証規則規定の手順に追加、削除、遺漏があった場合。 

(3) 認証製品・サービス・管理システムに対して有効な追跡調査を行わなかった場合

や、その認証製品・サービス・管理システムが認証要求に適合していないことを

見つけ、すぐに使用の一時停止や認証書の取消し、ならびにその公表を行わなか

った場合。 

(4) 認可機関に登録されていない人員を雇用し、認証活動に従事させた場合。 

検査機関・試験所が、認証の基本規範、認証規則規定の手順を追加、削除、遺漏した

場合、前項の規定に基づき処罰を与える。 

第61条 認証機関が以下のどれか 1つに当てはまる場合、期限を定めて改善を命じる。期日

までに改善を行わない場合、2万元以上、10 万元以下の罰金を科す。 

(1) 委託者が認証コンサルティングや認証訓練などに参加していないということを理

由に、本認証機関の業務範囲内の認証サービスの提供を拒否したり、委託者に認

証活動と関係のない要求や制限の条件を与えたりした場合。 
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(2) 自ら制定した認証マークのデザイン・文字・名称が、国家が推し進める認証マー

クが同じもしくは類似している場合や、社会の管理を妨げたり、社会の道徳・風

習を損なったりする場合。 

(3) 認証の基本規範・基本規則・費用徴収基準等の情報を公開しない場合。 

(4) 認証過程に対し完全な記録の作成と保管を行っていない場合。 

(5) 認証の委託者に、すぐに認証書を発行しなかった場合。 

検査機関・試験所が、検査・試験の過程に対して完全に記録や保管をしなかった場合、

前項の規定に基づいて処罰を与える。 

第62条 認証機関が虚偽の認証結果を提出したり、認証結果が甚だ事実と異なっていたりす

る場合、承認文書を取消し、公表する。また、主管責任者と認証責任者に対し、業

務資格を取消す。犯罪となる場合は、法に基づき刑事責任を追求し、損害を与えた

場合は、認証機関は相応の賠償責任を追わねばならない。 

第63条 認証人員が、認証機関で業務を行わなかったり、同時に 2つ以上の認証機関で業務

を行ったりした場合、改善を命じ、6ヶ月以上 2年以下の業務停止の処罰を与える。

依然改善を行わない場合は、業務資格を取消す。 

第64条 認証機関および検査機関・試験所が、指定を受けずに勝手に目録製品の認証や検

査・試験を行った場合、改善を命じ、10 万元以上 50 万元以下の罰金を科す。不法所

得がある場合、それを没収する。認証機関が指定を受けずに勝手に目録製品の認証

を行った場合、承認文書を取消し、公表する。 

第65条 指定認証機関・検査機関・試験所が指定された認証範囲を超えて目録製品の認証や

検査・試験を行った場合、改善を命じ、10 万元以上 50 万元以下の罰金を科す。不法

所得がある場合は、それを没収する。事情がひどい場合には、指定の取消しやさら

には承認文書の取消しを行い、公表する。 

第66条 認証機関・検査機関・試験所が海外の認可機関の認可を取得し、国務院の認証認可

監督管理部門に報告しなかった場合、警告を与え、公表する。 

第67条 目録製品が認証を得ずに勝手に出荷・販売・輸入や経営活動中に使用された場合、

改善を命じ、5万元以上 20 万元以下の罰金を科す。不法所得がある場合、それを没

収する。 

第68条 認可機関が下記のいずれかに当てはまる場合、改善を命じる。事情がひどい場合に

は、主な担当責任者と責任者に免職・解雇を命じる。 

(1) 認可条件に合わない機関や人員に認可を与えた場合。 

(2) 認可を取得している機関や人員が認可条件を満たしていないことを発見し、すぐ

に認可証の取消しならびに公表を行わなかった場合。 

(3) 認可活動の客観性や公正性に影響を及ぼすような経済援助を受けた場合。 

免職・解雇された認可機関の主な担当責任書と責任者は、免職・解雇の日より 5年間

は認可活動に従事してはならない。 

第69条 認可機関が下記のいずれかに当てはまる場合、改善を命じ、主な担当責任者と責任

者に警告を与える。 

(1) 認可の申請を受理し、申請者に認可活動とは関係のない要求や制限を与えた場合。 

(2) 公表されている期間内に認可活動を終えなかったり、認可条件・認可手順・費用

徴収基準などの情報を公開しなかった場合。 

(3) 認可を取得した機関が不当に認可証や認可マークを使用していることを発見し、

すぐに使用の一時停止や認可証の取消しならびにその公表を行わなかった場合。 

(4) 認可の過程で完全な記録を作り保管しなかった場合。 
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第70条 国務院の認証認可監督管理部門と地方の認証監督管理部門およびそのスタッフが、

職権乱用、私情に基づく不正行為、職責軽視の内のいずれかの行為を行った場合、

直接担当責任者とその他の責任者に対し、法に基づき降格や免職等の行政処分を与

える。犯罪となる場合は、法に基づき刑事責任を追及する。 

(1) 本条例に既定された条件と手順に基づかずに承認と指定を行った場合。 

(2) 認証機関が本条例の規定する承認・指定条件に適合していないことを発見しつつ、

承認文書や指定を取消さなかった場合。 

(3) 指定検査機関・試験所が本条例に既定する指定条件を満たしていないことを発見

しつつ、指定を取消さなかった場合。 

(4) 認証機関および検査機関・試験所が虚偽の認証・検査・試験結果を出したり、認

証・検査・試験結果が事実にそぐわないことを発見しつつ、処分を行わなかった

りした場合。 

(5) 本条例で規定されたその他の認証認可の違法行為を見つけつつ、処分を行わなか

った場合。 

第71条 認証マークや認証書を偽造・偽物使用・売買した場合、『中華人民共和国製品品質

法』等の法律の規定に基づき処分を行う。 

第72条 本条例に規定される行政処罰とは、国務院の認証認可監督管理部門もしくはそれに

授権された地方の認証監督管理部門が、各自の職責に基づき実施する。法律・その

他行政法規に別途規定がある場合は、その法律やその他行政法規の規定に従い執行

する。 

第73条 認証人員は業務資格の取消しを受けてから 5年間、認可機関は登録申請を受理しな

い。 

第74条 認証機関が認証製品に対して有効な追跡調査を行わなかったり、認証製品が認証要

求に適合できていないことを発見しつつ、直ちに認証書の一時停止や取消し、認証

マークの停止を要求せず、消費者に損失を与えたりした場合、生産者・販売者と連

帯して責任を負う。 

 

第 7章 附則 

第75条 薬品の生産・企業の品質管理規範の認証、実験動物の品質合格認証、軍製品の認証、

軍事工業製品の校正・試験を行う試験所およびその人員の認可については、本条例

を適用しない。 

本条例に基づいて承認を受けた認証機関が、鉱山・危険化学品・花火爆竹の生産・

販売団体の管理システムの認証を行う場合、国務院の安全生産監督管理部門と共同

で安全生産の特殊要求を出す。鉱山・危険化学品・花火爆竹の生産・販売団体の安

全生産の総合評価を行う認証機関は、国務院の安全生産監督管理部門の推薦を経て

初めて認可機関の認可を取得できる。 

第76条 認証認可の費用徴収は、国家の関連する価格法律・行政法規の規定に適合させるこ

と。 

第77条 認証訓練機関・認証コンサルティング機関の管理規則は国務院の認証認可監督管理

部門が制定する。 

第78条 本条例は 2003 年 11 月 1 日より施行する。またこれと同時に 1991 年 5 月 7日に国務

院が発布した『中華人民共和国製品品質認証管理条例は』廃止する。 
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国家認証認可監督管理委員会 2004 年第 6号公告 

 

 

自動車強制認証活動を有効に実施し、認証までの期間の短縮と認証費用の削減

を行なうため、CNCA は自動車の認証において、既に強制認証の任務を受けた指定

認証機関が発行した自動車部品の任意認証証書で、規定への適合性の審査を経た

ものについては、その認証結果を認める事を決定した。指定を受けた各自動車強

制認証機関は、関連する部品に対して重複して試験を行なったり費用を徴収した

りしてはならず、CNCA2003 年第 6号公告にて公布された 19 の『自動車部品任意認

証実施規則』に基づき認証を行なわねばならない。 
 

 

 

       二○○四年二月二十三日 



強制性製品認証マークの印刷とプレスに関する通知 
参考和訳 

 210

強制性製品認証マークの印刷とプレスに関する通知 
 

 

北京中強認製品マーク・テクニカルサービスセンター御中： 

 

強制性製品認証（以下、CCC認証と略す）マークの更なる管理業務向上のため、CCC認

証を取得した企業（以下、企業と略す）が自社で印刷・プレスするCCCマークの使用と

審査許可を統一かつ規範化し、CNCAは企業の自社印刷・プレスについてCCCマーク審査

許可の変更概要を以下の通り定める。遵守して実施して下さい。  

 

一、CCCマーク印刷・プレス許可書に関する変更  

（一）CCC工場コード情報に関する変更 

 1． 2005年11月１日より、安全ガラス・タイヤ・自動車部品・オートバイ部品・電

線ケーブル等5品目製品以外のCCC認証製品目録上の製品で、認可企業がCCC認証マーク

の自社印刷・プレスを申請し、貴センターCCC認証マーク印刷・プレス許可書（以下、

許可書と略す）を審査の上許可する場合は、CCC認可工場コード番号の情報を付け加え

る必要はない。 

   上述の安全ガラス・タイヤ・自動車部品・オートバイ部品・電線ケーブル製品に

ついては、貴センターが認可製品と、取得した認可証、証書発行機関の3者適合の原則

に基づき、CCC認可工場のコード番号情報について厳格に審査を行い、許可書に明記す

る。 

 2． CCC認証業務の持続性のため、当決定通達日以前に貴センターが既に審査・許

可したCCC認可工場のコード番号情報を含む許可書については、2006年の更新期日まで

継続して使用ができる。更新の場合、当決定要求に基づき、統一した交換を行うが、

他に超過費用は受け取らない。 

 3． 許可書の工場コード番号情報は、指定された認証機関と貴センターだけの工場

の識別情報とし、行政執行には依存しない。  

 

（二）許可書の関連情報に関する変更  

   許可書の管理を更に改善するため、2005年11月1日からCCC認証マーク印刷・プレ

ス許可証に、「製造商」を追加し、その情報は取得した認証書と一致していなければ

ならない。  

 

二、印刷・プレスするCCC認証マークの使用方法に関する統一  

  取得企業の便宜を図るため、2005年11月1日より、CCC認証目録上の製品のCCC認証

マークの印刷・プレスの使用方法は、公布されている＜強制性製品認証マークの管理

方法＞（2001年CNCA第1号公告）の規定に基づき、厳しく実施しなければならない。消

防類CCC認証製品の印刷・プレスマークの使用方法は、公布された＜消防製品類の強制

性認証実施規則＞（CNCA-09C-044（火災警報）、CNCA-09C-045(消防用ホース)、CNCA-

09C-046（消火器））の関連規定に従うこと。 

 

2005 年 10 月 15 日 
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中華人民共和国国務院令  第 447 号 

 
｢中華人民共和国輸出入商品検査法実施条例｣はすでに 2005 年 8 月 10 日に国務院第 101 回

常務会議で採択された。ここに公布し、2005 年 12 月 1 日より施行される。 

温家宝 

2005 年 8 月 31 日 

 

中華人民共和国輸出入商品検査法実施条令 

 

第一章 総則 

第 1 条 ｢中華人民共和国輸出入商品検査法」(以下｢商品検査法｣という)の規定に基づいて、

本条例を制定する。 

 

第 2 条 中華人民共和国国家品質監督管理検査検疫総局(以下｢国家品質検査総局｣という）

が全国の輸出入商品検査業務を主管する。 

国家品質検査総局は省、自治区、直轄市ならびに商品の輸出入を行う港、集散地の出入国

検査検疫局およびその支部(以下｢出入国検査検疫機構｣という)に設けられ、担当地区の輸

出入商品検査業務を管理する。 

 

第 3 条 国家品質検査総局は商品検査法第 4 条の規定に従って、検査を実施しなければな

らない輸出入商品の目録(以下｢目録｣という)の制定、調整を行い、これを公布、実施する。 

目録は少なくとも実施の 30 日前に公布しなければならない。緊急の場合でも、実施の日よ

り遅れて公布してはならない。 

国家品質検査総局が目録を制定、調整するときは、国務院対外貿易主管部門、税関総署等

の関係機関の意見を求めなければならない。 

 

第 4 条 出入国検査検疫機構は目録記載の輸出入商品および法律、行政法規に規定された

出入国検査検疫機構の検査を受けなければならないその他の輸出入商品について検査を実

施しなければならない(以下｢法定検査｣という）。 

出入国検査検疫機構は法定検査以外の輸出入商品については、国家の規定に従って抜き取

り検査を実施しなければならない。 

 

第 5 条 輸出入薬品の品質検査、計量器具の計量値検定、ボイラー圧力容器の安全監督検

査、船舶(海上の作業台、主要船用設備および材料を含む)およびコンテナの規範検査、航

空機(航空機エンジン、機載設備を含む)の飛行適応検査ならびに核承圧設備の安全検査等

の項目については、関連する法律、行政法規に規定する機構が検査を実施する 
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第 6 条 出入国するサンプル、贈答品、一時的に出入国を許可された貨物およびその他の

