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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、機械工業の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。 

 こうした背景に鑑み、当弊会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして

株式会社三菱総合研究所に「海外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

甚です。 

 
 
平成１９年３月 
 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 
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は し が き 

 
我が国の機械産業界は、機能と品質の高さ、及び優れた生産能力で世界のトップレベル

を維持してきた。しかし、近年、アジア各国の生産技術水準が向上したことや、今まで国

内機械産業のレベルを支えてきた熟練技能者の数が減少傾向にあることを受け、今まで以

上に厳しい国際競争の場に直面している。我が国としては、より低コストで高付加価値な

製品を短期間で設計開発し生産していくことが必要となる。一方、その高品質・高精度な

製品の生産を支える現場では、規模の大きな災害が発生しており、安全に対する取り組み

の変革が必要とされてきている。 

国際的には EU が先導するかたちで ISO/IEC において機械安全の規格が体系的に作成され

ており、またアジア諸国でも、中国を筆頭として EU の標準化に従う動きがある。国外の取

り組みをそのまま取り入れることは難しい面もあるが、社会的価値観の変化に合わせて仕

組みを変革してきている点は注目に値する。安全体系を考える上で、安全の尺度・水準を

社会として共有することが重要であり、そのためには技術面だけではなく制度面、人材育

成面も含めた安全の考え方の再構築が求められる。これは、安全・安心な社会の構築だけ

でなく、競争力ある社会の構築にも貢献するものと考えられる。 

本調査研究では、我が国にとって重要な輸出先である中国における強制認証制度やその

技術基準の規格について調査し、我が国の機械工業界が中国の基準認証制度に効率的に対

応していくための課題を整理し、必要な取り組み方についてまとめることを目指す。 

本調査を実施するにあたり、日本自転車振興会並びに社団法人日本機械工業連合会のご

高配に、深謝するとともに、調査にご協力いただいた独立行政法人、公益法人及び企業の

方々に、心より感謝申し上げる次第である。 

 

 

平成 19 年 3 月 

株式会社 三菱総合研究所 

代表取締役社長 田中 將介 
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1. 調査研究の概要 
1.1. 背景と目的  

我が国の中国への機械類（機械・輸送設備）の輸出高は約 2,680 億ドルであり、中国はアメリ

カに次ぐ輸出相手国として、我が国にとって極めて重要な輸出先となっている。今後さらに拡大

すると考えられる中国市場に関して、強制性認証制度やその技術基準の規格について問題がある

場合には、我が国の機械工業にとって極めて影響が大きいため中国側に是正を求めるべきであり、

そのための根拠として中国の基準認証制度や規格の実態に関して調査することが必要とされてい

る。 
特に、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性認証制度に対応せざ

るを得ない状況の中で、その対応コストが必要以上にかかるようであれば、我が国の産業競争力

低下につながりかねない。 
また、我が国機械工業が有する高い技術の優位性を確保すべく、我が国が国際標準を推進する

上においても、ISO/IEC 等の国際標準化機関への参画を強める中国の動向を調査することは極め

て重要である。 
機械工業製品の輸出及び販売に際して要求される中国の強制性認証制度や技術基準としての規

格の実態について調査することにより、WTO/TBT 協定に抵触するような非関税貿易障壁となる

制度、国際標準と整合性が取れていない強制規格、及び規格を制定するプロセス等の問題点を明

らかにすることを目的して調査を行う。 
 

1.2. 調査研究項目 

関連工業界をはじめ産学の有識者などの意見を参考にしつつ、以下の項目について調査研究を

行う。 
 

1.2.1. 中国における制度の現状調査 

中国の強制性認証制度、及びその技術基準として使用される規格に関して、現在の制度の枠組

み、認証の手続き、標準化のプロセス、規格の国際整合度等の観点から、その実態について調査

を行う。調査は、文献、インターネット情報、過去の調査報告書等の情報を収集して整理するこ

とで進め、基準認証制度を中心に中国の現状のシステムを把握し、現状における課題を抽出する。 
課題を抽出するにあたっては、以下の観点に着目して整理を行い、中国の状況について明確に

すべきポイントを抽出する。 
 
明確にすべきポイント 

• 認証制度の裏づけとなる法体系 
• 認証制度の運用及び運用する組織 
• 運用における地域間差 
• 認証のための検査実施方法 
• 認証制度の技術基準である規格 
• 規格作成の標準化プロセス 
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抽出した現状の課題について、その実態と今後の動向を明確にするために、中国の政府機関及

び中国に進出している日本企業の現地法人を訪問し、ヒアリング調査を実施し、その課題の現状

と背景について詳細を調査する。 
                                     
1.2.2. 各国間比較 

中国の認証制度についての調査結果に基づき、我が国及び欧米の基準認証制度との比較調査を

行い、共通点、差異がある点について明確になるように整理を行う。比較調査のポイントとして

は、以下の点があげられる。 
 
各国間比較調査ポイント 

• 認証制度が対象とする製品 
• 制度の強制性 
• 認証の技術基準としての規格 
• 認証の方法、認証する組織 
• 市場監査の方法 
• 地域間差の調整方法 
• 規格作成の標準化プロセス 等 

 
中国に機械等の製品を輸出している EU、ドイツ、イギリス、アメリカ等の欧米の政府機関等

に対して、中国に対する輸出における強制認証制度の課題に関して、アンケート調査を実施する。

アンケート調査の内容としては、以下の示すような点について状況を把握できるようなものとす

る。 
 
欧米政府機関アンケート調査ポイント 

• 中国強制性認証制度に関する課題 
輸出の障壁となっている事項 
中国の技術基準の国際整合性 
認証制度の運用上の問題 

• 中国との政府間交渉の取り組み状況 
 
1.2.3. 今後の取り組み方と提言まとめ 

上記の調査検討を基に、我が国の機械工業界が中国の基準認証制度に効率的に対応していくた

めの課題を整理し、必要な取り組み方について提言としてまとめる。 
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2. 中国における制度の現状調査 
2.1. 文献調査 

本章においては、平成 17 年度中国の基準認証制度に関する調査報告書[1]から更新された部分

について主に報告することとし、中国における制度の詳細等については過年度報告書を参照され

たい。 
 
2.1.1. 中国の基準認証制度について[1][2][3][9] 

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

る認証制度であるCCC（China Compulsory Certification：中国強制性認証）マーク制度と、適合性評

価を受けるか否かについては必要に応じて判断する任意の認証制度がある（図2-1参照）。 

強制性認証制度のうちCCCマーク制度は、 国務院から授権された CNCA(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。 我が国から強制性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

国強制性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ない。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。 CCCマークの対

象製品には、電気・電子製品、機械製品、自動車など全部で 158品目（平成19年3月現在）が指定され

ており、安全性や EMCが試験項目の対象となっている。 

 

図 2-1 中国の基準認証制度について 

 
2.1.2. CCC マーク制度の関連機関の概要[1][2][3][9] 

中国の標準化・認証を行う政府組織は図 2-2のようになっている。国家品質監督検験検疫総局

（AQSIQ）が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検査や各種認証認可などを

行っている。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

よび執行機関であり、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。その下にGB規格の制定などを主たる事務とする国

家標準化管理委員会（SAC）、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

管理部門である国家認証認可監督管理委員会（CNCA）がある。 
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図 2-2 組織概略図 
（色つきの部分は CCC マーク制度関連組織を示す） 

 

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 

 

CNCAの傘下の中国合格評定国会認可委員会(CNAS)は、2006年３月1日に中国試験所国家認可

委員会（CNAL）と中国認証機構国家認可委員会（CNAB）が合併して設立したものであり、中国認証認
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可協会(CCAA)は2005年９月２７日に中国審査員および審査員研修機関国家認可委員会（CNAT）の名

称変更により設立した組織である。 
 
認証機関 
  
中国品質認証センター（CQC）が最も大きく、CQC を含めて 14 機関が指定されている（平成 19
年 3 月現在）。それぞれの機関によって、取り扱える製品カテゴリーが決められている。 
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 CCC 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 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。 

 

認証機関のリストは、下記CNCAのホームページに記載されており、参考までに 
表 2-1に示す。 
http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/jcjggljg/images/20070123/1000.htm

 
表 2-1 認証機関と指定製品カテゴリー  

（2007 年 3 月現在） 
認証機関 CCC マーク制度の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 
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・オートバイ用エンジン 

