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１．中国の基準認証制度調査概要 

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。 

 

委員会メンバー： 

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 

 

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・日本企業： 

北京 自動車企業 3社 

日本自動車工業会の北京事務所 

電気製品企業 3社（ITE/AV/総合家電/低圧機器メーカー） 

上海 電気製品企業 2社（ITE/産業機器メーカー） 
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調査先・中国規制関連機関：  

北京 中国自動車認証センター（CCAP） 

   中国認証認可監督管理委員会（CNCA） 

   中国品質認証センター（CQC） 

  上海 上海出入境検験検疫局（上海 SIQ） 

   低圧電器試験所(TILVA) 

 

現地調査日程: 

出発 2006 年 2 月 14 日(火)（日本→北京）～ 帰国 2 月 22 日(水)（上海→日本） 

 

聞き取り調査時間： 

中国現地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 

 

２．中国の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、基準認証制度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 2003 年から開始

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。 
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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、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。 

 

主な聞き取り調査項目を以下に示す。 

   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 

 

５．中国現地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。 
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企業からの主要な意見を下記に紹介する。 

1) 電気関連企業からの意見 

認証取得までの期間（実績）は以下のとおりであった。 

• 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おり考えられる原因は以下 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。 

（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：非常

规 厂审查审工 批表）の制度を使えば、ある程度改善できると思われる。 

 

CCC 免除許可について 

企業により状況が異なっていたが、免除基準が各地域で異なるため、通関地域を変えると急に通関

で止まってしまったり、逆に通関が出来たりする。 

 

該非判断について 

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

異なった判断となることがあり通関などでトラブルが出る。 

 

出入境検験検疫局における認証機関の判断の取り扱いについて 

出入境検験検疫局において認証機関の該非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 マークの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。 

 

2）自動車関連企業からの意見 
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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。 

 

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 

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、規格改定時の

新版適用時期、生産中止時の CCC マーク制度の認証書の維持などについての見解が CNCA と CQC により

異なっていた点があげられる。また、初回工場検査に時間を要している件（日本の機関への代行委託

の可能性）、該非判断基準についても確認している。 

 

製品への CCC マーク表示ついて 

認証マーク印刷の際の工場番号表記不要に関して CNCA は、不要ではなく「不可」としたのに対して

CQC(認証機関)は「任意」であるとした。 

 

規格改定に新版の適用時期について 

規格の改訂時の、次回工場検査までの変更申請要求に関して 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。」としたが、CQC(認証機関)は「CNCA が発行する通知に従うこと。」とし、あくまでも通知とお

りの運用との見解を示した。 
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生産中止製品の CCC マーク制度の認証書の維持について 

生産中止製品の CCC マーク制度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。」としたのに対して CQC(認証機関)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。」との見解と示した。 

 

手続に要する時間について（日本の機関への代行委託の可能性） 

時間短縮のための一つの対策案として、初回工場検査の日本機関への代行委託が考えられるが、

CNCA はこの件に関して「現在のところ予定なし」とした。 

 

該非判断について 

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。 

 

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、
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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。 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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