非貿易物品は検査を免除される。ただし、法律、行政法規に別途規定のあるものは除外す

る。 

目録記載の輸出入商品が国家規定の検査免除条件に適合する場合は、荷受人、発送人また

はメーカーが申請し、国家品質検査総局が審査の上、許可すれば、出入国検査検疫機構は

検査を免除する。 

検査免除の具体的方法は、国家品質検査総局が関連部門と協議の上、制定する。 

 

第 7 条 法定検査の輸出入商品は、出入国検査検疫機構が商品検査法第 7 条の規定に従っ

て検査を実施する。 

国家品質検査総局は輸出入商品検査業務の実際の必要と国際標準に基づいて、輸出入商品

検査方法の技術規範と標準を制定することができる。 

輸出入商品検査が依拠または参照する技術規範および標準ならびに検査方法の技術規範お

よび標準は、少なくとも実施の 6 ヶ月前に公布しなければならない。緊急の場合でも、実

施の日より遅れて公布してはならない。 

 

第 8 条 出入国検査検疫機構は対外貿易の便宜を図る必要性に基づいて輸出入企業に対し

て分類管理を実施し、国際的に通用している合格評定手順に基づいて定めた検査監督管理

方式に従って、輸出入商品の検査を実施する。 

 

第 9 条 出入国検査検疫機構が輸出入商品に対して検査を実施する内容は、安全、衛生、

健康、環境保護、詐欺防止等の要求事項に適合しているかどうか、および関連する品質、

数量、重量等の項目を含んでいる。 

 

第 10 条 出入国検査検疫機構は、商品検査法の規定に従って許可実施制度および国家規定

により認証しなければならない輸出入商品に対して管理の検証、通関証の確認、証明書と

商品が一致しているかどうかの照合を行う。 

管理の検証を行う輸出入商品の目録は、国家品質検査総局が関連部門と協議の上、制定、

調整および公布を行う。 

 

第 11 条 輸出入商品の荷受人または発送人は検査申請手続きを自ら行うこともできるし、

代理検査申請企業に委託して検査申請手続きを行うこともできる。速達方式を採用して商

品の輸出入を行う場合は、荷受人または発送人は出入国速達運営企業に委託して検査申請

手続きを行わなければならない。 

 

第 12 条 輸出入商品の荷受人または発送人が検査申請手続きを行う場合は、法律に従って

出入国検査検疫機構に報告の上、記録してもらわなければならない。 
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代理検査申請企業、出入国速達運営企業が検査申請業務に従事する場合は、法律に従って

出入国検査検疫機構で登録手続きを取らなければならない。出入国検査検疫機構で登録手

続きを取っていない企業は、検査申請業務に従事することができない。 

検査申請業務を行う人員は法律に従って検査申請就業登録を行い、証明書によって検査申

請を行わなければならない。法律に従って検査申請就業登録を行っていない人員は、検査

申請業務に従事することができない。 

代理検査申請企業、出入国速達運営企業および検査申請人員は違法に他人の代理として検

査申請を行ったり、その業務範囲を超えて検査申請業務に従事したりすることはできない。 

 

第 13 条 代理検査申請企業が輸出入商品の荷受人または発送人の委託を受けて、委託人の

名義で検査申請手続きを行う場合は、出入国検査検疫機構に授権委託書を提出し、本条例

の委託人に対する各項の規定を遵守しなければならない。自分の名義で検査申請手続きを

行う場合は、荷受人または発送人と同じ法律上の責任を負わなければならない。 

出入国速達運営企業が輸出入商品の荷受人または発送人の委託を受けた場合は、自分の名

義で検査申請手続きを行い、荷受人または発送人と同じ法律上の責任を負わなければなら

ない。 

委託人が代理検査申請企業、出入国速達運営企業に委託して検査申請手続きを行う場合は、

代理検査申請企業、出入国速達運営企業に検査申請委託事項の実際の状況を提出しなけれ

ばならない。代理検査申請企業、出入国速達運営企業が委託人の委託を受けて検査申請手

続きを行う場合は、委託人の提出した状況の真実性に対して合理的な審査を行わなければ

ならない。 

 

第 14 条 国家品質検査総局は輸出入商品のリスク予測警告システムを打ち立て、輸出入商

品検査に関わる情報を収集することによって、リスクの評価を行い、リスクの分類を行い、

しかるべきリスク予測警告措置およびすばやい対応措置を取る。 

国家品質検査総局および出入国検査検疫機構は、関係方面に対して適宜輸出入商品検査に

関わる情報を提供しなければならない。 

 

第 15 条 出入国検査検疫機構の業務人員が法律に従って職務を執行する場合は、関連する

組織および個人は協力しなければならず、いかなる組織および個人も違法に干渉したり妨

害したりしてはならない。 

 

第二章 輸入商品の検査 

第 16 条 法定検査を行う輸入商品の荷受人は契約書、送り状、包装明細書、貨物引替証等

の必要な証書および関連許可文書を持参して通関手続きをする場所の出入国検査検疫機構

で検査申請を行わなければならない。税関を通過してから 20 日以内に、荷受人は本条例第

18 条の規定に従って、出入国検査検疫機構で検査の申請を行わなければならない。法定検

査を行う輸入商品で検査を受けていないものは、販売したり使用したりしてはならない。 
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検証管理を実行する商品を輸入する場合は、荷受人は通関手続きをする場所の出入国検査

検疫機構で検査申請を行わなければならない。出入国検査検疫機構は国家品質検査総局の

規定に従って検証を実施する。 

 

第 17 条 法定検査を行う輸入商品、検証管理を実行する輸入商品は、税関が出入国検査検

疫機構の発行する貨物通関証によって通関手続きを取る。 

 

第 18 条 法定検査を行う輸入商品は荷受人が検査申請を行うときに申告した目的地で検

査しなければならない。 

大口でばら積みの商品、腐乱変質しやすい商品、原料用の固体廃棄物およびすでに破損、

不足の生じた商品は、商品積み下ろし港で検査しなければならない。 

上記第 2 項に規定する輸入商品については、国家品質検査総局は対外貿易および輸出入商

品検査業務の便宜を図る必要性から他の場所を指定して検査を行うことができる。 

 

第 19 条 法律、行政法規に別途規定のある場合を除き、法定検査を行う輸入商品の検査を

行って、身体財産の安全、健康、環境保護に関わる項目に不合格の場合は、出入国検査検

疫機構が指示して当事者に処分させるか、または返品処理通知書を発行して書面で税関に

告知する。税関は返品処理通知書によって返品手続きを取る。その他の項目に不合格の場

合は、出入国検査検疫機構の監督の下で技術処理を行い、再検査に合格したものが販売ま

たは使用を許可される。当事者が出入国検査検疫機構に証明書の発行を申請した場合は、

出入国検査検疫機構はただちに証明書を発行しなければならない。 

出入国検査検疫機構は検査不合格の輸入プラントおよびその材料に対して、取り付け使用

不許可通知書を発行する。技術処理を行ってから、出入国検査検疫機構が再検査を行い、

合格したものが取り付け使用を許可される。 

 

第 20 条 法定検査を行わない輸入商品が出入国検査検疫機構の抜き取り検査で不合格の

場合は、本条例第 19 条の規定に従って処理する。 

検証管理を行う輸入商品が出入国検査検疫機構の検査で不合格の場合は、本条例第 19 条の

規定を参照して処理するか、または関連部門に引き渡して処理する。 

法定検査を行わない輸入商品の荷受人が、輸入商品の品質不合格または破損、不足を発見

して証明書の発行を申請した場合は、出入国検査検疫機構またはその他の検査機構は検査

後ただちに証明書を発行しなければならない。 

 

第 21 条 法定検査の範囲内に属するもので、国家の経済と人民の生活に関わり、価格が比

較的高く、技術が複雑なものならびにその他の重要な輸出商品および大型プラントは、対

外貿易契約の約定に従い、製造の監督、積載輸送の前に検査または積載の監督を行わなけ

ればならない。荷受人は商品到着後の 終検査および賠償請求の権利を有する。 

出入国検査検疫機構は必要に基づいて検査員を派遣し、製造の監督、積載輸送の前の検査
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または積載の監督に参加またはそれらの手配をさせることができる。 

 

第 22 条 国家は原料用の固体廃棄物を輸入する国外のサプライヤー、国内の荷受人に対し

て登録制度を実行し、国外のサプライヤー、国内の荷受人は対外貿易契約の締結前に国家

品質検査総局または出入国検査検疫機構で登録を行わなければならない。国家が原料用固

体廃棄物の輸入に対して積載輸送の前の検査制度を実行する。輸入時は、荷受人は出入国

検査検疫機構または国家品質検査総局の指定する検査機構が発行した積載輸送前検査証書

を提出しなければならない。 

国家が輸入を許可した旧機械電力製品の荷受人は、対外貿易契約を締結する前に国家品質

検査総局または出入国検査検疫機構で記録手続きを取らなければならない。価値が比較的

高く、身体財産の安全、健康、環境保護項目に関わるリスクの高い旧機械電力製品につい

ては、国家の関連規定に従って積載輸送前検査を実施しなければならない。輸入時は、荷

受人は出入国検査検疫機構または国家品質検査総局の指定する検査機構が発行した積載輸

送前検査証書を提出しなければならない。 

原料用に輸入する固体廃棄物、国家が輸入を許可した旧機械電力製品の到着後は、出入国

検査検疫機構が法律に従って検査を実施する。 

 

第 23 条 輸入車両の到着後、荷受人は出入国検査検疫機構が発行する輸入車両検査証およ

び関連部門が発行したその他の証明書によって車両管理機関に通行許可証を申請して受け

取る。使用中に身体財産の安全に関わる品質上の欠陥が発見された場合は、出入国検査検

疫機構がただちにしかるべき処理を行わなければならない。 

 

第三章 輸出商品の検査 

第 24 条 法定検査を行う輸出製品の発送人は国家品質検査総局が統一規定する場所およ

び期限内に、契約書等の必要な証明書および関連許可文書を持参して出入国検査検疫機構

で検査申請を行わなければならない。法定検査を行う輸出製品で検査を受けていないか、

または検査に不合格の場合は、輸出することができない。 

輸出商品は商品の生産地で検査しなければならない。国家品質検査総局は対外貿易および

輸出入商品検査業務の便宜を図る必要性からその他の場所を指定して検査することができ

る。 

検証管理を実行する商品を輸出する場合は、発送人は出入国検査検疫機構で検査申請を行

わなければならない。出入国検査検疫機構は国家品質検査総局の規定に従って検証を実施

する。 

 

第 25 条 商品の生産地で検査を行う輸出商品が港で引換証によって輸出する必要のある

場合は、商品生産地の出入国検査検疫機構が規定に従って検査引換証を発行する。発送人

は規定の期限内に検査引換証および必要な証明書を持参して港の出入国検査検疫機構で検

査を申請しなければならない。検査に合格したものは、港の出入国検査検疫機構が貨物通
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関証を発行する。 

 

第26条 法定検査を行う輸出商品、検証管理を行う輸出商品は、税関が出入国検査検

疫機構の発行する貨物通関証によって通関手続きを取る。 

第27条  

第 27 条 法定検査を行う輸出商品が出入国検査検疫機構の検査または港の出入国検査検

疫機構の検査に不合格の場合は、出入国検査検疫機構の監督の下で技術処理を行い、再検

査を受けて合格すれば、輸出することができる。技術処理を行うことができなかったり、

技術処理後の再検査に合格しなかったりした場合は、輸出することができない。 

 

第 28 条 法定検査を行わない輸出商品が出入国検査検疫機構の抜き取り検査に不合格の

場合は、本条例第 27 条の規定に従って処理する。 

検証管理を実行する輸出商品が出入国検査検疫機構の検査に不合格の場合は、本条例第 27

条の規定を参照して処理するか、または関連部門に引き渡して処理する。 

 

第 29 条 危険貨物包装容器を輸出するメーカーは、出入国検査検疫機構で包装容器の性能

検定を申請しなければならない。包装容器は出入国検査検疫機構の検定に合格し性能検定

証書を取得して初めて危険貨物の包装に用いることができる。 

危険貨物を輸出するメーカーは、出入国検査検疫機構に危険貨物包装容器の使用検定を申

請しなければならない。検定を行っていない包装容器、または検定に不合格の包装容器を

使用している危険貨物は輸出することができない。 

 

第 30 条 腐乱変質しやすい食品、冷凍品を輸送輸出するコンテナ、船室、車両等の運送手

段については、運送人、コンテナ会社またはその代理人は運送前に出入国検査検疫機構で

清潔、衛生、冷蔵、密封固定等の運送適合検査を申請しなければならない。検査を受けな

かったり検査に不合格であったりした場合は、運送することができない。 

 

第四章  監督管理 

第 31 条 出入国検査検疫機構は、対外貿易の便宜を図る必要性から、目録記載の輸出商品

に対して出荷前に品質監督管理および検査を行い、そのうち身体財産の安全、健康に関わ

る重要な輸出商品については、輸出商品登録管理を実施することができる。輸出商品登録

管理を実施する輸出商品は、登録を行わなければ輸出することができない。 

 

出入国検査検疫機構が出荷前に行う品質監督管理および検査の内容は、メーカーの品質保

証業務に対する監督検査、輸出商品に対する出荷前の検査である。 

 

第 32 条 国家は輸出入食品のメーカーに対して衛生登録管理を実施する。衛生登録を行っ

た輸出食品メーカーだけが、輸出食品の生産、加工、保存を行うことができる。また、衛
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生登録を行った輸出入食品メーカーの生産する食品だけが、輸出入を行うことができる 