・シートベルト 

・タイヤ 

・安全ガラス 

・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 

・人口心肺装置－ローラーポンプ 

・人口心肺装置－拍動式ローラーポンプ 

・人口心肺装置－気泡型酸素化装置 

・人口心肺装置－熱交換器 

・人口心肺装置－温冷水システム 

・人口心肺装置－シリコンゴム製ポンプチューブ 

・侵入探知機製品 

・無線 LAN 

・溶剤型木工塗料 

・磁器質タイル 

・自動車クラクション 

・自動車レトロリフレクター 

・自動車ブレーキホース 

・自動車照明器具製品 

・自動車バックミラー 

・自動車内装 

・ドアロックおよびドアヒンジ 

・自動車ガソリンタンク 

・シートおよびヘッドレスト 

・オートバイ照明器具製品 

・オートバイ用サイドミラー 

・子供用車輌 

・電気玩具 

・プラスチック玩具 

・金属玩具 

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 

・無線 LAN 

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 
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・盗難防止金庫および小型金庫製品 

・自動車運行記録装置 

・車体反射標識 

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 

・トラクタ、車輪つきトラクタ 

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 

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 

・自動車（消防車） 

・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 

・自動車クラクション 

・自動車レトロリフレクター 

・自動車ブレーキホース 

・自動車照明器具製品 

・自動車バックミラー 

・自動車内装 

・ドアロックおよびドアヒンジ 

・自動車ガソリンタンク 

・シートおよびヘッドレスト 

・オートバイ照明器具製品 

・オートバイ用サイドミラー 

中国電子技術標準化研究所製品認

証センター 

北京市東城区安定門東大街 1号 

・無線 LAN 

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 

北京中軽連認証センター 

北京市西城区阜成門外大街乙 22 号

406 

・子供用車輌 

・電気玩具 

・プラスチック玩具 

・金属玩具 

・反射玩具 

・人形 

中国検験認証グループ品質認証有

限会社 

・子供用車輌 

・電気玩具 
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・プラスチック玩具 

・反射玩具 

・人形 

 
試験所 

 
平成 19 年 3 月現在、146 もの試験所が CNCA の HP にて示されており、CNCA から指定を受

けて CCC マーク制度に関する試験を実施している。試験所は、原則的に製品の種類や生産工場の

所在地によって決定される。 
試験所のリストは、下記 CNCA のホームページに記載されている。 
http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/jcjggljg/images/20070123/1001.htm 

 
CCCマーク制度対象品目 
  
CCC制度開始当初は 19 種類 132 品目であり、そのご追加され平成 18 年 2 月には 138 品目が指

定 さ れ て い た が 、 平 成 19 年 3 月 現 在 で は 22 種 類 158 品 目 と な っ て い る 。

（http://www.cnca.gov.cn/cnca/rdht/qzxcprz/rzml/images/20070123/995.htm参照） 
 

表 2-2 CCC マーク制度対象品目 
 対象品目（大分類） 詳細 

1 電線・電気ケーブル類 コードセット、定格電圧 450/750V 以下のゴム絶

縁電線ケーブル等 6 品目 

2 電気回路スイッチ、保護用又は接続

用電気器具 

器具用接続器、プラグ・ソケット等 6品目 

3 低圧電気器具 漏電保護装置、ヒューズ、スイッチ等 9品目 

4 小出力電動器 小電力電動機 

5 電動工具 ドリル、電動チェーンソー等 16 品目 

6 電気溶接機 小型アーク溶接機等 15 品目 

7 家庭用及び類似用途の機器 電気冷蔵庫及び冷凍庫、エアコン、電動洗濯機、

アイロン、電子レンジ等 18 品目 

8 音響設備類(ラジオ放送用音響設備

及び車両用音響設備は含まない。) 

ラジオ受信機、カラーテレビ受像器、各種の再

生・録画・録音用レコードプレーヤ及びその調

整用設備(CD、DVD 等を含む)等 16 品目 

9 情報処理設備 小型コンピュータ、パソコン、複写機等 12 品目

10 照明設備 照明器具、安定器 

11 通信端末機器 モデム、ファクシミリ、無線電話端末等 9 品目

12 車両及び安全部品 自動車、オートバイ等 4 品目 

自動車用ランプ製品等13品目(2006年 12月～)

13 タイヤ 乗用自動車タイヤ、オートバイタイヤ等 3 品目
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14 安全ガラス 車用安全ガラス、建築用安全ガラス等 3品目 

15 農業用機器類製品 植物保護機器(噴霧器等) 

16 ラテックス製品 コンドーム 

17 医用設備 医療用レントゲン診断装置、血液透析装置、心

電計、人工心肺器等 7品目 

18 消防用製品 火災報知器、消防用ホース等 3 品目 

19 防犯装置 侵入センサー4品目 

20 装飾内装製品 陶磁器タイル等 3品目 

21 玩具(2007 年 6 月～) 児童用車、電気、プラスチック式等 6品目 

22 無線 LAN 製品 無線 LAN 製品(政府調達限定) 

 
2.1.3. 中国基準認証に関する課題（ヒアリングポイント） 

 平成 17 年度報告書や中国政府機関等の WEB 情報に基づく文献調査を踏まえ、中国の基準認証

制度における課題（現地ヒアリング調査のポイント）を抽出する。 
文献や WEB 情報を見る限りにおいて、制度としては中国の認証制度は非常にシンプルで分か

りやすく、すべて第三者認証が必要である（自己宣言が認められていない）ことを除けば EU の

認証制度に近い印象を受ける。しかしながら、CCC マーク制度と他の制度（例えば医療機器登録

制度）において対象が重複する場合における二度手間や、通関の際におけるトラブル、規格・規

制改正が周知されないことに起因するトラブルなどが多く報告されているのも事実である。 
そのため、現地調査においては認証制度そのものだけではなく、運用面に関する調査が必要で

あり、調査ポイントとして下記のようにまとめた。 
 

• 認証制度の裏づけとなる法体系 
• 認証制度の運用及び運用する組織 
• 運用における地域間差 
• 認証の際の公正さ 
• 認証のための検査実施方法 
• 認証制度の技術基準である規格 
• 規格作成の標準化プロセス 
• 事後規制について 
• 情報収集方法 
• 今後の CCC マーク制度の動向（対象品目について） 
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2.2. ヒアリング調査 

2.2.1. 中国機関ヒアリング調査 

（１）ヒアリング先 
今後の CCC マーク制度の動向を調査するという観点から、認証認可制度の監督管理部門である

国家認証認可監督管理委員会(CNCA)を筆頭に、認証機関として最大である中国品質認証中心

(CQC）、機械安全分野で任意の認証制度を実施している中連認証センター(CUC）、家電製品で最

も大きな試験所である中国家用電器検測所をヒアリング先とし、下記日程でヒアリングを実施し

た。 
 

調査日 調査先 

2 月 27 日 15:00～ 中連認証センター（CUC）（中国機械科学研究院） 

2 月 28 日 13:30～ 中国品質認証センター（CQC） 

3 月 1 日 10:00～ 中国家用電器検測所（中国家用電器研究院） 

3 月 2 日 9:00～ 中国国家認証認可監督管理委員会（CNCA） 

 
（２）ヒアリング結果 
① 認証制度の裏づけとなる法体系 

• CCC 認証制度の裏づけとなる法体系は、下記の通りである。 
 中国標準化法  
 中国製品品質法 
 中国輸出入商品検査法 
 中国認証認可条令（認証活動・適合性評価の根拠） 

• CCC 認証制度においては、GB 規格のみを参照としており、中国標準化法第 14 条に

おいて規格に合致しない製品は生産、販売、輸入を禁止するとなっている。規格は

随時更新されるようになっており、積極的な国際規格への整合が図られている。 

 
② 認証制度の運用及び運用する組織 

• 実質的に認証制度を司り運営しているのは、CNCA であり、CCC 対象品目の拡張や

それに伴う認定機関の指定などを行っている。 

• 認証機関数に制限はなく、認証能力があると認められればどこでもなれる、ただし、

CNCA としては認証品目の 1 つのカテゴリーに対して 2 つの認証機関を設立するこ

とにしており、互いに向上しあうというメリットと過度な競争による価格崩壊・技

術レベル低下などの問題を回避できるメリットを享受できると考えている。 

• CQC が最も大きい認証機関であり、CCC マーク制度対象品目のうち 144 品目に対し

て認証が可能である。認証機関毎に認証できる製品カテゴリーが CNCA により決め
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られており、また、認証に際して認証機関は試験所を CNCA が指定した試験所の中