衛生登録管理を実施する輸入食品メーカーは、規定に従って国家品質検査総局で衛生登録

を申請しなければならない。 

衛生登録管理を実施する輸出食品メーカーは、規定に従って国家品質検査総局で衛生登録

を申請しなければならない。 

輸出食品メーカーが国外で衛生登録をする必要がある場合は、本条第 3 款の規定に従って

衛生登録を行ってから、国家品質検査総局が統一的に対外処理を行う。 

 

第 33 条 国家品質検査総局は輸出入化粧品メーカーに対して衛生登録管理を実施する。具

体的な方法は国家品質検査総局が国務院衛生主管部門と協議の上、制定する。 

 

第 34 条 輸出入食品、化粧品は輸出入に先立って、その経営者または代理人が出入国検査

検疫機構の行う輸出入食品、化粧品のラベルの内容が法律、行政法規の規定する要求事項

に適合しているかどうかの検査および品質に関連する内容の真実性、正確性に対して行う

検査を受け入れ、国家品質検査総局またはその授権した出入国検査検疫機構が発行した輸

出入食品、化粧品ラベル検査証明文書を取得しなければならない。 

 

第 35 条 出入国検査検疫機構は必要に基づいて、検査に合格した輸出入商品に商品検査標

識を貼り、検査に合格したものおよびその他の密封保存標識が必要な輸出入商品に密封保

存標識を貼る。具体的な方法は国家品質検査総局が制定する。 

 

第 36 条 出入国検査検疫機構は関連規定に従って検査を行う輸出入商品に対してサンプ

リング検査を行う。検査終了後、残ったサンプルは出入国検査検疫機構がサンプルを提出

した会社に通知して規定の期限内に引き取らせる。期限を超えても引き取らない場合は、

出入国検査検疫機構が処分する。 

 

第 37 条 輸出入商品の検査申請人が出入国検査検疫機構の行った検査結果に対して異議

のある場合は、自ら検査結果を受け取った日から 15 日以内に、検査結果を作成した出入国

検査検疫機構またはその上級の出入国検査検疫機構、または国家品質検査総局にまで再検

査を申請することができる。再検査を受理した出入国検査検疫機構または国家品質検査総

局は再検査申請を受け取った日から 60 日以内に再検査の結果を出さなければならない。技

術的に複雑で規定の期限内に再検査の結論が出ない場合は、本機構の責任者の許可があれ

ば適当な期間延長することができる。ただし、延長期間は 長でも 30 日を超えることがで

きない。 

 

第 38 条 国家品質検査総局または出入国検査検疫機構は輸出入商品検査業務の必要性に

基づいて、規定の資質条件に適合する国内外の検査機構を指定して出入国検査検疫機構が

委託する輸出入商品の検査を担当させることができる。指定された検査機構の検査が規定
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の要求事項に適合しない場合は、国家品質検査総局または出入国検査検疫機構は指定を取

り消すことができる。 

 

第 39 条 中華人民共和国の国内に設立され輸出入商品の検査鑑定業務に従事する検査機

構は、関連する法律、行政法規、規則に規定する登記資本、技術能力、人員資格等の条件

に適合し、国家品質検査総局および関連主管部門の審査を経て許可を得、法律に従って商

工登記を行って初めて輸出入商品検査鑑定業務の委託を受けることができる。 

 

第 40 条 検査機構の検査鑑定業務活動に異議のある場合は、国家品質検査総局または出入

国検査検疫機構に訴えることができる。 

 

第 41 条 国家品質検査総局、出入国検査検疫機構は監督管理を実施し、または輸出入商品

検査の法律、行政法規に違反している疑いのある行為に対して調査を行い、当事者の関係

する契約、送り状、帳簿およびその他の関連資料を閲覧、コピーする権利を有する。出入

国検査検疫機構は、根拠があって身体財産の安全、健康、環境保護に関わる項目に不合格

であると認める輸出入商品に対して、本機構の責任者が許可すれば差し押さえることがで

きる。ただし、税関の監督管理貨物は除外する。 

 

第 42 条 国家品質検査総局、出入国検査検疫機構は対外貿易の便宜を図る必要性から、有

効な措置を取り、手順を簡素化し、輸出入の便宜を図らなければならない。 

輸出入商品の検査申請、検査、鑑定等の手続きは、条件に適合すれば、電子データ文書の

形式を取ることができる。 

 

第 43 条 出入国検査検疫機構は関連する法律、行政法規の規定に従って、輸出貨物一般特

恵制度原産地証明、区域特恵原産地証明、専用原産地証明を発行する。原産地証明手続き

を行う申請人は法律に従って出入国検査検疫機構で登録を行わなければならない。 

輸出貨物の一般原産地証明の発行は、関連する法律、行政法規の規定に従って執行する。 

 

第 44 条 保税区、輸出加工区等の税関特殊監督管理区域に出入りする貨物および国境小額

貿易の輸出入商品に対する出入国検査検疫機構の検査管理については、国家品質検査総局

が税関総署と協議の上、別途方法を制定する。 

 

第五章  法律責任 

第 45 条 検査申請をしていない、もしくは検査を行っていない法定検査輸入商品をかって

に販売したり、使用したりした場合、または輸入検証を申請すべきであるのに申請してい

ない輸入商品をかってに販売したり、使用したりした場合は、出入国検査検疫機構が違法

な所得を没収し、商品価格の 5％以上 20％以下の罰金を科する。犯罪を構成するものは、

法律に従って刑事責任を追及する。 
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第 46 条 検査申請をしていない、もしくは検査を行っていない法定検査輸出商品をかって

に輸出した場合、または輸出検証を申請すべきであるのに申請していない輸出商品をかっ

てに輸出した場合は、出入国検査検疫機構が違法な所得を没収し、商品価格の 5％以上 20％

以下の罰金を科する。犯罪を構成するものは、法律に従って刑事責任を追及する。 

 

第 47 条 法定検査、抜き取り検査もしくは検証に不合格の輸入商品を販売したり、使用し

たりした場合、または法定検査、抜き取り検査もしくは検証に不合格の商品を輸出した場

合は、出入国検査検疫機構が販売、使用もしくは輸出停止を命令し、違法所得および違法

に販売、使用または輸出した商品を没収し、さらに違法に販売、使用または輸出した商品

価格の同額以上 3 倍以下の罰金を科する。犯罪を構成するものは、法律に従って刑事責任

を追及する。 

 

第 48 条 輸出入商品の荷受人、発送人、検査申請代理企業もしくは出入国検査検疫機構速

達運営企業、検査申請人員が輸出入商品の虚偽の状況を提供して、出入国検査検疫機構の

関連証書を取得した場合、または法定検査輸出入商品に対して検査申請を行わず輸出入商

品の検査を逃れた場合は、出入国検査検疫機構が違法な所得を没収し、商品価格の 5％以

上 20％以下の罰金を科する。違反の程度がはなはだしい場合は、検査申請登録、検査申請

就業登録を取り消す。 

輸出入商品の荷受人または発送人が検査申請代理企業、出入国速達運営企業に検査報告手

続きを代理させる際に、規定に従わず検査申請代理企業、出入国速達運営企業に委託する

検査報告事項について虚偽の状況を提供して、出入国検査検疫機構の関連証明書を取得し

た場合は、委託人に対し前項の規定に従って処罰を与える。 

検査申請代理企業、出入国速達運営企業、検査申請員が委託人の提供する状況の真実性に

対し合理的な審査を行わないことにより、または業務上のミスにより出入国検査検疫機構

の関連証明書を詐取する結果になった場合は、出入国検査検疫機構が検査申請代理企業、

出入国速達運営企業に対し 2 万元以上 20 万元以下の罰金を科する。違反の程度がはなはだ

しい場合は、検査申請登録、検査申請就業登録を取り消す。 

 

第 49 条 検査証明書、印章、標識、密封保存標識、貨物通関証を偽造、変造、売買もしく

は盗むことにより、または偽造、変造した検査証明書、印章、標識、密封保存標識、貨物

通関証を使用することにより犯罪を構成する場合は、法律に従って刑事責任を追及する。

刑事処罰を与えるのに不十分な場合は、出入国検査検疫機構が改善命令を出し、違法所得

を没収し、商品価格と同等以下の罰金を科する。 

 

第 50 条 出入国検査検疫機構が抜き取ったサンプルまたは出入国検査検疫機構の検査に

合格した輸出入商品をかってに取り替えた場合は、出入国検査検疫機構が改善を命令し、

警告を与える。違反の程度がはなはだしい場合は、商品価格の 10％以上 50％以下の罰金を
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科する。 

 

第 51 条 商品が国家の実行する輸出商品登録管理に属しながら登録を行っていない場合

は、出入国検査検疫機構が輸出停止を命じ、違法所得を没収し、さらに商品価格の 10％以

上 50％以下の罰金を科する。 

 

第 52 条 国家が衛生登録管理を実行しているのに衛生登録を行わないメーカーが生産し

た食品、化粧品を輸入または輸出した場合は、出入国検査検疫機構が輸入または輸出の停

止を命じ、違法所得を没収し、さらに商品価格の 10％以上 50％以下の罰金を科する。 

すでに衛生登録を行った輸出入食品、化粧品のメーカーが、検査で規定の要求事項に適合

しなかった場合は、国家品質検査総局または出入国検査検疫機構が期限内に改善するよう

指示する。改善しても規定の要求事項に適合しないか、またはその他の違法行為があって

違反の程度がはなはだしい場合は、衛生登録証書を取り消す。 

 

第 53 条 原料用の固体廃棄物を輸入するに当たって、国外のサプライヤー、国内の荷受人

が登録を行っていない場合、または積載前の検査を行っていない場合は、国家の関連規定

に従って返品が命じられる。違反の程度がはなはだしい場合は、出入国検査検疫機構が 10

万元以上 100 万元以下の罰金を科する。 

すでに登録を行った原料用固体廃棄物の国外のサプライヤー、国内の荷受人が国家の関連

規定に違反し、その程度がはなはだしい場合は、出入国検査検疫機構が登録を取り消す。 

国家が輸入を許可した旧機械電力製品を輸入するに当たって、記録を行っていない場合ま

たは規定に従って積載前の検査を行っていない場合は、国家の関連規定に従って返品する。

違反の程度がはなはだしい場合は、出入国検査検疫機構が 100 万元以下の罰金を科する。 

 

第 54 条 出入国検査検疫機構の検定を受けていない輸出危険貨物包装容器を提供または

使用した場合は、出入国検査検疫機構が 10 万元以下の罰金を科する。 

出入国検査検疫機構の検定に不合格の包装容器を提供または使用して輸出危険貨物を運送

した場合は、出入国検査検疫機構が 20 万元以下の罰金を科する。 
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第 55 条 出入国検査検疫機構の積載適合検査を受けていないコンテナ、船室、航空機、車

両等の運送手段を提供または使用して腐乱変質しやすい食品、冷凍品を運送、輸出した場

合は、出入国検査検疫機構が 10 万元以下の罰金を科する。 

出入国検査検疫機構の検査に不合格のコンテナ、船室、航空機、車両等の運送手段を提供

または使用して腐乱変質しやすい食品、冷凍品を運送、輸出した場合は、出入国検査検疫

機構が 20 万元以下の罰金を科する。 

 

第 56 条 出入国検査検疫機構が貼った商品検査標識、密封保存標識をかってに取り替えた

り、破損したりした場合は、出入国検査検疫機構が 5 万元以下の罰金を科する。 

 

第 57 条 輸出入商品の検査鑑定業務に従事する検査機構がその業務範囲を超えたり、また

は国家の関連規定に違反したりして、検査鑑定の秩序を乱した場合は、出入国検査検疫機

構が改善を命じ、違法所得を没収する。また 10 万元以下の罰金を科することができる。さ

らに国家品質検査総局または出入国検査検疫機構は 6 ヶ月以内の検査鑑定業務の一時停止

を命じることができる。違反の程度がはなはだしい場合は、国家がその検査鑑定資格証書

を取り消す。 

 

第 58 条 登録しないでかってに検査申請業務に従事した場合は、出入国検査検疫機構が不

法な経営活動の停止を命じ、違法所得を没収し、さらに違法所得の 1 倍以上 3 倍以下の罰

金を科する。 

検査申請代理企業、出入国速達運営企業が国家の関連規定に違反し、検査申請の秩序を乱

した場合は、出入国検査検疫機構が改善を命じ、違法所得を没収する。また 10 万元以下の

罰金を科することができる。さらに国家品質検査総局または出入国検査検疫機構は 6 ヶ月

以内の検査申請代理業務の一時停止を命じることができる。違反の程度がはなはだしい場

合は、その検査申請登録を取り消す。 

検査申請員が国家の関連規定に違反し、検査申請の秩序を乱した場合は、国家品質検査総

局または出入国検査検疫機構が 6 ヶ月以内の就業一時停止を命じることができる。違反の

程度がはなはだしい場合は、その検査申請就業登録を取り消す。 

 

第 59 条 出入国検査検疫機構の職員が職権を濫用し、故意に当事者を困らせたり、情実に

とらわれ不正行為をしたり、検査結果を偽造したりした場合、または職責を軽んじ、検査

証明の発行を遅らせたりした場合は、法律に従って行政処分を科する。関連する法律、行

政法規の規定に違反し輸出貨物原産地証明を発行した場合は、法律に従って行政処分を科

し、違法所得を没収する。犯罪を構成するものは、法律に従って刑事責任を追及する。 

 