から選択して指定する。 

• 認証機関と試験所は独立しているべきであると考えており、試験所は試験を実施し

てレポートを提出することを職務としており、マークの発行は行わないなど作業分

担が明確になっている。 

• 工場検査の際には、認証機関と試験所からそれぞれスタッフが派遣され、製品は試

験所のスタッフが、工場の管理システムは認証機関が検査を行うこととしている。

製品と管理システムをセットで検査しなければ意味がないという考えに基づいてお

り、EU の CE マークにおける適合性評価の方法と同様であり、モジュールという概

念があると考えられる。 
 

③ 運用における地域間差／認証の際の公正さ 

• 認証制度に関して、地域間格差はあってはならないと考えている。また、国内企業・

日本企業で検査項目等が異なることはない。 

 
④ 認証のための検査実施方法 

• 試験所は、認証機関・事業者・試験所用の計 3 部レポートを作成する。 
• CCC マーク制度と医療機器登録制度などで重複する試験に関しては、試験結果を利

用することが出来る。 
 

⑤ 規格作成の標準化プロセス 

• 規格作成は、ISO と同様な体制およびプロセス行われるが、トップダウンもあれば

ボトムアップもあり、下記のような体制で作成される。 

 

• 中国標準技術委員会が作成した案を国家標準化管理委員会が批准する 
• CNCA が関係部門を招集して GB の規格作成の要望を表明することがあり、TC とい

う技術委員会にメンバーとしてはいることもある。例えば、TC261 認証用標準や

TC260 情報安全に関する標準はメンバーとして参画したこともある。 

• 標準規格ができるには 3～5 年かかる。また、標準規格の見直し期間は明確に定めて

おらず、適合性の観点から国際標準が見直されれば検討し、国内事情も考慮するな

ど、必要に応じて見直しを実施している。 
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⑥ 事後規制について 

• 製品情報や事故情報をモニタリングするシステムとして、地方の技術監督局による

日常の監査制度があり、EU と同様な枠組みが構築されている。 

• CNCA や試験所が実施する買取検査も実施されている。 
 
⑦ 今後の CCC マーク制度の動向（対象品目について） 

• 機械安全分野について、今年中を目処に CCC マーク制度に組み込むことを CNCA
が検討している。 

• CQC、CUC 共にすでに任意で機械安全分野に関して認証を実施しており、すぐにで

も対応できる状態にある。 

• 市場監査を強化することを検討している。 
• 認証制度として確立できたという認識があり、今後は対象品目の拡張や国際規格と

の整合性に注力していく予定である。 

 
2.2.2. 企業ヒアリング調査 

（１）ヒアリング先 
 日本企業現地法人をヒアリング先として、以下日程でヒアリングを行った。 
 

調査日 調査先 対象製品 

2 月 26 日 15:45～ A 社 電子・電気機器 

2 月 27 日 10:00～ B 社 医療機器 

2 月 28 日 9:50～ C 社 電子・電気機器 

3 月 1 日 13:30～ D 社 電子・電気機器 

 
（２）ヒアリング結果 
① 認証制度の運用及び運用する組織 

• CNCA が実質的な機関であり、規格の更新などを含めて CCC マーク制度に関する情

報は CNCA の WEB サイトをチェックしている。 

• 基準認証制度や規格整備などを AQSIQ や SAC といった政府主体で行っている。そ

のため、対応が遅いと感じることがある。 

• 重複する試験に関しては、検査結果の利用が可能となるなど改善する動きが見られ

る。しかしながら、早く認証を得るために企業としては並行して申請を出すことが

多い。 
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② 運用における地域間差 

• 制度上地域間格差はないが、法律的解釈の違いや認証・試験の末端はまだ完全に整

備・確立されていないこともあり実質的には認証に関して地域間格差はある。 

• 例えば北京で OK だからといって上海で OK だとは限らないケースがあるため、事

前に確認を取る必要性がある。ただし、現在は随分安定してきたと思う。 
 

③ 認証の際の公正さ 

• 中国国内企業（工場）・日本の中国にある企業（工場）・工場を有さない輸入企業の

３つに区分した場合、輸入だけの企業に対して検査は厳しくなると思う。また、特

殊なコネクションや地理的条件（いつでも検査に行ける）がある企業は優遇される

と思う。 

• CCC 制度は、輸入をブロックすることと国内メーカーの淘汰を目的としていると思

うが、その一方で国内の弱小企業に対しては目こぼしをしているようにも感じる。

例えば、CCC マークにも偽物がある。 
 

④ 認証のための検査実施方法 

• 工場システムと製品をセットとして定期工場検査がなされている。 
• 以前はSFDAでもCCCでも同じ試験センターでそれぞれ同じ試験がされていて二度

手間であったが、現在は同じ検査レポートが使われるようになり効率的になった。

ただし、早く認証を取得したいため両方に提出している企業が多いようである。 
 

⑤ 規格作成の標準化プロセス 

• 規格作成に関して、ISO と同様なプロセスで行われているが、参加しないと得られ

ない情報が多すぎる。 

• 規格活動参加には、WG に参加するためにお金がかかる。 
• 規格作成に際しては、業界における強大な企業が自社の優位性を保つために、自分

達に有利な規格を作ることがある。 

• 規格作成に関して、表面的には ISO と同様なプロセスで行われているが、実質的に

は政府・政府系シンクタンク・大学の有識者によって規格案は作成され、WG での

コメント等はあまり規格に影響があるとはいえない。 
 

⑥ 事後規制について 

• 製品品質法に基づく買取検査が最近多くなっており、市場監視が強くなってきたと

感じる。 

• また、製品に関して業界標準で検査をすることが多く、「検査結果に問題があること」

≠「安全に問題がある」という問題がある。 
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⑦ 情報収集方法 

• 情報入手は、CNCA 等の HP から情報を取得することや、講習会への参加などによ

って対応している。官報がないため以前は情報入手が難しかったが、現在は人脈ネ

ットワークによって解消されつつある。講習会の情報と HP の情報の間には時間差が

あり、講習会で得られる情報が重要である。また、講習会に参加することによって

人脈形成にもなるため内容を検討の上（毎週のように講習会は実施されているため）、

月に 1 回は出ている。 

• 情報入手方法は、情報が公示される直前・直後に開催される研修会や講習会に参加

することや、室長クラスと話し合いの機会を持つことや、知り合いのコネクション

の活用などである。 

• 研修会や講習会に関する情報は、HP に記載されており情報収集している。ただし、

講演に出席せずに講演資料を入手することは難しいであろう。 
 

⑧ 今後の CCC マーク制度の動向（対象品目について） 

• 現在、中国では国家標準法を改正しようとしているが、まだ詳細は分からない。お

そらく EU と同様なスタイルにしようとするのではないか。 

• 中国では、規格は協会・試験所・有識者が作成しており、現状は EN 規格、ISO 規

格を翻訳し、翻訳した後、中国に適用できるように修正して公表していく予定であ

る。 

• 製品の性能に関する規格が、今後整備されていくと感じている。 
 

⑨ CCC 制度の問題点 

• 認証を取得するのに時間が非常にかかる。 
• 検査官によって法律の解釈がことなることや、グレーゾーンにおける解釈の違いに

よって、製品に問題ありとされてしまうことがある。その際には、専門家（中国人

が好ましい）によって交渉を行うことで対応する必要がある。 

• CCC 制度で困っている点として、すべてのパーツを検査されバラバラにされてしま

ったケースもあることや、1 年に 1 回の工場検査において調査員の人数等の関係で日

程調整がうまくいかないと後回しにされる恐れがあることが挙げられる。 

• 検査機関がたくさんあり、基本検査費用は定まっているが検査機関によっては追加

検査などによって費用がかさむこともある。また、検査機関によっては十分な装置

があるとは言えず、試験の結果認証されないこともあるが、適切な試験装置や試験

方法を説明に出向いて対応することもある。その際に、試験装置を他機関から借用

してもらうこともある。その際の費用は試験を依頼した側が出すことになる。 

• 税関総省と AQSIQ の連携がうまくいっているわけではなく、HS コードとの兼ね合

いで税関で止められるケースがある。 

• 工場検査や製品検査・試験には下記のような問題がある。 

 機密情報の取り扱い：現在は折り合いがついているが、半導体の素材など機微な
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情報の開示についてもめた経緯がある。 

 検査・審査能力：試験機関が試験できるスキルや装置があるわけではなく、試験

測定装置を提供したこともある。試験所に出向いて試験方法等の説明に行くこ

とも多々ある。 

 検査・審査時間のバラツキ：従来の商品でも 3 ヶ月～6 ヶ月とバラツキがあり、さら

に新しい商品のときは特に時間がかかる。 

 