第 60 条 出入国検査検疫機構が没収した商品を処理した結果得た代金、没収した違法所得、

接収した罰金はすべて国庫に納入する。 
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第六章 付則 

第 61 条 当事者が出入国検査検疫機構、国家品質検査総局の出した再検査の結論に不服な

場合、または出入国検査検疫機構、国家品質検査総局の行った処罰決定に不服な場合は、

法律に従って行政再議を申請したり、人民法院に提訴したりすることができる。 

当事者が期限を超えても処罰決定を履行しなかったり、行政再議の申請や人民法院への提

訴を行わない場合は、処罰決定を行った機構が人民法院の強制執行を申請することができ

る。 

 

第 62 条 出入国検査検疫機構が法定検査を実施し、許可された検査機構が検査鑑定業務を

行った場合は、国家の関連規定に従って費用を徴収する。 

 

第 63 条 本条例は 2005 年 12 月 1 日より施行する。1992 年 10 月 7 日に国務院が許可し、

1992 年 10 月 23 日に当時の国家輸出入商品検査局が発布した｢中華人民共和国輸出入商品

検査法実施条例｣は同時に廃止する。 
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CCC 入境検証における特殊状況申告規定の部分調整に関する通知 
日時： 2005-3-25 10:19:03      来源： 上海検験検疫  

 

関連組織各位： 

CNCA2005 年第 3号公告並びに上海港の実情を基に、当局はここに強制製品認証入境検証に

おける特殊状況申告規定の一部の内容を以下のように調整する。 

 

一、 HS コードが『強制製品認証を実施する製品の目録』に該当するものの、適用範囲

に入っていない CCC 認証目録外商品については、申請者が『目録外製品の状況の声

明』と関連するコンサルティング機関の発行した電子確認番号もしくは他省市の荷

受地の検験検疫機関の確認証明を添付し、電子検査申請システム「許可証/審査番

号」欄に電子確認番号もしくは他省市の確認証明番号を入力すること。「非 CCC 声

明」と入力してはならない。 

申請者が、『目録外製品の状況の声明』とそれに付随する製品の技術資料を直接検

験検疫機関に提出する場合は、電子検査申請システムの「許可証/審批号」の欄に

「不需 CCC 認証」と入力すること。判定結果は上海検験検疫局のサイトの「CCC 受

理報検情況査詢」の関連リンクに申請番号を入力して検索することができる。 

二、 付属文書 1の 8種の状況に該当し、輸入製品/部品を使用/研究/展示する場所が上

海地区の場合、関連組織は上海検験検疫局のサイト「CCC 入境検証特殊情況申請」

のリンクを通じて電子申請を行うことができると共に、検験検疫機関が確認した電

子審査番号に基づいて検査を申請することができる。上海地区でない場合は、申請

者は他省市の関連検験検疫局の免除証明を基に申請すること。 

三、 付属文書 2の 13 種の状況については、申請者は欄内に対応する内容（付属文書 2

を参照）を入力した後、経営組織や荷受人の「CCC 入境検証における特殊状況の声

明」と関連資料を基に直接申請する。そのうち、 

 

1. 旧「外国の駐中国大・公使館の個人用物品」、即ち国外公司駐中国代表所や

事務機構の個人用事務用品については、今後、当局は輸入組織の自己声明と

税関の関連返答文書のある輸出入事務用品申請表による申請は受理しない。

この種の商品は CCC 認証目録に該当するため、必ず CCC 認証を経て、CCC 認

証マークを表示してから輸入すること。 

2. 荷受地が上海地区にないもので、一時的に輸入をした後、再輸出通関される

製品（一時輸入貨物や輸入修理物品などを含む）については、申請者が荷受

地直属の検験検疫局が発行した免除証明に基づいて申請を行うこと。 

荷受地が上海のものについては、輸入組織の自己声明および輸入組織による

再輸出通関の保証レターに基づいて申請が受理され、貨物の再輸出通関後に、

輸出に関する書類に基づき許可される。当局は正当な理由のないもので、保

証された期限内に再輸出通関されていないものについては、ブラックリスト

に入れて管理を行う。 

四、 進/来料加工貿易方式で輸入される部品については、従来の方法を維持する。 

 

上記の規定は 2005 年 4 月 1 日より実施する。以前の規定の中で本通知と重複するもの

は、本通知に基づいて執行する。 

 

上海検験検疫局 

二〇〇五年三月二十五日 
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附件 1：「CCC 入境検証管理システム」の審査、許可を経る必要のある各種状況 
 

申請者は必ず手続きを行う人の紹介状（例えば代理機構が行う場合は正式委託書）、申

請する商品の輸入取引契約書、伝票、貨物引渡し書のコピーを提出しなければならない。 

 

分類 受理機関 申請時に必要な資料 

科学研究･試験

のために輸入

が必要な商品 

(科学研究機

材、設備は含

まない) 

1.  研究開発機関･試験機関が上

海地区にある場合,最終目的

地の検験検疫局が受理する、

速達便は空港局速達便課が受

理することができる； 各モ

デルの総額は US$5,000 以下

で、且つ数量が 5個以下であ

ること。限度額を超える場合

は上海局認証所もしくは検査

管理所が受理する。 

2.  上海地区にない場合は、研

究開発機関の所在地直属の検

験検疫局が受理する； 

1. 社印を押印した営業免許のコピー（経営範囲はこ

の種の商品の生産、研究、試験であること）； 

2. 研究開発機関･試験機関による書面での申請レター

（商品の詳細、販売用ではないという約束と、生

産や使用の際に生じる安全問題に対し責任を負う

旨等の内容を含む。）； 

導入された生

産ラインの技

術をテストす

る為に輸入が

必要な部品 

1.  生産ラインの所在地が上海

地区にある場合、最終目的地

の検験検疫局が受理する； 

上海地区にない場合、その所

在地直属の検験検疫局が受理

する。 

1. 社印を押印した営業免許のコピー； 

2. 生産ラインのある工場による書面での申請レター

（商品の詳細、販売用ではないという約束と、こ

の製品の生産や使用の際に生じる安全問題に対し

責任を負う旨等の内容を含む。）； 

3. 生産ライン導入時の通関書、機電証明等の文書。 

修理メーカー

がメンテナン

スサービスの

提供を目的に

輸出する部品 

1. 社印を押印した営業免許のコピー（経営範囲には

メンテナンスを含み、販売は含まないこと）； 

2. 修理メーカーによる書面での申請レター（商品の

詳細、状況の説明、販売用ではないという約束

と、生産や使用の際に生じる安全問題に対し責任

を負う旨等の内容を含む。）； 

販売会社がユ

ーザーアフタ

ーサービスの

ために輸入す

る部品 

1. 修理メーカー或いは最終ユ

ーザーが上海地区にある場

合、最終目的地の検験検疫局

が受理する。； 速達便は空

港速達便課が受理することが

できる。    各モデルの

金額は US$2,000 以下で、例

えば低圧電気機器、回路スイ

ッチ、保護･接続用電気装置

の場合は、数量が 20 個以下

であること。限度額を超える

場合は、上海局認証所もしく

は検査管理所が受理する。 

2. 修理メーカー或いは最終ユ

ーザーが上海地区にない場

合、その所在地直属の検験検

疫局が受理する； 

1. 社印を押印した営業免許のコピー（経営範囲には

メンテナンスと販売を含むこと）； 

2. 販売会社による書面での申請レター（商品の詳

細、状況の説明、販売用ではないという約束と、

生産や使用の際に生じる安全問題に対し責任を負

う旨等の内容を含む。）； 

3. ユーザーとサインと交わしたメンテナンス契約も

しくはメンテナンス合意書のコピーに、押印して

提出すること。 
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分類 受理機関 申請時に必要な資料 

最終ユーザー

が自分の設備

を修理するた

めに輸入する

部品 

 1. 社印を押印した営業免許のコピー； 

2. 使用者による書面での申請レター（商品の詳細、

状況の説明、修理が必要な設備の用途、販売用で

はないという約束と、生産や使用の際に生じる安

全問題に対し責任を負う旨等の内容を含む。）； 

3. 破損部品が設備に装着されている写真と破損部品

のマーク･銘板がはっきり写っている写真を提出

すること。 

工場の生産ラ

インの組立て

に必要な設備/

部品（事務用

品を含まな

い） 

1. 生産ラインの所在地が上海

地区の場合、上海検験検疫局

の認証所もしくは検査管理所

が受理する。; 

2. 上海地区にない場合は、所

在地直属の検験検疫局が受理

する。 

1. 社印を押印した営業免許のコピー； 

2. 設備を使用する工場による書面での申請レター

（商品の詳細、状況の説明、販売用ではないとい

う約束と、生産や使用の際に生じる安全問題に対

し責任を負う旨等の内容を含む。）； 

3. 適合性証明もしくは製品の型式試験レポート 

4. 生産ラインの詳細リスト、図面等の資料を提出す

ること（検験検疫機関が現場で監督管理するもの

や、プラント設備にて申請をするものは除外す

る。） 

商業展示にの

み用いられ、

販売されない

製品 

1. 展示場所が上海地区の場合

は、上海検験検疫局の認証所

もしくは検査管理所が受理す

る。; 

2. 上海地区にない場合は、所

在地直属の検験検疫局が受理

する。 

1. 社印を押印した営業免許のコピー； 

2. 製品の型式試験レポートおよび適合性証明 

3. 展示に責任を持つ企業による書面での申請レター

（商品の詳細、具体的な展示場所、展示期間、用

途を変更したり、一般消費者に販売したり使用さ

せたりしない等、展示中の安全問題に対し責任を

負う旨、上海検験検疫局が引き続き監督管理を行

う事に協力する旨等の内容を含む。）； 

3. 製品の型式試験レポートもしくは適合性証明を提

供する。 

完成品の全数

輸出を目的と

した一般貿易

方式の輸入部

品 

1. 完成品の生産工場が上海地

区にある場合は、上海検験検

疫局の認証所もしくは検査管

理所が受理する。; 

2. 上海地区にない場合は、所

在地の検験検疫局が受理す

る。 

1. 社印を押印した営業免許のコピー； 

2. 完成品工場による書面での申請レター（商品の詳

細、輸出期限、加工場所、貨物全てを輸出用とす

ることの約束、生産の際に生じる安全問題に対し

責任を負う旨等、完成品が輸出の 2週間以内に検

験検疫部門による許可を受け、上海検験検疫局が

引き続き監督管理を行うことに協力する旨等の内

容を含む。）； 

3. 外国側が署名した完成品の輸出契約書、完成品の

図面、製品材料表もしくは完成品実物等。 
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付属文書 2：経営組織もしくは荷受人が「CCC 入境検証における特殊状況の声

明」とそれに関する資料に基づいて直接申請する場合の各種状況 

 

特殊状況の分類 
上海検験検疫機関に申請する際に 

提出が必要な資料 

CIQ2000 許可証の 

対応する欄の入力

内容 

外国の駐国大・公使館、領事館

や国際組織の駐中国機関および

その外交員の個人用物品 

外国の駐国大使館・領事館もしくは国際組織の駐

中国機関の正式文書もしくは証明資料。 

香港、マカオ特区政府の駐内地

政府機関およびその従業員の個

人用物品 

香港、マカオ特区政府の駐内地政府機関の正式レ

ターもしくは証明資料。 

入国者が海外から国内に持込む

個人用物品 

1. 輸入者の自己声明； 

2. 税関の関連返答文書のある出入国手荷物物品申

告リスト。 

政府間援助、寄贈品 

1. 輸入者の自己声明； 

2. 県クラス以上の政府機関の公式文書もしくは証

明資料。 

有権/無権軍事設備 
1. 軍事組織の証明資料。 

2. 税関の封印を提示すること。 

国際展示会の非売展示品 
輸入者の自己声明（申請受理は浦東・浦江局に指

定）。 

荷受地を上海とし、一時輸入後

に再輸出通関される製品（一時

輸出入貨物、輸入修理物品等を

含む） 

1. 輸入者の自己声明。 

2. 輸入者保証書（必ず再輸出日を明確にし、再輸

出通関の 2 週間以内に検験検疫局の許可を受け

ることを約束すること）。 

返品される物品（返却貨物、国

外修理物品、輸入部品でそれを

使った完成品が輸出されるもの

等） 

1. 輸入者の自己声明。 

2. 輸出時の税関が押印・発行した通関書のコピ

ー、或いは輸出時の検験検疫証書のコピー。 

外高橋保税区内の企業が自ら使

用する商品 

1． 輸入者の自己声明； 

2． 税関の関連返答文書のある外高橋個人設備の

“輸出入貨物課税免税証明”コピー。 

CCC 認証の試験サンプル 

1. 輸入者の自己声明； 

2. 認証機関或いは試験機関が押印したサンプル通

知。 

無償交換品 検験検疫証書（例えば数量証、品質証等） 

CCC 認証不要 

販売やレンタルを目的としない

輸入される中古機電 

1. 輸入者の自己声明。 

2. 関連する中古機電申告書／証明書 
中古機電 

プラント設備の付属商品 
荷受地の検験検疫機関検験検疫監督管理部門の認

定並びに公印のある輸入者の自己声明。 
プラント付属商品 
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CCC 認証免除の受理審査を行う権限の調整に関する通知 

 

関連組織各位： 

 

 強制製品認証の免除を申請する企業にとってより便利なように、また、当検験検疫

局による事後の監督管理をより行いやすくするために、当局はここに CCC 認証免除に

関する審査権限について以下のように部分調整を行う： 

 

 一、「科学研究･試験のために輸入が必要な商品（科学研究機材、設備は含まない）」

はCCC認証を免除し、上海検験検疫局の各分支機関は、審査を受理する金額の限度を、

従来の「各モデルの総額は US$5,000 以下」から「各モデルの総額は US$10,000」と変

更する。 

 

 二、「修理メーカーがメンテナンスサービスの提供を目的に輸出する部品」、「販

売会社がユーザーへのアフターサービスのために輸入する部品」および「最終ユーザ

ーが自分の設備を修理するために輸入する部品」の 3 つのケースについては CCC 認証

を免除し､上海検験検疫局の各分支機関は、審査を受理する金額の限度を、従来の「各

モデルの総額は US$2,000 以下」から「各モデルの総額は US$5,000 以下」に変更する。 

 

 三、「完成品の全数輸出を目的とした一般貿易方式の輸入部品」は CCC 認証を免除

し、審査機関は従来の「完成品の生産工場が上海地区にある場合は、上海検験検疫局

の認証処もしくは検管処が受理し、上海地区にない場合は、所在地の検験検疫局が受

理する」から「完成品の生産工場が上海地区にある場合は、所在地の検験検疫機関が

受理し、上海地区にない場合は、所在地直属の検験検疫局が受理する」に変更する。 

  

 変更後の当局のサイト「CCC 入境検証特殊状況申請」を通じてウェブ上で申請され

た各種 CCC 認証免除の、具体的な受理機関や申請に必要な資料等の詳細は添付の表を

参照のこと。 

 

 変更のあった部分については、本日より、各関連組織および個人は変更後の規定に

基づいて上海検験検疫局の各分支機関に申請を提出することが可能となる。また、

2006年1月1日より上海検験検疫局認証処と検管処は従来の規定に基づくCCC認証免

除審査の受理は行わない。 

 

       上海検験検疫局 認証処 

 

              2005 年 12 月 7 日 
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附表：「CCC 入境検証特殊状況申請」サイトからウェブで申請する場合の各種状況 

 

申請者は必ず手続きを行う人の紹介状（例えば代理機関が行う場合は正式委託書）、

申請する商品の輸入取引契約書、伝票、貨物引渡し書のコピーおよび以下の書類を提

出し、ウェブ申請完了後に申請リストを印刷し､受理機関で審査手続きを行うこと。 

 

分類 受理機関 申請時に必要な資料 

科学研究･試

験のために輸

入が必要な商

品 

(科学研究機

材、設備は含

まない) 

1. 研究開発機関･試験機関が上

海地区にある場合、最終目的地

の検験検疫機関が受理する、速

達便は空港局速達便課が受理

することができる； 各モデルの

総額は US$10,000 以下で、且つ

数量が 5 個以下であること。限度

額を超える場合は上海局認証処

もしくは検管処が受理する。 

2. 上海地区にない場合は、研究

開発機関の所在地直属の検験

検疫局が受理する； 

1. 社印を押印した営業免許のコピー（経

営範囲はこの種の商品の生産、研究、

試験を含むこと）； 

2. 研究開発機関･試験機関による書面で

の申請レター（商品の詳細、販売用で

はないという約束と、生産や使用の際に

生じる安全問題に対し責任を負う旨等

の内容を含む。）； 

導入された生

産ラインの技

術をテストする

為に輸入が必

要な部品 

1. 生産ラインの所在地が上海地

区にある場合、最終目的地の検

験検疫機関が受理する； 上海

地区にない場合、その所在地直

属の検験検疫局が受理する。 

1. 社印を押印した営業免許のコピー； 

2. 生産ラインのある工場による書面での

申請レター（商品の詳細、販売用では

ないという約束と、この製品の生産や使

用の際に生じる安全問題に対し責任を

負う旨等の内容を含む。）； 

3. 生産ライン導入時の通関書、機電証明

等の文書。 

修理メーカー

がメンテナン

スサービスの

提供を目的に

輸出する部品 

1. 修理メーカーが上海地区にある

場合、その所在地の検験検疫機

関が受理する。； 速達便は空

港速達便課が受理することがで

きる。     

各モデルの金額は US$5,000 以

下で、例えば低圧電気機器、回

路スイッチ、保護･接続用電気装

置の場合は、数量が 20 個（最小

ユニット）以下であること。 

限度額を超える場合は、上海局

認証処もしくは検管処が受理す

る。 

2. 修理メーカーが上海地区にな

い場合、その所在地直属の検験

検疫局が受理する； 

1. 社印を押印した営業免許のコピー（経

営範囲にはメンテナンスを含み、販売

は含まないこと）； 

2. 修理メーカーによる書面での申請レタ

ー（商品の詳細、状況の説明、販売用

ではないという約束と、生産や使用の際

に生じる安全問題に対し責任を負う旨

等の内容を含む。）； 
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分類 受理機関 申請時に必要な資料 

販売会社がユ

ーザーアフタ

ーサービスの

ために輸入す

る部品 

1. 販売会社が上海地区にある場

合、その所在地の検験検疫機関

が受理する。； 速達便は空港

速達便課が受理することができ

る。     

各モデルの金額は US$5,000 以

下で、例えば低圧電気機器、回

路スイッチ、保護･接続用電気装

置の場合は、数量が 20 個（最小

ユニット）以下であること。 

限度額を超える場合は、上海局

認証処もしくは検管処が受理す

る。 

2. 修理メーカーが上海地区にな

い場合、その所在地直属の検験

検疫局が受理する； 

1. 社印を押印した営業免許のコピー（経

営範囲にはその製品の販売という内容

を含むこと）； 

2. 販売会社による書面での申請レター

（商品明細、状況の説明、販売用では

ないという約束と、生産や使用の際に生

じる安全問題に対し責任を負う旨等の

内容を含む。）； 

3. ユーザーとサインと交わしたメンテナン

ス契約もしくはメンテナンス合意書のコ

ピーに、押印して提出すること。 

最終ユーザー

が自分の設備

を修理するた

めに輸入する

部品 

1. 最終ユーザーが上海地区にい

る場合、最終目的地の検験検

疫機関が受理する。； 速達便

は空港速達便課が受理すること

ができる。     

各モデルの金額は US$5,000 以

下で、例えば低圧電気機器、回

路スイッチ、保護･接続用電気装

置の場合は、数量が 20 個（最小

ユニット）以下であること。 

限度額を超える場合は、上海局

認証処もしくは検管処が受理す

る。 

2. 最終ユーザーが上海地区にい

ない場合、その所在地直属の

検験検疫局が受理する； 

1. 社印を押印した営業免許のコピー； 

2. 使用者による書面での申請レター（商

品明細、状況の説明、修理が必要な設

備の用途、販売用ではないという約束

と、生産や使用の際に生じる安全問題

に対し責任を負う旨等の内容を含

む。）； 

3. 破損部品が設備に装着されている写

真と破損部品のマーク･銘板がはっきり

写っている写真を提出すること。 
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分類 受理機関 申請時に必要な資料 

工場の生産ラ

インの組立て

に必要な設備

/部品（事務

用品を含まな

い） 

1. 生産ラインの所在地が上海地

区の場合、上海検験検疫局の認

証処もしくは検管処が受理す

る。; 

2. 上海地区にない場合は、所在

地直属の検験検疫局が受理す

る。 

1. 社印を押印した営業免許のコピー； 

2. 設備を使用する工場による書面での申

請レター（商品明細、状況の説明、販売

用ではないという約束と、生産や使用の

際に生じる安全問題に対し責任を負う

旨等の内容を含む。）； 

3. 適合性証明もしくは製品の型式試験レ

ポート等； 

4. 生産ラインの明細表ト、図面等の資料

を提出すること（検験検疫機関が現場

で監督管理するものや、プラント設備に

て申請をするものは除外する。） 

商業展示にの

み用いられ、

販売されない

製品 

1. 展示場所が上海地区の場合

は、上海検験検疫局の認証処も

しくは検管処が受理する。; 

2. 上海地区にない場合は、所在

地直属の検験検疫局が受理す

る。 

1. 社印を押印した営業免許のコピー； 

2. 製品の型式試験レポートおよび適合

性証明等； 

3. 展示に責任を持つ企業による書面で

の申請レター（商品の詳細、具体的な

展示場所、展示期間、用途を変更した

り、一般消費者に販売したり使用させた

りしない等、展示中の安全問題に対し

責任を負う旨、上海検験検疫局が事後

の監督管理を行う事に協力する旨等の

内容を含む。）； 

4. 製品の型式試験レポートもしくは適合

性証明を提出すること。 

完成品の全数

輸出を目的と

した一般貿易

方式の輸入部

品 

1. 完成品の生産工場が上海地区

にある場合は、その所在地の検

験検疫局が受理する。; 

2. 上海地区にない場合は、所在

地の検験検疫局が受理する。 

1. 社印を押印した営業免許のコピー； 

2. 完成品工場による書面での申請レター

（商品の詳細、輸出期限、加工場所、

貨物全てを輸出用とすることの約束、生

産の際に生じる安全問題に対し責任を

負う旨、輸出後に輸出通関表原本と許

可表に基づいて検験検疫部門の許可

を受け、上海検験検疫局が事後の監督

管理を行うことに協力する旨等の内容

を含む。）； 

3. 外国側が署名した完成品の輸出契約

書、完成品の図面、完成品実物等。 

注： 室内装飾装修塗料と磁器質タイル製品の免除業務は上海検験検疫局認証処もしくは

検管処が一時的に受理する。  
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国名 CB 登録機関 国内認証機関 CB 試験所 
Shitsuke 

Argentina IRAM IRAM 
Lenor 

TCA 

Austest 

Comtest 

Energex 

Australia 
Australian National 

Committee of IEC 
SAI Global 

Wakefield Laboratories 

OFPZ 

TGM_VAEE 

CTI 

TUV Osterreich 

Austria OVE OVE 

CETECOM ICT Services  

Belarus BELST - SUSPENDED     

ALBE 
Belgium CEB 

SGS Belgium NV - 

Division SGS CEBEC ALBE-LIE 

Brazil UCIEE UCIEE   

CSA Etobicoke 

CSA Pointe Claire 

CSA Edmonton 

CSA Irvine 

CSA Richmond 

CSA International 

CSA Cleveland 

ULC ULC 

ITS N.A.  

Canada 
Canadian National Committe 

of the IEC 

ITS N.A. 
QPS Evaluation Services 

BTIHEA 

CEPREI 

CEST 

GTIHEA 

STIEP 

TICW 

TIET 

TILVA 

TIRT 

SEC 

HKSTC 

SEATL 

STLEA 

GZESL 

FCII 

FANGYUAN 

China CNCA CQC 

CEST - Foshan 
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   UL-CCIC  

Czech Republic CSNI EZU EZU 

UL Int. DEMKO A/S  

UL Int. UK Ltd  

UL Int. Ltd Hong Kong  

UL Int. Germany GmbH 

UL Korea Ltd. 

Sicur Control 

UL Int. Netherlands 

UL Taiwan 

Denmark Dansk Standard 
UL International 

DEMKO A/S 

UL Northbrook  
SGS Fimko Ltd 

SGS Testing Korea Co.Ltd VTT

SGS CSTC 

SGS UK Ltd 

Finland SGS Fimko Ltd SGS Fimko Ltd 

SGS Hong Kong Ltd 

France 
LCIE by delegation from 

UTE 
LCIE LCIE 

VDE 
VDE  

IPH  

TUV RH PS GmbH 

TUV RH Korea Ltd 

TUV RH Hong Kong Ltd 

TUV RH Taiwan 

TUV Rh 

TUV RJP Yokohama  

TUV PS München 

TUV PS Eschborn 

TUV PS Danvers 

TUV PS San Diego 

TUV Italia srl 

TUV PS Ltd Titchfield 

TUV PS Ltd Jiangsu 

TÜV Hong Kong Ltd. - TÜV 

SÜD Group 

KESCO 

ETC 

ERDA 

TUV PS  

TOTL  

SLG SLG 

LGA QualiTest GmbH 

Deutsches Komitee der IEC

LGA QualiTest GmbH 
LGA InterCert  

Germany 

  ETS ETS 

Greece ELOT ELOT ELOT 
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Hungary 
IECEE Magyar Nemzeti 

Bizottsaga 
MEEI MEEI 

CPRI Bhopal 
BIS 

CPRI Bangalore  

ETDC 

ERTL (W) 

ERTL (E) 

ERTL (N) 

ERTL (S) 

India Bureau of Indian Standards 

STQC 

NERDC 

Indonesia BSN     

Ireland 
Electro-technical Council of 

Ireland 
NSAI   

Israel 
Standards Institution of 

Israel 
SII SII 

IMQ 
Italy IMQ SpA IMQ S.p.A 

ESTI 

JET Yokohama 

JET Kansai  JET 

JET Tokyo  

JQA Tokyo 
JQA 

JQA Kita Kansai 

TUV RJP Osaka 

TUV RJP Yokohama 

TUV RH Korea Ltd 

TUV RH Hong Kong Ltd 

I-Tec Corporation 

TUV RH Taiwan 

Wakefield Laboratories  

IPS Corporation  

TUVRh JP 

JEL  

UL Apex Co., Ltd. 

ULYokowa 

Japan JISC 

UL APEX  

UL Yamakita  

Kenya KEBS     

KTL 

KERI-ETRL KTL 

ERI 

KETI 

ESTECH 

Korea, Rep. of KATS 

KETI 

ONETECH 

Malaysia SIRIM Berhad SIRIM Berhad SIRIM QAS Sdn Bhd 

Mexico ANCE      
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KEMA Quality B.V 

KEMA Quality Italia 

KEMA Hong Kong 
Netherlands 

KEMA by delegation from 

NEN  
KEMA 

KEMA Quality GmbH  

New Zealand 
NZ Electrotechnical 

Committee 
    

NEMKO AS Norway 

NEMKO GmbH Germany 

NEMKO S.p.A. Italy 

NEMKO USA San Diego 

NEMKO Ltd. UK 

COSMOS Corp. JP 

NEMKO Korea Co. Ltd. 