⑩ その他 

• 中国の政府・認証機関は、EU を意識しておりかなり勉強していると思う。そのため、

現状の運用状態は大きく異なるが、形式的には欧州スタイルであり、中国において

法律・法規や規格・標準はかなり整っていると感じる。 

• 開示される情報は基本的に中国語である。 
• 中国において、規格作成等の活動は言うまでもなくビジネス参入に関しても、日本

人だけで介入・介在するのは難しく、現地の雇用者を活用なしでは考えられない。 

• SFDA（中国食品薬品監督管理局）関連の業務で汚職で組織が混乱し、機能が停止し

ており、以前では 4 ヶ月で承認されていたものが、8 ヶ月たっても承認されないもの

もある。 
 

 - 15 - 



2.3. 欧米の政府機関の見解 

2.3.1. 調査項目 

中国に機械等の製品を輸出している EU およびアメリカの政府機関等に対して、中国に対する

輸出における強制認証制度の課題に関して、質問状を送付し調査を実施した。質問状の内容とし

ては、以下の示すような点について状況を把握できるようなものとして、質問項目を設定した。 
 
欧米政府機関調査ポイント 

• 中国強制認証制度に関する課題 
輸出の障壁となっている事項 
中国の技術基準の国際整合性 
認証制度の運用上の問題 

• 中国との政府間交渉の取り組み状況 
 
＜欧米政府機関質問項目＞ 
 
Ｑ１．CCC 制度に関して、輸出の障壁となっている事項があると考えていますか？ 
もしある場合、どのような事項か具体的に記載してください。 
 
Ｑ２．中国の技術基準に関して、国際規格との整合性に不備はあると思いますか？ 
もしあると思われる場合、具体的に記載してください。 
 
Ｑ３．法律等の制度と実態や運用方法に差異があると思いますか？もしあると思う場合は、どの

ような点でしょうか？具体的に記載してください。（例えば、地域間格差がある。検査員によって

基準の解釈が異なるなど） 
 
Ｑ４．貴国政府と中国政府の製品・機械安全に関する交流は活発化していますか？例えば、勉強

会・講習会やディスカッションなど定期的になされたりしていますか？ 
 
Ｑ５．認証制度に関する課題解決に向けた政府間交渉等はなされているのでしょうか？ 
もし可能であれば、どのような課題が一番懸念されているのか教えていただけないでしょうか？ 
 
2.3.2. 調査結果 

（１） CCC 制度に関する問題点 

 指定されている認証・試験機関が基本的に中国国内のみであり、輸出国側の機関で試

験ができない。 

 認証に関わるコスト・負担が大きい。 

 試験・必要な書類を提出し認証許可を待っている間に、法規制が変更され試験・書類

提出がはじめからやり直しになった。 
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 CCC マーク制度の査察官の VISA/パスポート取得の関係で、工場検査が遅れることが

あり、業務に支障をきたす。 

 CCC マーク制度の認証に要する時間が長すぎる。 

 CCC マーク制度の認証に際して、要求される試料およびドキュメント類が多い。 

 認証における要求項目が急に変更されることがある。 

 

（２） 中国政府機関との交流 

 アメリカCPSC（Consumer Product Safety Committee）と協力関係を結んでおり、

http://www.cpsc.gov/businfo/china/china.htmlにその旨が記載されているように、

AQSIQとCPSCの間で 2004 年 4 月に覚書に調印している。 

 また、消費生活用製品の安全に関するアクションプランについても調印を行っており、ア

クションプランにおいては、隔年ごとに CPSC、AQSIQ 交互にサミットを実施すること

や、毎年ワーキンググループを開催することなどが盛り込まれている。 

 EU との交流は非常に活発であり、製品安全の広い分野にかかわる議論の場と協定が

数多くある。 

 また、協定の中には ICPHSO（国際消費者用製品衛生安全機関）のような国際機関と

の協力やの覚書の調印などが含まれている。 

 

 - 17 - 

http://www.cpsc.gov/businfo/china/china.html


3. 海外の基準認証制度に関する各国間比較 
3.1. 機械安全に関する海外の基準認証制度 

3.1.1. EU における機械安全[4][5][6][7][8] 

3.1.1.1. 安全性の要求事項を規定している法律 

EU 加盟国において、機械安全の基準として考えなければならないのは機械指令である。この指令は、

1989 年 6 月、89/392/EEC として公布された。その後、追補、改正を経て、1989 年 6 月に 98/37/EC と

して公布された。2004 年 5 月 1 日、EU の加盟国が 25 カ国となり、機械指令は欧州のほとんどの国で使

用される機械に対してその要求事項を満たさなければならない指令となった。 
第 1 章第 1 条 2 項において「機械」は次のように定義されている。 
 
第 1 条 2 項 
本指令において、「機械」とは連結した部品または構成部材のアセンブリで、少なくともそ

の部品のひとつが適切なアクチュエータ、制御、動力、回路等によって動き、特定の用途、

特に物の加工、処理、移動または包装のために結合されたものをいう。 
「機械」には、上記と同一の目的を達成するために、一体となって機能するように配置、

制御された個々の機械のアセンブリも含むものとする。 

また、安全部品についても定義があり、安全部品もまた対象であることが示されている。 
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上記定義に該当する機械でも除外されるものがあり、第 1 条 3 項に具体的に挙げられている。 
 

第 1 条 3 項 
以下は本指令の適用範囲から除外される。 
・人力のみを動力とするもの（昇降機を除く） 
・患者に直接使用される医療機械 
・遊園地・娯楽施設用の専用機器 
・蒸気ボイラ、タンク、圧力容器 
・原子力用機器（故障の際に放射線を放出する可能性があるもの） 
・機械の一部を構成する放射線源 
・火器 
・石油等危険物質の貯蔵タンクおよびパイプライン 
・輸送用の手段（車両およびトレーラで、航空、道路、鉄道または水路で乗客を輸送する

ことのみを目的とするもの、鉱山採掘用の車両は除外しない） 
・船舶 
・人員輸送用ロープウェイ、ケーブルカー 
・農林業用トラクタ 
・軍または警察用機器 
・恒久的に使用される建築物の昇降機 
・車両が据え付けられたラックおよび歯車を使用した人員輸送用手段 
・鉱山の巻上げ装置 
・劇場用エレベータ 
・建築現場用ホイスト 

 
第 3 条では、本指令の対象となる機械又は安全部品は健康と安全の基本的要求事項を満足しなけれ

ばならないこと、第 4 条では、本指令を満足する機械や安全部品が EU 加盟国内で販売され、使用に供

されるのを禁止、制限、妨害してはならないことを述べている。第 7 条では CE マークを付けた機械又は

適合宣言した安全部品が使用目的に従って使用されたにもかかわらず、安全を脅かすようなことがあった

場合は、そのような機械や安全部品を市場から撤去し、市場への出荷、稼動等を禁止しなければならな

いことを述べている。第 8 条及び第 9 条からなる第 2 章では適合性評価の手順を規定している。第 10 条

では CE マークへの要求について規定している。 

3.1.1.2. 認証の技術基準としての規格 

機械指令に整合した技術基準として広く参照されているのが、EN 規格の中の整合規格である。 
「機械が基本的要求事項に適合していることを製造者が証明しやすくするため、また、適合性評価の一

環として検査するため、機械による危険の防止に対して、欧州の水準で整合された規格を設けることが望

ましい。」と機械指令の序論の条項 15 に記されている。また、この条項で、整合規格とは、欧州標準化委

員会（CEN）及び欧州電気技術標準化委員会（CENELEC）の両方又はいずれかが採用したEN規格

であると定義している。整合規格そのものには非拘束であるが、機械指令の基本的要求事項に適合性評
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価の判断基準として使用することができる。主な整合規格について表 3-1に示す。タイプA規格は、あら

ゆる機械類に適用できる基本概念、設計の原則及び一般的側面を規定した規格である。タイプB規格は

広範な機械類にわたって適用できる、安全性に関する一側面又は安全ガードの一形式に関して規定し

た規格である。タイプC規格は特定の機械又は機械グループに対する詳細な安全要求事項を規定した

規格である。整合規格の一覧についてはＥＵの官報で公表されている。 
（http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html） 
 