SP Swedish National Testing 

and  Research Institute 

NEMKO Canada Inc. 

NEMKO USA Dallas 

NEMKO Taiwan 

Norway Norsk Elektroteknisk Komite NEMKO 

NEMKO OY  
PCBC PCBC 

BBJ-SEP BBJ-SEP Poland PCBC 

PREDOM-OBR PREDOM-OBR 

IEP 

ISQ Portugal CERTIF CERTIF 

LIQ 

Romania 
Romanian Electrotechnical 

Committee 
    

TESTBET 

REMC 

ICEP TL CERTIS 

IC PP ROSTEST 

SvetoS 

Test St. Petersburg 

IC OAO 

Russian 
Federation 

Gosstandart of Russia GOST Re 

SECAB 

SZS Gamma Serbia and 
Montenegro 

Federal Institution for 

Standardisation KVALITET Kvalitet 

PSB Corp. Pte Ltd 
Singapore SPRING Singapore 

PSB Corporation Pte 

Ltd PSB Test (Thailand) Co. Ltd  

Slovakia 
Slovak Electrotechnical 

Committee 
EVPU SKTC 101 

Slovenia 
SIQ by delegation from 

SIST 
SIQ SIQ 
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South Africa 
South African Bureau of 

Standards 

SABS Regulatory 

Affairs - 

Electrotechnical & 

Gaming 

SABS E&A: Safety 

CEIS 

LCOE Spain Aenor AENOR 

CIEMAT 

Intertek Semko AB 

ITS Leatherhead 

ITS Hong Kong 

Intertek Deutschland GmbH, 

Niederlassung Stuttgart 

Intertek Deutschland GmbH, 

Niederlassung Wiesbaden 

Intertek Deutschland GmbH, 

Niederlassung Kaufbeuren 

EMITECH 

EMITECH Angers 

ITS Shanghai 

IST Co., Ltd. (Korea) 

ITS Thailand 

ETL SEMKO GZ 

ITS Taiwan 

Sweden SEK Intertek Semko AB 

ETL SEMKO Korea Ltd 

Switzerland Electrosuisse Electrosuisse Electrosuisse 

Thailand 
Thai Industrial Standards 

Institute 
    

Turkey 
Turkish Standards 

Institution 
TSE TSE 

Ukraine 
UkrTEST by delegation of 

DSSU 
UkrTEST UkrTEST 

ITS Leatherhead 

KTL (UK) 

LAL 
ASTA BEAB  

TCA Lane Cove  

United Kingdom 
U.K National Committee for 

the IECEE 

BSI BSI Testing 

UL Northbrook 

UL San Jose 

UL RTP 

UL Melville 

UL Camas 

UL Chelmsford 

UL Brea 

USA US National Committee of 

the IECEE 

UL Inc. 

ASU 
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MET MET 

ITS Boxborough 

ITS Cortland 

ITS Duluth 

ITS Laguna Niguel 

ITS Menlo Park 

ITS 

ITS Oakdale 

FM Approvals FM Approvals 

TUV RH NA Newtown 

  

TUVRh NA  
TUV RH NA Pleasanton 
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 WORLD TRADE 

ORGANIZATION 
G/TBT/W/255 
6 October 2005 

 (05-4484) 

Committee on Technical Barriers to Trade Original:   English 
 
 
 

CHINA'S TRANSITIONAL REVIEW MECHANISM 
 

Questions and Comments from Japan to China 
 
 
 The following communication, dated 30 September 2005, is being circulated at the request of 
the Delegation of Japan. 

__________ 
 
 
1. Japan welcomes that, in the fourth year after accession, implementation by China of its 
commitments on TBT has progressed and entered into a cruising phase.  The transitional review 
mechanism could be useful for making those transitional efforts more efficient and productive, and it 
is a pleasure for Japan to contribute to this process. 

2. In accordance with Paragraph 18 of the Protocol on the Accession of the People’s Republic of 
China, which states that "China shall provide relevant information to each subsidiary body in advance 
of the review" and in the spirit of cooperation to render the TRM process most efficient and effective, 
Japan requests China to provide, in advance of the meeting of the TBT Committee, the responses and 
relevant information to the following questions and comments. 

 
I. CCC SYSTEM 

3. Japan has some concerns about the CCC system, and requests that China take action to 
improve in the following areas, in order to eliminate potential trade barriers. 

(i) Article 13 of the Regulations of the People’s Republic of China on Certification and 
Accreditation allows only Chinese certification bodies to engage in CCC certification 
activities.  This does not seem to be consistent with the China’s commitment in 
Paragraph 195 of the Report of the Working Party.  Japan would like to know China’s plan to 
accredit foreign conformity assessment bodies (CABs). 

 
(ii) The Certification and Accreditation Administration (CNCA) has designated only Chinese 

domestic facilities as testing laboratories for the CCC marking.  Japan would like to know 
China’s plan to designate foreign facilities as testing laboratories. 

 
(iii) All factories manufacturing products to which the CCC system is applied are subject to 

inspection by CABs once a year.  Japan would like to know whether China has a plan to 
decrease the number of inspections for factories producing low-risk goods. 
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(iv) For the CCC mark labeling companies are required to purchase stickers with the CCC mark 

from CNCA or apply to CNCA for permission to print/impress the CCC mark on their 
products.  However, it is possible for CNCA to identify the factory manufacturing the 
products also by introducing the system whereby a certified factory labels its products the 
CCC mark and the factory’s identification number itself.  Japan would like to know whether 
China intends to introduce such a self-marking system in the future. 

 
(v) Japan has a concern that the time period for the CCC certification is becoming longer. 

Certification procedures for the factories located in China came to be completed within 90 
days.  However, it takes a longer period (sometimes 6 to 12 months) for factories located 
abroad to obtain the CCC certification because they need to send samples for type testing 
conducted in China, or wait for a visit of Chinese auditors for initial factory inspection.  
Japan would like to know what steps China intends to take in order to shorten the time period 
needed for overseas factories to obtain the CCC certification.   

 
(vi) There seem to be some cases where a sufficient transitional period is not provided for 

products complying with the existing GB (Guojia Biaozhun) standard when a new or revised 
GB standard is established/published. Japan would like to know what kind of measures China 
is considering to improve this situation. 

 
(vii) The "First Catalogue of Products Subject to Compulsory CCC Certification" issued by the 

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s 
Republic of China (AQSIQ) and CNCA, does not exactly match the HS codes used by the 
customs authority, and there are certain products for which it is difficult to judge whether 
they are subject to the CCC system or not.  Therefore, this uncertainty sometimes causes 
delays in customs clearance of goods.  Japan would like to know what kind of measures 
China is considering to improve this situation. 

 
(viii) Under the current system, factories which previously manufactured products subject to the 

CCC system still need to undergo periodic factory inspections, even when they no longer 
manufacture the products in question.  Japan would like to ask China to explain the purpose 
of these post-production inspections, as well as the period for which they are conducted.  In 
addition, Japan would like to request that China consider eliminating these inspections in the 
future. 

 
(ix) The information on the CCC system is on web pages only in Chinese.  Japan cordially 

requests China to provide such information on the websites in English as well. 
 
II. AUTOMOBILES 

4. Article 10 of the "Auto Industry Development Policy", which was published and came into 
effect on 1 June 2004, states that "prior to 2010, the regulation of proclaiming auto’s fuel 
consumption should be enacted based on the compulsory requirements of technical regulations on 
energy saving". 

5. In connection with this, Japan has the following requests when the Government of China 
prepares any technical regulations or standards, particularly on such items as fuel efficiency 
regulations, safety technical regulations and type approval regulations: 

(i) Japan requests China to clarify the content and purpose of the regulation proclaiming 
automoblie’s fuel consumption in accordance with Article 2.5 of the TBT Agreement. 
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(ii) Japan would like to know when China intends to publish a notice of the proposed technical 
regulations in a publication, and make a notification of it in accordance with Article 2.9 of the 
TBT Agreement. 

(iii) Japan would like to know what kind of measures China intends to take in order to ensure that 
its administrative process related to the regulations of proclaiming automobile’s consumption 
does not have trade-restrictive effects in accordance with Article 2.2 of the TBT Agreement. 

6. In addition, Japan also requests that China allow enough time and opportunity for any 
interested parties to submit comments and discuss these issues. 

III. DIGITAL CAMERAS 

7. Japan understands that a standard for digital cameras is being prepared in China.  Please 
provide Japan with the information as to whether this standard will be based on the relevant 
international standards.  

8. Japan expects China to publish the draft text of the proposed standard at an early appropriate 
stage and to allow enough time for comments from interested parties in accordance with the TBT 
Agreement and relevant decisions and recommendations adopted by the TBT Committee. Japan 
requests China to provide Japan with the concrete schedule of the publication and the procedure for 
the collection of comments from interested parties on the draft text of the proposed standard for 
digital cameras. 

IV. REGISTRATION OF INITIAL IMPORTS OF CHEMICAL PRODUCTS 

9. In paragraph 196(a) of the Report of the Working Party;  (1) China has committed to enact 
and implement, within one year after its accession, a new law and relevant regulations regarding 
assessment and control of chemicals for the protection of the environment, in which complete national 
treatment and full consistency with international practices will be ensured; and (2) China has also 
committed to ensure that chemicals listed in the "inventory chemicals" annexed to the above new law 
and its regulations will be exempted from any registration obligation, and that a uniform assessment 
procedure will be established for domestic and imported products under the new law and its 
regulations. 

10. To establish a new system, China drafted and published an initial version of the Import and 
Export Registration Regulations of Dangerous Chemicals in September 2002, and an initial version of 
the Provisions on the Environmental Administration of New Chemical Substances in December 2002 
to collect tentative comments from interested parties within and outside of China.  Japan understands 
that the final version of the draft of the Import and Export Registration Regulations of Dangerous 
Chemicals has not yet been published.  On the other hand, the Provisions on the Environmental 
Administration of New Chemical Substances were enforced on 15 October 2003, and the detailed 
administrative rules (tentative) were published on 9 December 2003.  With regard to the Provisions 
and their administrative rules, there are some unclear points in the details and several problems 
remain, which affect the fair implementation of the regulation.  

(i) First, the new regulation provides that the eco-toxicological data of new chemical substances 
shall include those obtained through biological tests performed in China using China’s test 
organisms.  On the other hand, in order to enhance rationality of assessment as well as to avoid 
unnecessary tests using vertebrate animals, OECD member countries mutually accept testing 
results using the GLP (Good Laboratory Practice) system, and it is of mutual benefit to member 
countries.  The GLP system is open to both OECD members and non-OECD members.  We 
understand that India has joined the system.  Japan would like to know whether China has a 
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plan to join the GLP system or take measures to accept data obtained through biological tests 
performed by foreign facilities in terms of facilitating assessment.  In addition, Japan has a 
concern about the fact that there are only a few organizations published as testing laboratories, 
which might affect the notification procedures.  Japan would like to know whether China has a 
plan to increase the number of authorized domestic testing laboratories.  Furthermore, Japan 
requests China to release information regarding specific testing services which each testing 
laboratory can provide.  

(ii) Second, since the revised inventory of existing chemicals has not been published after the sixth 
enlargement submission, for which applications were received by 31 December 2004, it seems 
that unnecessary tests have been conducted in China which burden not only foreign companies 
but also domestic companies with heavy costs. Japan would like to know when the inventory 
list will be published. 

(iii) Third, according to international practices, notification procedures are generally simplified for 
imports of small amounts of new chemical substances.  However, Japan understands that, in 
China, the simplified notification is approved only in the case of importing chemical substances 
for the purposes of research and technological development.  Requiring the same range of data 
from all importers, regardless of import volume (e.g., import of final products including a 
particle of additives), would impose an excessive economic burden on importers of small 
amounts and might affect their importation.  Japan would like to know whether China plans to 
introduce simplified notification for the importation of small amounts of new chemical 
substances, in accordance with international practices.  

(iv) Fourth, certain polymers are exempt from the notification by submitting applications for 
exemption in China.  However, in many countries, no procedure to apply for exemption of 
notification is required for exempted substances.  Japan would like to know whether China 
plans to abolish such redundant procedure for exempted substances. 

__________ 
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ORGANIZATION 
G/TBT/W/256 
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 (05-4652) 

Committee on Technical Barriers to Trade Original:   English 
 
 

CHINA'S TRANSITIONAL REVIEW MECHANISM 

Communication from the European Communities 

 

 The following communication, dated 10 October 2005, is being circulated at the request of 
the Delegation of the European Communities. 

_______________ 
 
 
I. CONSULTATION PROCEDURE 

1. With regard to China’s participation in the TBT notification procedure, the EC appreciates the 
effort that China has made in establishing their enquiry point and in being helpful in handling 
comments and enquiries.  The EC also notes that over the last eight months China has already notified 
more than 75 draft regulations, and that, in general, they grant the recommended comment period of 
60 days.  

2. In spite of this the EC believes that the consultation procedure could be further improved as 
complaints have been raised by EC manufacturers in China with regard to the lack of participation of 
the foreign stake holders at the drafting stage of new technical regulations.  The EC would like China 
to agree upon a more regularised and open consultation practice. 