表 3-1 機械指令の主な整合規格 

ＥＳＯ Reference 概略 
タイ

プ 

CEN EN292-1,-2:1991 
機械類の安全性の基本的安全原則を規定した規格。 

ISO12100-1,-2:2003 に取り込まれている。 
A 規格

CEN EN1050:1996 リスクアセスメントの原則を規定した規格。 A 規格

CENELEC EN60204-1:1997 機械の電気装置の一般要求事項を規定した規格。 B 規格

CEN EN418:1992 非常停止の設計原則を規定した規格。 B 規格

CEN EN1008:1995 ガードに付随するインターロックの設計及び選定の原則を規定した規格 B 規格

CEN EN954-1:1996 制御システムの安全関連部の設計原則を規定した規格。 B 規格

CEN 

EN294:1992 

EN811:1996 

EN349:1993 

安全距離に関連する規格。 B 規格

CEN EN953:1997 固定及び可動式ガードの設計及び製造のための一般要求項目を規定した規格。 B 規格

CEN EN201:1997+A1:2000 ラバー及びプラスチックの射出成形機の安全要求事項を規定した規格。 C 規格

CEN EN474 建設機械の安全要求を規定した規格。 C 規格

CEN EN500 道路建設用の移動する機械の安全要求を規定した規格。 C 規格

CEN EN693:2001 油圧プレス機の安全要求を規定した規格。 C 規格

CEN EN775:1992 マニピュレータ型工業用ロボットの安全規格。 C 規格

CEN EN1012-1,-2:1996 コンプレッサと真空ポンプの規格。 C 規格

CEN EN ISO 11111:1995 繊維機械用の安全要求を規定した規格。 C 規格

CEN EN12417:2001 マシニングセンタの安全要求を規定した規格。 C 規格

CEN EN12852:2001 食品加工用機械の安全と衛生の要求を規定した規格。 C 規格

CEN EN ISO 14122-1,-2,-3:2001 機械等へのアクセスする手段の安全要求を規定した規格。 C 規格
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3.1.1.3. 認証の方法と認証する組織 

（1） 適合性評価 

ニューアプローチ指令ではその製品が必須要求事項を満たしているかについて適合性評価を実施す

ることを求めている。製品が指令に適合しているかを証明する方法としてはモジュール方式を用いる。表 
3-2に基本モジュールを示す。 

 ニューアプローチ指令はすべて設計内容の評価、および生産システムの評価の両面から構成されて

いる。したがって、適合性評価も設計と生産の両面から実施する必要があり、表 3-2に示す 8 つの基本モ

ジュールも設計フェーズ、生産フェーズ、もしくはその両方を対象として構成されている。これらのモジュ

ールと対象フェーズの関係を示したものが図 3-1である。  
 製造者はこれら 8 つのモジュールから、必要なモジュールを選択、もしくは組み合わせることで適切な

適合性評価を実施することができる。 
 なお、MODULE A は製品が指令に適合していることを製造者自身が証明するルートであり、自己宣

言と呼ばれる方法である。MODULE A では製造者自身が指令ごとに求められているテクニカルファイル

と適合宣言書を作成し、CE マーキングを添付すればよい。ほとんどの機械はこの自己宣言により CE マ

ークを添付している。 
 
 

設計フェーズ 生産フェーズ

MODULE A

MODULE G

MODULE H

MODULE B

MODULE C

MODULE D

MODULE E

MODULE F

製品 CEマーク

機械指令で
実施を求められる

モジュール

 
図 3-1 モジュールと対象フェーズの関係 
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表 3-2 基本モジュール 

A 生産の内

部管理 
内部設計・生産管理が対象。このモジュールでは NB（ノーティファイド

ボディ）が関与する必要はない。 
B 型式試験 設計フェーズを対象とし、この後には生産フェーズの評価を規定するモ

ジュールが必要となる。NB により EC 型式認証書を取得しなければなら

ない。 
生産フェーズを対象とし、モジュール B の後に続く。モジュール B に従

って発行された EC 型式認証書に記載されている型式との適合している

ことを宣言し、CE マーキングの貼付が必要となる。 

C 型式への

適合性 

生産フェーズを対象とし、モジュール B の後に続く。製造業者が設定し

た生産、最終製品の検査と試験に関連する品質システムの管理、認証を

EN ISO 9002 に基づき NB が評価する。 

D 生産の品

質保証 

生産フェーズを対象とし、モジュール B の後に続く。製造業者が設定し

た最終製品の検査と試験に関連する品質システムの管理、認証を EN ISO 
9003 に基づき NB が評価する。 

E 製品の品

質保証 

生産フェーズを対象とし、モジュール B の後に続く。NB は、モジュー

ル B に従って発行された EC 型式認証書に記載された型式への適合性を

管理し、適合証明書を発行する。 

F 製品の試

験 

設計フェーズと生産フェーズを対象とする。NB は各製品を個別に調査

し、適合証明書を発行する。 
G ユニット

試験 
H 全体の品

質保証 
設計フェーズと生産フェーズを対象とする。製造業者が設定した設計、

製造、最終製品の検査と試験に関連する品質システムの管理、認証を EN 
ISO 9001 に基づき NB が評価する。 

 

（２）機械指令における適合性評価 

 機械指令においても適合性評価が求められており、これは以下に示す機械指令の第8条に明記され

ている。 
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第 8 条 1 項 
製造者または EU 内に本拠地を置くその代理人は、機械または安全構成部品が本指令の規

定に適合していることを証明するために、製造したすべての機械または安全構成部品につ

いて、附則 II の A または C のうち、適切なひな型に基づき EC 適合宣言書を作成しなけれ

ばならない。 
さらに、製造者または EU 内に本拠地を置くその代理人は、第 10 条に定める CE マーキン

グを機械に貼付しなければならない。 

 

第 8 条 2 項 
製造者または EU 内に本拠地を置くその代理人は、機械を市場投入する前に、下記に従わ

なくてはならない。 
(a) 機械が附則 IV に定められていない場合には、附則 V に定めるファイルを作成すること。 
(b) 機械が附則Ⅳに定められ、かつその製造者が第 5 条 2 項に定める規格に不適合、もしく

は部分的にしか適合していない場合、また規定する規格が存在しない場合には、附則 VI に
定める EC 型式試験を実施するために、見本とする機械を提出すること。 
(c) 機械が附則Ⅳに定められ、かつ第 5 条 2 項に定める規格に従って製造されている場合に

は、下記のいずれかを行うこと。 
－附則Ⅵに定めるファイルを作成し、ノーティファイドボディに送付すること。ノーティ

ファイドボディは可能な限り速やかにファイルの受領を承認し、それを保管する。 
－附則Ⅵに定めるファイルをノーティファイドボディに提出すること。ノーティファイド

ボディは第 5 条 2 項に定める規格が適切に適用されていることだけを確認し、ファイルの

適合証明書を作成する。 
－附則Ⅵに定める EC 型式試験のために機械の見本を提出すること。 

 

 機械指令第 8 条 2 項に定められた適合性評価の方法をフローとしてまとめたものが 
図 3-2である。このフローに基づき、製造者は適切な適合性評価を実施する。 

  
図 3-2より機械指令では 8 つのモジュールのうちMODULE A、もしくはMODULE BとMODULE Cの

実施を求めていることがわかる。
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機械と安全構成
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EC型式試験
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テクニカル
ファイル（附則Ⅳ）
のNBへの提出

テクニカルファイル（附則
Ⅳ）をNBへ提出、適合証

明書の発行を受ける

EC型式試験

（附則Ⅵ）

MODULE B

EC型式試験

への適合宣言

MODULE C製造者
が選択
製造者
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CEマーク

・各安全構成部品について
は対象外

・全ての機械、安全構成部
品はEC適合宣言が添付さ

れなければならない。

NBが関与

図 3-2 機械指令に基づく適合性評価フロー
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（3） ノーティファイドボディ（NB) 

NBとは第三者機関として指令が定めた要件を満たしているか適合性評価を実施する機関である。機

械指令に対してもNBが存在しており、EU市場に投入される機械について適合性評価を実施している。

ただし、全ての機械に対してNBが適合性を評価している訳ではなく、 
図 3-2に示したように、機械指令の附則Ⅳに挙げられている機械のみを対象として適合性評価を行って

いる。したがって、附則Ⅳのリストにない機械や安全構成部品に関するNBは存在しない。 
 附則Ⅳにリストアップされている機械を表 3-3に示す。 

 

表 3-3 機械指令附則Ⅳ 

1 木材または類似製品用および肉または類似の材料用の丸のこ（単刃および複刃）

2 木工用の手送り式平削り盤 
3 木工用の手動で材料のローディングおよび／または案ローディングを行う片面

化粧用の同厚機（thicknesser） 
4 固定あるいは可動式のベッドを持つ帯のこおよび台車のついた帯のこで、材料の

出し入れが手動で行われる木材および類似材料および肉及び類似材料用のもの 
5 1 から 4 および 7 に定める機械の組み合わせで機械で木材および類似材料用のも

の 
6 木工用の複数の工具ホルダーを有する手送り式のほぞ機械 

7 木材または類似品用の手送り式垂直軸形成型機械 
8 木工用の携帯式チェーンソー 
9 プレスブレーキを含む金属の冷間加工用のプレス機で、手動で材料を出し入れす

るもので、移送可能な作動部品が 6mm 以上移動し、秒速 30mm を越える速度で

動くもの 
10 注入式または圧搾式のプラスチック成形機械で、人の手によって材料を出し入れ

するもの 
11 注入式または圧搾式のゴム成形機械で、手動で材料を出し入れするもの 

12 以下に挙げる地下作業用の機械 
- レール上で使用する機械（機関車および緩急車） 
- 油圧式ルーフサポート 
- 地下作業用の機械に取り付けられる内燃機関 

13 家庭用廃棄物収集用の、圧搾機能の付いた手動で積載するトラック 

14 3,4,7 に定めるユニバーサルジョイントを持つガードおよび取り外し可能な伝動

軸 
15 昇降機を提供する車両 

A 
機

械 

16 3m 以上の高さから垂直に落下する危険を伴う人を昇降する装置 
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17 花火製造者用の機械 
1 安全を確保するために、人の存在を検知する電気感応式装置（非物質バリア、セ

ンサマット、電磁式検知器など） 
2 両手制御装置の安全機能を確実にする論理ユニット 
3 A‐3, 9, 10 および 11 に定めるプレスを保護するための自動可動式スクリーン 

4 転覆保護構造（ROPS） 

B 
安

全 
構

成 
部

品 
落下物保護構造（FOPS） 5 

 

（4）欧州主要国における認定機関 

欧州には、ニューアプローチ指令が出される以前から、認定機関によって認定されている適合性評価

機関が存在していた。これらの機関がどの程度 NB となっているかに関しての正確なデータは存在しない

が、NBのうち90%以上が、上記のような認定適合性評価機関であるとのEA(欧州認定協力)議長は述べ

ている。 
 このような認定適合性評価機関は認定機関によって認定され、活動している。欧州主要国の認定機

関を表 3-4にまとめる。 
 イギリス、フランスは 1 国 1 機関であるのに対し、ドイツは複数の認定機関が存在し、それらの機関の

協議会として DAR が存在している。 
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表 3-4 欧州主要国における認定機関 
認定機関 国名 
機関名 位置付け 

イギリス UKAS（英国認証機関認

定審議会） 
英国政府と MoU を締結。UKAS を英国唯一の認定

機関とする。 
フランス COFRAC（フランス認証

委員会） 
法的な位置付けを有する非営利機関。位置付けは

UKAS と似ている。 
DAR（ドイツ認定機関協

議会） 
認定機関の協議会であり、DAR は認定そのものの

実施はしていない。国内唯一の認定機関は存在せ

ず、任意の産業分野毎の認定機関、強制法規毎の

認定機関が複数存在する。 
AKS Hannover 物理、化学、生物、医学分野の試験所、検査機関

の認定 
DAU 環境マネジメント検証要員の認定（EEC No. 

1836/93 に関連） 
KBA 自動車、自動車部品の QMS 認証機関の認定 
ZLG 医療用具に関する試験所の認定 

ドイツ 

強制 
分野 

ZLS 試験所、製品認証、QMS 認証機関、要員認証機関

の認定 
DACH 化学分野に関する認定 
DAP 素材試験分野の試験所認定 
DASMIN 石油化学分野に関する試験所認定 
DA Tech 電気、電子分野の試験所認定、製品認証機関の認

定 
DIAS GmbH（有限会社）認定システムに関する機関 
DKD 校正機関の認定 
GAZ 試験所の認定、マネジメントシステム、製品／サ

ービス、人材、QMS／EMS に係る認定 

ドイツ 任意 
分野 

TGA 認証連合、品質・環境等のマネジメントシステム

および要員の認定 
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表 3-4に示すようにイギリスは認定機関としてUKAS（英国認証機関認定審議会）のみが認められてい

る。 
 イギリスでは、認定により適合性評価に必要とされるレベルの信頼制度を持たせるためには、認定が

「権威あるもの」でなければならず、適合性評価に関する限りでは、認定機関が政府指導かで活動すべき

であることを意味していると、一般に認められている。1984 年から 1995 年にかけては、イギリス全土で適

合性評価が公平に実施されるように、イギリスでは政府が認定を実施していた。 
 1995 年には、覚書（MoU）により DTI（英国貿易産業省）はイギリス唯一の認定機関として UKAS を

設立した。UKAS は認定の主要利害関係者を社員とする民間企業である。UKAS と政府は、UKAS が

国益に沿って活動し、MoU に基づいて引き受けた業務を履行できるように、常に連携を保っている。また、

UKAS は MoU によって定期監査を受けなくてはならないとされている。このように政府と UKAS は密接

に関係しており、イギリス政府は NB も含めた適合性評価機関に UKAS の認定を受けることを奨励してい

る。 
イギリスのように、国内に唯一の認定機関を設立することの利点としては次のようなことが挙げられる。 

 
 認定が一貫した権威ある形で実施される 
 UKAS が中核的研究拠点として機能できる 
 UKAS 認定は（国内でも国際的にも）承認される 
 規制及び非規制適合性評価の認定が整合化される 
 規模の経済を達成できる 
 EU 加盟諸国との整合性を確保できる 
 国際認定フォーラムにおいて UKAS が唯一の英国代表として機能できる 

 

3.1.1.4. 規格作成の標準化プロセス 

整合規格は EU の地域規格である EN 規格として、CEN（The European Committee for 
Standardization）と CENELEC（European Committee for Electrotechnical Standardization）で

作成される。 
CEN/CENELECのメンバーはEU25カ国と、EFTAの3カ国で、全28カ国がメンバーになっている。

最近は、EU 以外の地域とも積極的に関係を構築しようとしており、地中海地域、ロシア、中国との間で関

係強化の動きが進められている。は EC に属する機関ではなく、民間の組織であり、民間により民間の規

格を開発している。したがって EN 規格は民間で作成される自主規格である。ただし、CEN/CENELEC 
は EC からの要請により整合規格を開発する。整合規格は、それに適合していれば EC 指令を満たして

いるとみなされる規格であり、EN 規格の中でも特別な規格である。 
20 年前のニューアプローチ導入をきっかけとして、EN 規格の開発活動は活性化し、現在では 12,000

の EN 規格が作成され、そのうち 25%が EU の政策をサポートするための規格である。また、EN 規格の

30%が ISO 規格と整合した規格である。 
CEN/CENELEC には、民間の産業界から 70,000 名の専門家が標準化活動に参加しており、これを

フルタイムの雇用に換算すると 7,000 人分に相当するといわれている。この人件費と、会議の参加費、企
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業において行われる試験の費用等が、産業界による標準化活動のコスト負担である。このコストの合計は、

CEN/CENELCE の運営費用の 95%に相当し、残りの 5%分（400 万ユーロ：52 億円）は、公的費用とし

て税金等によってまかなわれている。 
EN 規格の作成に参加することは、国際規格の作成に繋がることであり、参加企業は大きなメリット感じ

て積極的に参加している。EU 域内の統一規格は、企業にとっても大きなメリットをもたらすものであり、そ

れが国際的に通用する方向になることは、さらに大きな意味を持っている。 
EN 規格の作成にあたっては、産業界、中小企業代表、労働組合、環境保護組織代表、消費者代表、

政府代表などが参加している。規格の対象である最終製品に関係するステークホルダーが参加すること

になっている。EC は、CEN を通じて意見を述べることになっている。 
消費者は技術的な問題に関して知識を持っていない、という問題はある。ただし、消費者団体は様々

な方法で、自分たちに必要なことを主張している。オンブズマンを通じて苦情を訴えることも可能である。 
 

3.1.2. アメリカにおける機械安全[4][5][6][7][10][11] 

3.1.2.1. 安全性の要求事項を規定している法律 

アメリカにおける機械安全の基本となる法律は、1970 年に制定された労働安全衛生法、OSHAct of 
1970（Occupational Safety and Health Act of 1970）である。この法律により、労働省のものに 1971
年に設立されたのが、OSHA（Occupational Safety and Health Administration、労働安全衛生庁）