II. OVERREGULATION 

3. The EC would appreciate it if China would refrain from developing national standards in 
areas where international standards exist.  Too often national standards are developed or planned 
which deviate from international standards or concern areas where the market has already found 
satisfactory solutions e.g. the telecommunications field. 

A. CCC SYSTEM 

4. The EC would like to underline that a positive co-operation has been established with the 
competent Chinese authorities which allowed for encouraging improvements of the CCC system. 

5. Among the improvements which have been brought into the CCC scheme, the EC observes 
that a reduction in the fees for factory inspections has been implemented and most of all follow up 
inspection can now be done by European bodies.  These are positive steps towards the establishment 
of further co-operation between Chinese and European certification bodies.  

6. Despite the progress in the implementation of the CCC system, it remains a burdensome, 
expensive and time-consuming conformity assessment procedure.  It also leaves too much room for 
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interpretation.  The EC sees a general need for streamlining and simplification of the CCC system and 
welcomes the initiative of the Chinese authorities to launch, this year, a comprehensive review of the 
CCC implementation with a view to identifying areas for improvement.  

7. The EC would like to recall its main outstanding concerns: 

(a) The uncertain application of national treatment. 

This remains a subject of complaint from EC exporters.  For instance, exemption 
procedures are still far from being transparent.  The EC would appreciate it if the 
competent Chinese authorities would simplify and standardise the customs clearance 
for exemption. 

(b) The list of products subject to CCC. 

It seems that it is the intention of China to add further industrial products to the list of 
products subject to CCC marking i.e. construction products as well as safety 
protection systems.  The EC would suggest that low-risk products do not need to be 
subject to the CCC and that simplified procedures should be explored such as 
suppliers’ declaration of conformity.  In that context the EC would like to highlight 
the contrast with the market access rules in the EU, where self-declaration of 
conformity by the manufacturer is commonly used. 

(c) Certification requirements for spare parts, components and sub-assemblies. 

Spare parts, components and sub-assemblies are also subject to mandatory 
certification, even when they are intended for incorporation in a finished product and 
the later will be tested and certified in China.  Separate certificates for each and every 
component as opposed to one single certificate for the whole product are required in 
the case of products imported disassembled.  The EC would like China to examine 
how CCC requirements could be simplified. 

(d) Confidentiality.  

The information required for the purpose of certification procedure should be treated 
as confidential.  In order to avoid any disclosure of commercially sensitive 
information, the EC suggests that the required information should be simplified. 

(e) Double certification.  

In the field of medical equipment it frequently occurs that safety and performance 
tests are conducted more than once by different organisations. The administrative 
authorities responsible for registering, evaluating and approving medical devices 
entering the Chinese markets are:  the State Food and Drug Authority (SFDA), the 
State General Administration for Quality Supervision and Inspection and Quarantine 
(AQSIQ) and the Custom Authorities.  Repetition of the same test for different 
authorities should be avoided as this causes delay and cost, without adding any value.  
The overlapping and unclear delineation of regulatory and market surveillance 
responsibilities often results in redundant requirements.  An example of this is 
duplicative on-site audits and physical testing for several categories of medical 
devices.  Repetitive requirements also cause inflated fees.  
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The double certification requirement is a common issue for other sectors like radio 
and telecommunication equipment, motor vehicles components, and cosmetics. 

(f) Factory Inspections. 

The EC considers that China should exempt the inspection of the manufacturing 
 facilities of companies that have been certified to international standards  
(e.g. ISO 9001). 

In conclusion:  The EC request that China in its review of the CCC implementation strives for 
simplification in all the above areas.  In particular, China should differentiate procedures depending 
on the level of risk the product imposes.  It is also EC’s expectation that China will associate the 
exercise with a consultation exercise to allow stakeholders to give valuable feedback.  

B. ICT PRODUCTS 

1. Certification 

8. The Chinese Compulsory Certification (CCC) procedure is applied to a wide range of the ICT 
and Consumer Electronics Products.  The ICT products are typically low-risk products that could be 
subject to simplified procedures.  China’s three-step certification system for certain ICT products 
incurs significant costs and delays. 

(a) The EC considers that the scope of regulatory requirements should be confined only 
to essential requirements (e.g. safety, EMC and efficient use of spectrum) and be 
based on international standards.  The verification of compliance with other 
requirements can be left as a matter between buyers and vendors. 

(b) The EC considers that the test reports of competent European test laboratories 
including manufacturers’ own laboratories should be acknowledged by the Chinese 
conformity assessment authorities. 

9. When a single device contains a combination of features (e.g. GSM and WLAN), the current 
approval process is pending the development of a test procedure for a dual mode product although all 
relevant specifications are available. 

(a) The EC would be grateful if China would abandon developing combined test 
specifications for dual or multi mode products (e.g. including GSM and WLAN). 
This is related to the rigidity of the CCC process and could be alleviated by adopting 
a simplified procedure based on the approval of each technology separately 

2. Use and Development of national Standards when international standards exist 

10. The Chinese approach to national standards was discussed actively by the industry during 
2003 and 2004 with regards to the Chinese WAPI security standard for Wireless LAN (WLAN).  In 
June 2004, China decided to indefinitely postpone the implementation of the WAPI decision and the 
discussion has been less active since.  However there are still concerns with both the WAPI topic 
itself as well as with the principle of developing national standards when international standards exist. 

11. WAPI:  While the issue of WAPI seemed to be solved in June 2004 as a result of the 
indefinite postponement of the implementation of the regulation, the issue has resurfaced in some 
news articles and within the industry rumours during the spring of 2005.  The EU understanding is 
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that the implementation of the WAPI regulation would be complicated and costly to all parts of the 
industry, both Chinese and international. 

(a) The EC would appreciate more openness and transparency in the preparation of 
regulatory decisions, such as the WAPI. 

(b) The EC would also appreciate if China decided that the WAPI implementation is 
cancelled rather than only postponed. 

12. Development of Chinese standards when international standards exist:  As the WAPI 
development has shown in the WTO environment it is not possible to develop closed national 
standards which are mandated for all products to be allowed in the domestic market.  However the 
industry is receiving signals that similar development continues in the Chinese ICT sector in other 
areas than WAPI, e.g. with the audio visual coding standards (AVS). 

(a) The EC would be grateful if China would stop developing national ICT and CE 
standards in areas where international standards exist. 

3. Participation of European companies to the Chinese standardisation work 

13. In China the interest of the government and industry to develop national standards to the ICT 
and CE areas has been continuously increasing.  As agreed in the TBT agreement development of 
national standards is justified when international standards cannot be utilised.  However, in the 
Chinese standardisation organisations the participating companies are classified as “domestic” or 
“foreign” and the “foreign” companies are not treated as full members of the community.  Typically 
the “foreign” companies are expected to participate through joint ventures in order to have full 
membership rights and be able to vote.  This approach is against the TBT Agreement and also reduces 
the value of the Chinese standards, as a major part of the industry has not been able to contribute to 
the process.  In European and global standardisation organisations the nationality of the company does 
not matter. 

(a) The EU would appreciate if European companies were allowed equal rights in the 
Chinese standardisation forums and groups with all other participants.  This would 
encourage the European companies to fully contribute to the development of the 
standards. 

4. IPR (Intellectual Property Rights) 

14. WTO-consistent IPR legislation is in place in China but efficient administration and 
enforcement is still missing.  As Chinese companies are entering the global market, the recognition of 
patents and related royalty payments should be widely accepted according to China’s commitment to 
open standards.  The recognition of individual owners’ patent rights and the need for payment of 
attendant royalties is fundamental to the development of a strong intellectual property and knowledge-
based economy.  That, in turn, supports the global community’s interest in and commitment to open 
standards embodying the best technology available anywhere in the world.  In order to support these 
goals, it is important that companies who are attempting to license patents (in or out) do so in direct 
negotiations with the owners of such patents, subject to commitments made to standards bodies (e.g. 
to license essential patents under fair, reasonable and non-discriminatory terms).  Without such direct 
negotiations, the open standards system is endangered, as companies will not contribute their best 
technologies because they fear not obtaining what they believe is a fair and reasonable return on their 
investment in R&D.  Furthermore, failure to achieve agreements for what both parties believe to be 
fair value (which is best determined between a willing licensor and licensee) undermines the 
development of a healthy and strong intellectual property and knowledge-based economy. 
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(a) The EU would request the Chinese Government to encourage direct, unencumbered 
negotiations between Chinese and foreign ICT and CE companies regarding patent 
licenses covering products and services they plan to sell in China or elsewhere. 

In conclusion:  The EC request simplification of certification procedures and that a procedure is 
introduced which is based on the risk that the product imposes.  International standards should be 
used as far as possible.  Consultation procedures should also allow input (equal) from stakeholders, 
both domestic and foreign.  The EC also request a more efficient administration and enforcement of 
IPR issues for this sector. 

C. AUTOMOBILES 

15. The EC appreciates that, over the last three years, the contacts between our administrations 
have increased in frequency and also in the depth of detailed discussion.  Nevertheless the apparent 
broadening and deepening of Chinese regulations is particularly disappointing since, at our recent  
bilateral seminars and dialogues, where specific inquiries on these subjects were made, no mention 
was made by the Chinese side of the recent large-scale regulatory project. 

16. The EC notes with particular concern that China has filed nearly twenty notifications of new 
technical regulations in this sector through the WTO TBT process in June and July of this year alone.  
The EC fully supports the goals of regulating safety, health, and environmental concerns with respect 
to motor vehicles, but feels these goals could be well achieved through harmonisation under the 
United Nations 1958 Agreement on Motor Vehicles (under the Economic Commission for Europe, 
UNECE).  EC continues to urge China to become a Contracting Party to this Agreement. 

17. Many of these new regulations are very similar to UN Regulations under the 1958 
Agreement.  Many of them nevertheless require duplicative, costly and burdensome inspections and 
testing for China’s unique “CCC” certification and marking system, which seems to offer very little 
possibility for non-Chinese firms to perform inspections or offer certifications, although there are UN 
and ISO standards for doing so.  

In conclusion:  The EC is convinced that goals on safety, health and environment can be achieved 
through harmonisation of motor vehicle regulations under the UN-ECE 1958 Agreement.  China 
implements regulations that are close to those under the UN-ECE Agreement but often with some 
small variation.  Such variation often creates trade barriers that are disproportionate to the 
objectives they serve to achieve.  The EC requests a more earnest effort by China to harmonise with 
the regulation adopted under the UN-ECE 1958 Agreement and to accept certificates for vehicles 
already approved under these regulations. 

D. PHARMACEUTICALS:  ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS 

18. This is a long-standing issue of great concern to the industry. The difficulties faced by 
exporters of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) were first raised by the EU chemical industry 
in 2002.  China is restricting market access for EU exporters of APIs by applying a series of 
discriminatory measures, including the application of stricter standards to importers than to local 
producers.  The Chinese actions clearly aim to maintain a high import barrier against APIs.  Despite 
continuous industry and EC action on this issue for several years, there has been no significant change 
to the Chinese practice. 

19. Chinese authorities discriminate against APIs for import by applying higher quality standards 
on those.  The stricter standards have no relation to international standards or to health and safety 
concerns.  The quality of EU products is suitably controlled by the extensive and strict EU 
pharmaceutical regulations, guidelines and monographs.  Local Chinese manufacturers only have to 



G/TBT/W/256 
Page 246 
 
 

 246

comply with the monographs of the Chinese Pharmacopoeia and with the relatively low Chinese 
manufacturing standards.  The discriminatory, higher product quality standards imposed by the 
Chinese authorities on APIs for import take various shapes, for example upper limits of any impurity, 
clarity of solution, content of a given substance, acidity, colour of solution, density, water content. 

20. In addition, the quality standards imposed on imports are continuously raised because Chinese 
authorities request that importers meet the highest quality standards met by any other importer.  Thus, 
the requirements for an established importer will change if a newly approved importer of the same 
API meets a higher standard.  The rising standards can be met only by an ever-decreasing number of 
foreign manufacturers, while Chinese producers remain unaffected.  

21. In a number of cases, the Chinese authorities are also imposing different testing methods on 
imports vs. locally produced products to verify the specifications.  The different degree of sensitivity 
of these testing methods can make it easy for some (local producers) and difficult to impossible for 
other producers (importers) to meet the required standard.  This clearly creates an additional 
disadvantage for importers. 

22. The Chinese authorities charge a disproportionately high “Port Drug Inspection Fee” for the 
testing of APIs at the border.  The fee is unrelated to the actual cost of testing, which is only a fraction 
of the amount charged.  The fee adds significantly - and for products in the lower price ranges often 
decisively - to the difficulties for importers to be competitive in the Chinese market against local 
Chinese producers who are not subject to the fee. 

In conclusion:  In several areas China has different quality standards depending on whether the 
product is domestic or imported.  China also applies discriminatory fees.  The EC requests that China 
finds a solution to these concerns and, in particular, applies the same standards to imported and 
domestic goods. 

E. COSMETICS 

23. The EC is aware and welcomes that China is taking the scientific findings of the European 
“Scientific Committee for Cosmetic Products (“SCCP”) into consideration when regulating cosmetic 
products for the Chinese market.  The most recent example for this trend is the Chinese list of 
authorised hair dyes for the Chinese market (“positive list”) which follows closely the scientific 
opinions of the SCCP.  However, market access for European cosmetic products is difficult due to a 
number of obstacles in particular relating to the registration of imported cosmetic products:  

(a) Registration of New Products 

(i) Chinese cosmetics regulation distinguishes between “ordinary cosmetics” 
(hair shampoo, hair conditioner, face wash, facial mask, colour cosmetics, 
perfume, nail decoration products) and “special use cosmetics” (sunscreen, 
hair grower and dyeing, deodorant, slimming products, freckle remover, 
breast beautifying, hair perming, depilatory products).  Imported ordinary 
cosmetics have to be registered with the MoH (Ministy of Health) while 
Chinese products are subject to a facilitated regime.  Hence delays (5-12 
months) and additional costs ($ 1300-3200) have to be borne by importing 
companies.  