である。労働安全衛生法第 18 条は、労働安全衛生法に基づく規準が存在しない労働安全衛生問題に

ついて州が州法で規制する権利を妨げておらず、また、連邦規準が公布されている労働安全衛生問題

に関しても、州が労働安全衛生規準の策定と執行責任を負うことを希望する場合は、州計画を提出し労

働安全衛生庁の認可を受けることにより、州が執行することを認めている。州の安全衛生基準は、連邦規

準と同等、あるいはそれ以上の効果を持つものでなければならず、一般的には連邦政府の規準と酷似し

ているが、連邦規準と異なる独自の規準を持つこともできる。 
OSHAct の適用範囲は、50 州と連邦政府の統治が行われている領土の民間部門の事業者すべてと、

そこで働く労働者に及び、領土には、コロンビア特別区、プエルトリコ、ヴァージン諸島、米サモア、ジョン

ソン・アイランド、キャナルゾーン、及び外洋大陸棚土地法が定義する外洋大陸棚土地も含まれる。また、

対象とする範囲は、以下のようになっており、連邦政府機関の OSHA によって直接、あるいは OSHA の

認定した州プログラムを通じて、事業者や労働者に適用される。 
 

 製造業、建設業、港湾荷役業、造船業、船舶解体業、船舶修繕業、農業、法曹業、医療業、

慈善救済事業、災害救助業、労働組合、私立の学校など、さまざまな分野の事業者と労働者 
 宗教に関係のない目的で労働者を雇用する部分に限っては宗教法人も対象  

 
労働安全衛生法は以下の人々には適用されない。  
 

 自営業者、家族だけで経営している農場、他の連邦機関の連邦法規が規定する諸団体で働

く人々（この中には、炭鉱労働者、特定のトラック運転手及び運輸労働者、原子力産業労働

者も含まれる。）、州政府や地方自治体の公務員（州のなかには、このような公務員向けに独
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自の労働安全衛生プランを持つところもある。） 

 
OSHA の主な活動内容について以下に示す。 

・ 職場の危害の低減や、新しい安全衛生管理システムの導入、既存のプログラムの改善を事業者や

労働者に奨励 

・ 労働安全衛生の強制規準を作成し、事業所の監督や事業者への支援、必要に応じた通告や罰

則又はその双方を通じて基準を施行 

・ 協同プログラムやパートナーシップ、提携を通じて安全で健康な労働環境の整備を推進 

・ 高度な安全衛生環境を実現させるために、事業者と労働者の義務と権利を規定 

・ 職場の危険を防止する革新的な対策樹立を支援 

・ 報告・記録管理システムを導入し、職業上の傷害や疾病をモニター 

・ 労働安全衛生担当者の能力向上を図る教育訓練プログラムを作成 

・ 事故や傷害の削減を図るために、技術的支援や基準遵守のための支援、教育訓練を事業者に提

供 

・ 独自の労働安全衛生プログラムを実施する州と連携 

・ 相談サービスを支援 

 
OSHAct は連邦法（Federal Laws）第 29 編労働（Labor）の条項のうち、651 条～678 条を総称した

ものであり、連邦法令集（The United States Code：USC）に収められている。USC に収められている法

律の規則集は連邦規則集（The Code of Federal Regulation：CFR）である。OSHAct は労働安全に関

する具体的な基準は定めていない。CFR が具体的な基準を定めており、労働安全では CFR29 編

（29CFR）を参照し、特に 29CFR の Part 1904、Part 1910、Part 1926 が参照されている。29CFR 
Part 1910 は一般的な労働安全に関する基準であり、25 のサブパートから構成されており、機械及び機

械の防御装置についてはサブパート O で定められている。しかし、実際にはサブパート O 以外の要求も

考慮しなければならない。主なサブパートとしては、サブパート S（電気は、一般的に、機械の動力源とし

て使用されていることから、機械安全を達成するためにはその要求事項を満たさなければならない。）、サ

ブパート G（労働衛生に関する規定であり、換気、及び騒音に関する要求についての記載がある。）、サ

ブパート H（危険物質）、サブパート J（一般環境管理）、サブパート Z（毒性のある危険化学物質による作

業領域の汚染について規定されている。）がある。 
 

3.1.2.2. 認証の技術基準としての規格 

OSHA基準は、原文ではOSHA Standardsであり、本来ならば「規格」と訳すべきであるが、法律であ

るため「基準」としている。アメリカも WTO の加盟国であり、TBT 協定のもと ISO/IEC 規格と国内規格の

整合性を図らなければならないが、国際規格との整合が進んでいるとはいえない状況である。 
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ANSI(American National Standards Institute,米国規格協会)が国内規格の作成承認を行うと同

時に ISO/IEC の窓口となっている。国内規格は SDO(Standards Development Organization)として

ANSI に登録されている様々な機関、組織が行うことになっている。この SDO には RIA や NFPA など、

およそ 200 団体が登録されている。アメリカで国際規格との整合が進んでいないのは、このように規格作

成機関が多いのも原因の一つである。OSHA基準以外の国内規格は任意規格であるが、OSHA基準中

に参照され、基準の一部として使用されているものや、NRTL 規格として採用されている規格の場合は、

強制規格として扱われる。 
OSHA 基準基準でよく参照されている民間基準は以下のようになっており、それぞれの概要を以下に

示す。 
 

1.  ANSI(American National Standard Institute)： 
ANSI 規格は、アメリカ規格協会が制定し承認した規格であるが、ANSI 自体は規格を作成

せず ANSI に加入している工業会・学会が作成している。広範な領域にわたって指定されてい

る。 
 

2.  UL(Underwriters Laboratories)： 
損害保険業界によって、製品の安全性を分析する機関として 1894 年設立された。製造者か

ら申請された製品の安全性について認定する規格であり、電気製品の安全に関して重要な規

格となっている。 
 
3.  ASME(American Society of Mechanical Engineers)： 

機械工学分野の規格制定団体であり、ボイラー、圧力容器に関する規格がよく知られている

が、その他にも労働安全に関わる機器（自動式クレーンなど）の基準・規格も労働安全衛生基準

で指定されている。 
 
4.  ASTM(American Society for Testing and Materials)： 

材料や試験方法に関する規格を制定している団体であり、各種機器その他の検査方法等に

ついて多くの規格が参照されている。 
 
5.  NFPA(National Fire Protection Association)： 

全米防火協会は 1896 年に設立された民間非営利団体で 1930 年に法人化されている。過

般消火器、消火栓、スプリンクラー等の消化設備設置基準や電気設備、防爆等に関する規格

が多く、労働安全衛生基準においても火災防災の観点から多くの規格が指定されている。 
 

アメリカでは、ISO12100 シリーズのような機械の安全に関する原則を規定した規格は存在せず、A、B、

C といった規格の構成もとられていない。このため、C 規格に相当する個別機械に対する規格が多数存

在する。ANSI B 11.1 から B11.24 に、様々な個別機械に対する規格がある。 
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3.1.2.3. 認証の方法と認証する組織 

アメリカでは、第三者認証が一部の機械を除いて義務付けられているわけではないが、認証を取らな

いと保険がもらえないため認証へ積極的に取り組んでいる。また、第三者認証を受けていることで販売し

やすくなることがいわれている。一部の機械というのは「巻き上げ機械」を指しており、OSHA基準への適

合義務がある。NRTL（国家認定試験所）認証が要求されるのは、表 3-5に示す機器（巻き上げ機械以

外も参考のために記載する）である。 

 

表 3-5 NRTL 認証強制機器 
1 電線又は電気機器 

2 自動スプリンクラーシステム 

3 固定消火システム（乾式科学薬品、水スプレイ、泡又はガス剤） 

4 固定消火システム構成部品及び薬剤 

5 自動作動式噴水システムのための火災検知装置 

6 ポータブル消火器 

7 自動火災検知器及び機器 

8 従業員用アラームシステム 

9 自閉式火災ドア 

10 火災ドア 

11 酸素溶接及び切断に使用するアセチレン発生器ルーム内部を隔壁している窓の金属枠 

12 熱作動装置 

13 出口用自閉式火災ドア 

14 燃焼防止、阻止バルブ、ホース、ポータブルタンク及び安全缶 

15 ポンプ及び自閉式栓 

16 フレキシブルコネクター（引火性ガス） 

17 サービスステーション給油ユニット 

18 機械式又は重力式換気システム 

19 自動車サービスステーション給油ユニットのラッチオープン装置 

20 新商業及び工業用ＬＰガス消費器具 

21 フレキシブルコネクター（ＬＰガス） 

22 動力工業用トラックＬＰガス変換機器 

23 ＬＰガス貯蓄及び処理システム 

24 自動遮断装置 

25 地上又は地下の交換可能な設備用ＬＰガスコンテナー組み立て部品 

26 固定静電気機器及び装置 

27 静電気ハンドスプレー機器及び装置 

28 静電気流体ベッド及び付属機器 

29 無水アンモニアの貯蔵用各付属装置 
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30 危険な場所で使用するガソリン、ＬＰガス、ディーゼル又は電動トラック 