(ii) The requested data to be submitted includes core confidential information 
such as exact percentage formula, manufacturing process, raw material 
specifications and analytical methods, etc.   
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(iii) Furthermore, requests for additional information often delay the final 
approval.  European companies consider these practices a violation of the 
national treatment principle.  

(b) Additional requirements of certificates 

(i) In addition to the above-mentioned MoH registration, AQSIQ (State General 
Administration for Quality supervision and Inspection and Quarantine) 
requires a pre-import “labelling certification” for all imported cosmetics.  The 
AQSIQ certification requisites for documents are almost a duplicate of those 
of the MoH.  This process can take up to 4 or even 6 months and additional 
fees are charged.  After registering the product, the importer needs to buy 
stickers from AQSIQ and to affix them on each and every package.   
The same products - when distributed throughout China – become again 
subject to local AQSIQ bureaux requirements and often additional fees.  

In conclusion: Imports are subject to MoH registration which does not apply to domestic cosmetics.  
In addition, there are national and “local” certification requirements by AQSIQ.  This leads to 
additional fees and unacceptable delays to market.  The EC request that China apply the same 
requirements for domestic and imported goods and that the certification requirements are harmonised 
and simplified. 
 

__________ 
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TRANSITIONAL REVIEW MECHANISM PURSUANT TO SECTION 18 
 OF THE PROTOCOL ON THE ACCESSION OF THE  

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (“CHINA”) 
 

Questions and Comments from the United States to China 
 

 The following communication, dated 14 October 2005, is being circulated at the request of 
the Delegation of the United States. 

_______________ 
 
 
I. NOTIFICATIONS 

1. The United States has observed a significant increase in the number of Chinese TBT 
notifications.  To date for 2005 (through notification CHN/159), China has notified 96 proposed 
technical regulations, compared with 23 in 2004 and 28 in 2003.   

2. The vast majority of China’s notifications indicate the General Administration of Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) or its subordinate organizations, the Standardization 
Administration of China (SAC) and the Certification and Accreditation Administration of the People's 
Republic of China (CNCA), as the "agency responsible" (see chart on page 2). 

3. The United States remains concerned that very few of the trade-related technical regulations 
promulgated by China’s other ministries have been notified to the WTO TBT Committee. Since 
China’s accession to the WTO, only seven trade-related technical regulations of the Ministry of 
Health (MOH) have been notified and one from the Ministry of Information Industry (MII).  Several 
ministries, including the State Environmental Protection Administration (SEPA), and the State Food 
and Drug Administration (SFDA), have not notified any trade-related technical regulations (see chart 
on page 2).  Several of these ministries have informed U.S. stakeholders of regulatory activities 
informally on an ad hoc basis.  The United States appreciates these efforts to share their regulatory 
activities with certain industry and government representatives.  However, in order to ensure that all 
interested persons receive the full benefit of China’s WTO transparency obligations, the U.S. urges 
China to notify the WTO TBT Committee of all draft technical regulations and conformity assessment 
requirements that may affect trade, and to provide a reasonable period for comment.  

4. In paragraph 325 of the 10 November 2001 Report of the Working Party on the Accession of 
China, in response to Members concerns with China’s lack of regulatory transparency, China’s 
representative indicated that laws and regulations relating to foreign trade issued by the State Council 
and rules issued by China’s departments were published in the “Gazette of the State Council,” the 
“Collection of the Laws and Regulations of the People’s Republic of China” and the “MOFTEC 
Gazette.”  Do these journals continue to include information on all laws and regulations relating to 
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foreign trade, such as trade-related technical regulations?  Likewise, do these journals include 
proposed laws and regulations relating to foreign trade?  If so, does China use this information to 
identify relevant proposals to notify to the WTO? 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
II. CHANGES IN CHINA’S STANDARDIZATION AND REGULATORY SYSTEM  

5. On 18 June 2004, SAC circulated a draft report entitled “The Study on the Construction of 
National Technical Standard System” for public comment.  The draft report indicates that 
transparency is a key element in China’s standards system.  It states that one of the basic requirements 
is that “the process of standards formulation and modification shall be open and transparent so that all 
relevant parties from both advantaged and disadvantaged sides can participate.”  On 
24 September 2004, SAC issued another draft report, entitled “The Study of China Technical 
Standard Development Strategy.”  This draft report focuses on the high-tech sector and China’s 
industrial competitiveness, and it also emphasizes the importance of the “opening” and “transparency 
. . . of the standardization mechanism” and making “a full reflection of comments made by each of the 
interested parties in the standards.” 

(a) We would appreciate updated and detailed information on changes China is 
contemplating in its standards-setting process, in particular any steps to implement 
the important principles of openness and transparency and to allow meaningful 
participation by interested parties.  To what extent is it envisioned that interested 
parties from other WTO Members will be able to participate in the standards-setting 
process in China?   

(b) Will new regulations or other mechanisms be put in place to better ensure 
coordination between ministries and agencies in the development of standards and 
technical regulations? 

III. INTERNATIONAL STANDARDS 

6. Information provided during the last review (G/TBT/W/246) indicated that, in April 2004, 
SAC began an anticipated 14-month review of the 21,000 existing national standards to “check their 
relevance to market requirements and alignment with international standards.”  Could China provide 
further information on the status of this review and its results? 
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IV. CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES  

7. In the Services Schedule accompanying its Protocol of Accession, China committed to permit 
foreign service suppliers that have been engaged in inspection services in their home countries for 
more than three years to establish minority foreign-owned joint venture technical testing, analysis and 
freight inspection companies upon accession, with majority foreign ownership no later than two years 
after accession (and wholly foreign-owned subsidiaries four years after accession).  In paragraph 195 
of its Working Party Report, China further committed as follows:  “Concerning foreign and joint 
venture conformity assessment bodies, certain members of the Working Party noted that China should 
not maintain requirements which had the effect of acting as barriers to their operation, unless 
otherwise specified in China's Schedule of Specific Commitments.  The representative of China 
replied that China would not maintain such requirements.  Some members also observed that all 
foreign or joint venture conformity assessment bodies that met China's requirements should be 
eligible for accreditation and accorded national treatment.  The representative of China confirmed that 
the accreditation requirements would be transparent and provide national treatment to foreign 
conformity assessment bodies.  The Working Party took note of these commitments.” 

8. The United States understands that, to date, China has not accredited or otherwise recognized 
the competence of any foreign conformity assessment bodies for purposes of obtaining the Chinese 
Compulsory Certification (CCC).   

(a) When does China plan to accredit or otherwise recognize the competence of foreign 
conformity assessment bodies for purposes of obtaining the CCC certification? 

(b) The United States thanks China for granting authority to perform annual follow-up 
assessment to select foreign enterprises and allowing this testing to be performed 
outside China.  Does China intend to extend this authority to additional foreign 
enterprises?  If not, why not? 

9. China’s First Catalogue of Products Subject to Compulsory Certification lists products 
requiring the CCC mark (132 product categories).   In response to questions raised in the context of 
the 2004 transitional review, China indicated that two categories had been added to the CCC 
catalogue:  decorative building products (e.g., paints, coatings and tiles) and security products.  China 
indicated that these changes had not been notified to the TBT Committee as they would not affect 
trade. 

10. The United States understands that China has recently begun enforcing these and other 
additions to the CCC catalogue, and U.S. shipments of the relevant products are now unable to enter 
the Chinese market without the CCC mark.  As the addition of the two above-described product 
categories affects trade, the United States requests that China notify these and any other additions to 
the CCC catalogue and that these changes not be enforced until all WTO Members have been allowed 
an adequate period for comment and suppliers have been provided a reasonable period to comply, as 
required by the TBT Agreement.  Will  China consider taking those steps? 

11. The United States notes that China has recently notified the addition of six categories of toys 
to the CCC catalogue. 

(a) Does China plan on making further revisions to the list of products requiring the CCC 
mark and notifying the proposed changes for comment to WTO Members?   

(b) Will China consider removing products (e.g., low-risk products and/or components) 
that may no longer justify mandatory certification?  If not, why not? 
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12. U.S. suppliers continue to express concerns with the operation of the CCC program and 
associated costs.  Concerns have also been expressed regarding certification requirements for 
components that will be re-exported as a finished product and with inconsistencies in the process for 
obtaining exemptions.  Are there plans to review the overall operation of the CCC program? 

V. DISTILLED SPIRITS 

13. China maintains a mandatory standard on distilled spirits (GB2757-81) that sets maximum 
limits in products of naturally occurring substances, know as superior alcohols or fusel oils, that result 
from the production process.  However, the Joint UN FAO/WHO Expert Committee on Food 
Additives, like U.S. regulators of alcohol, has recognized that superior alcohols are safe for human 
consumption.  China’s Ministry of Health has also adopted regulations which allow superior alcohols 
to be used as additives in food products without limitations on the quantity of those alcohols.  The 
United States thus strongly encourages China to eliminate this standard unless it can justify the 
standard on the basis of scientific evidence that superior alcohols are harmful in some way to human 
health. 

(a) What scientific evidence does China use to justify the need to set a limit on superior 
alcohols in distilled spirits in products? 

(b) The United States understands that China is considering revisions to this standard.  If 
so, what would be the time frame for such an action?  When does China intend to 
notify the proposed revisions? 

(c) Given that China currently allows superior alcohols to be used as additives in food 
products, please explain why China does not allow products containing naturally-
occurring levels of superior alcohols above a certain level. 

14. China also imposes various labelling requirements for distilled spirits.  For example, it 
requires that spirits product labels include a “bottling date.”  Under international practice relating to 
wines and spirits, however, the date of manufacture (production or bottling date) is not required.  As 
many spirits products consist of a blend of spirits that are aged for varying periods, a single “date of 
manufacture” is often not possible to specify, would not represent the actual age of the product, and 
would confuse consumers regarding the actual age of the product.  Please explain the rationale for 
requiring that spirits product labels include a “bottling date.” 

15. With regard to China’s regulations on safety labelling, the United States recognizes that font 
size for mandatory information in Chinese may be regulated for the purposes of legibility, but it is not 
clear why the font size on the safety label cannot be adjusted to fit onto the bottle in a way that does 
not obscure the producer’s label.  What is China’s rationale for this requirement?   

16. In order to help protect spirits products against counterfeiting, would China consider 
permitting only the trademark owner/producer to apply for the mandatory Chinese safety label?  If 
not, why not? 

VI. CHEMICALS 

17. China’s Provisions on the Environmental Administration of New Chemical Substances, issued 
by SEPA on 12 September 2003, require that all new chemical substances be tested and registered 
before being introduced into the Chinese market. The United States applauds China’s efforts to 
protect the environment, SEPA’s efforts and continued technical exchanges with the U.S. 
Environmental Protection Agency (EPA) on the issue, and increases of approved new chemicals.  
However, problems with the implementation of this regulation continue to exist. 
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(a) Before implementation of the Provisions on the Environmental Administration of 
New Chemical Substances on 15 October 2003, China created the Inventory of 
Existing Chemical Substances in China (IECSC) consisting of all chemicals 
previously in the Chinese market.  The United States understands that not all 
chemicals in commerce before implementation are recorded on this registry, however.  
What is the procedure for adding these substances to the registry? 

(b) There appears to be insufficient scientific evidence to justify that eco-toxological tests 
of unique plant and animal species indigenous to China be performed in Chinese 
laboratories.  Will China therefore accept eco-toxological tests performed in other 
regulated countries? 

(c) The United States understands that a low-volume exemption is granted for research 
and development purposes.  When will SEPA issue a list of chemicals that would 
qualify for a low volume exemption? 

(d) Once the Executive Review Committee has approved a chemical substance, please 
describe the process for adding it to the IECSC. 

VII. REDUCTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES AND WASTE IN ELECTRONICS 
AND ELECTRICAL EQUIPMENT (ROHS AND WEEE) 

18. While the United States applauds China’s efforts in environmental protection and to solve the 
electronic waste problem, concern exists about the upcoming guidelines for RoHS and WEEE in 
China.  We appreciate the recent notification of MII’s Administration on the Control of Pollution 
Caused by Electronic Information Products (G/TBT/N/CHN/140). 

19. Regarding the WEEE guidelines, there are concerns about a China-specific labelling process 
that will be burdensome for WTO Member countries who import electronics into China.  What steps 
is China taking to minimize such burdens on industry? 

VIII. RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION 

20. During the last review, the United States noted its understanding of work underway in 
China’s Radio Frequency Identification (RFID) Working Group to develop a RFID policy for China 
and noted our expectation that, in formulating this policy, China will choose a policy that is as least 
trade restrictive as necessary to achieve China’s legitimate policy objectives.  The United States 
would be very concerned if China pursued a policy imposing a mandatory RFID standard that was 
incompatible with international standards and would limit the ability of firms and consumers to adapt 
RFID technologies to their current and possible future needs.  We appreciated China’s clarification at 
that time that a draft regulation for RFID did not yet exist and its confirmation that it would take into 
consideration relevant international standards and, as appropriate, provide notification of its proposal 
to WTO Members.  Is our understanding correct that the situation has not changed since the last 
review? 

 
__________ 
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