31 アセチレン装置 

32 アセチレン発生器コンプレッサー又はブースターシステム 

33 アセチレン配管保護装置 

34 多岐管 

35 足場及び一点で調整可能な吊り下げ足場の動力又は手動で動作するユニット 

36 巻き上げ機械及びサポート 

37 巻き上げ機械 

 
NRTL（国家認定試験所）は、1910.7 の附属書Aの要求に従い、OSHAにより認定された試験所であ

り、対象となる製品の試験等を実施する能力を持ち、製造者とは完全に独立した組織である。OSHAによ

るNRTLの制度は新しく、1995 年に始まっている。TÜVラインランドは、この制度が始まった 1995 年から、

OSHAによりNRTLとして認定されている。全てのNRTLは、平成 19 年 3 月現在、表 3-6に示す 18 組

織である。 
 

表 3-6 NRTL 組織一覧 
1 Applied Research Laboratories, Inc. (ARL) 
2 Canadian Standards Association (CSA) 
3 Communication Certification Laboratory, Inc. (CCL) 
4 Curtis-Straus LLC (CSL) 

Electro-Test, Inc. （ETI) 5 
6 Entela, Inc. (ENT) 
7 FM Global Technologies LLC (FM) 
8 Intertek Testing Service NA,Inc. (ITSNA) 
9 MET Laboratories, Inc. (MET) 
10 NSF International (NSF) 
11 Nationalk Technical Systems, Inc. (NTS) 
12 SGS U.S. Testing Company, Inc. (SGSUS) 
13 Southwest Research Institute(SWRI) 
14 TÜV America, Inc. (TÜVAM) 
15 TÜV Product Service GmbH (TÜVPSG) 
16 TÜV Rheinland of North America, Inc. 
17 Underwriters Laboratories Inc. 
18 Wyle Laboratories, Inc. (WL) 

 
NRTL が試験することのできる規格も OSHA によって規定されている。ANSI、NFPA 等数百種類の

規格が掲載されているが、全ての ANSI 規格、NFPA 規格が OSHA によって認められているわけではな

い。また、NRTL が試験することのできる規格も、各 NRTL が OSHA により認定されているので、全ての
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NRTL が OSHA によって規定された全ての規格を試験できるものではないことに注意を要する。 
 

3.1.3. 中国における機械安全[1][2][3][9] 

3.1.3.1. 安全性の要求事項を規定している法律 

中国では労働安全衛生に関する総合的法律は成立していない。旧労働部では、1980 年代後半から

「労働保護法」、「職業安全衛生法」、「安全生産法」などの名称で労働安全衛生総合法の法案を全国人

民代表大会法制委員会に提出しているが、他の部の支持が取り付けられず、採択には至っていない。 
 

3.1.3.2. 認証の技術基準としての規格 

中国の規格は、国際規格である ISO/IEC 規格を積極的に採用して作成されており、国家規格、業界

規格、地方規格、企業規格で構成されている。 
国家規格は一般的に GB 規格と呼ばれており、中国国内で制定の必要な規格の中で、特に全国レベ

ルで統一しなければならない規格である。GB 規格には 3 種類あり、強制規格、任意規格、規格化を指導

する技術文書である。規格総数は約 20,000 規格ある。 
業界規格は国家規格が制定されていない場合で、中国の全国的な範囲で業界で統一する必要のある

規格を制定することができる。中国の業界は 58 に分類されており、各業界で規格が制定される。業界規

格が国家規格に昇格すると即日その業界規格は廃止される。業界規格は 2 種類あり、強制規格と任意規

格である。規格総数は約 33,000 規格ある。 
地方規格は、国家規格、業界規格が制定されていないが、中国の省、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を統一する必要がある場合に制定される。地方規格が国家規格、業界

規格に昇格するとその地方規格は即日廃止される。 
企業規格は企業内において統一を行うにあたって必要な技術規定、管理規定、及び業務規定として

制定される。 
国家規格の中で機械についての安全衛生に関連する規格を表 3-7に示す。 
 

表 3-7 機械についての安全衛生に関連する国家規格 
J09 GB 8176-87 プレス工場の安全生産通則 

J09 GB 8959-88 鋳造の防じん技術規則 

J43 GB 2494-84 研削砥石の安全規則 

J55 GB 4674-84 研削機械の安全規則 

J62 GB 4584-84 プレス用光線式安全装置の技術条件 

J62 GB 5091-85  プレス安全装置の技術条件 

J62 GB 5092-85 プレス用感応式安全装置の技術条件 

J62 GB 5093-85 プレス用のハンディ型マグネチャックの技術条件  

J62 GB 6077-85 シャーの安全規則 

J64 GB 7945-87 アーク溶接設備、溶接ケーブルプラグ、コンセントおよびカプラの安全要求 

J65 GB 7033-86  指保護キー式および保護カバー式木工平かんな盤の安全技術条件 
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J65 GB 12557-90  木工工作機械の構造の安全通則 

J72 GB 10080-88  空調用通風機の安全要求 

J80 GB 5144-85  建設用タワー式クレーンの安全規則 

J80 GB 6067-85  クレーン等の安全規則 

J80 GB 10055-88  建設用リフトの安全規則 

J81 GB 9075-88  架空索道用スチールワイヤの試験と廃棄基準 

J81 GB 7258-87  自動車の運行に関する安全技術条件 

J81 GB 11291-89  産業用ロボットと人の安全規範 

J81 GB11341-89  ケーブル式輸送機の安全規則 

J82 GB 7588-87  エレベータの製造と設置の安全規範 

 

3.1.3.3. 認証の方法と認証する組織 

国家規格と業界規格は中国標準化法の規定により、強制規格と任意規格の2種類に分けられる。人体

の健康、人身、財産の安全を保障する規格と法律、行政法規に定められた強制執行の規格は強制規格

となり、その他の規格は任意規格となる。設計者は規格に適合することを法律で要求されている。 
 

3.1.3.4. 主な標準化関連組織 

国家規格等の標準化活動を行っている主な組織は、標準化行政管理機関である SAC(State 
Administration of China for Standardization)、標準化科学研究機関である中国標準化研究センタ

ー、中国全国標準化技術委員会、中国標準化協会がある。SAC は国家標準化の法律の制定、国家規

格の制定、修正及び国家規格の統一審査、許可、番号指定、公布、業界規格・地方規格業務の協調指

導、国家の代表として ISO、IEC などの国際会議への出席等を行っている。 
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3.1.4. 日本における機械安全[4][5][6][7][9] 

3.1.4.1. 安全性の要求事項を規定している法律 

日本における機械安全関連の法律としては労働安全衛生法がある。労働安全衛生法の第 3 条には

「事業者等の責務」として、機械を使用する事業者、機械を製造する事業者が果たさなければならない義

務が示されている。機械製造事業者に対しては、「こられの物（機械等の設備）が使用されることによる労

働災害の発生の防止に資するように努めなければならない」と示されている。 
 

労働安全衛生法  

（事業者等の責務）  

第三条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでな

く、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保

するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に

協力するようにしなければならない。  

２  機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは

輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建

設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなけ

ればならない。  

３  建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全

で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。  

第四条  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者

が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 

 

労働安全衛生法の対象となる機械は、特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるも

ので「特定機械」、別表第二に掲げるもので「特定機械以外の機械」、「別表第３に掲げる機械」、「別表第

４に掲げる機械」がある。 
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別表第一 （第三十七条関係）  

一 ボイラー 

二 第一種圧力容器（圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。） 

三 クレーン 

四 移動式クレーン 

五 デリック 

六 エレベーター 

七 建設用リフト 

八 ゴンドラ  

 

別表第二 （第四十二条関係）  

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置 

二 第二種圧力容器（第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表

において同じ。） 

三 小型ボイラー 

四 小型圧力容器（第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。） 

五 プレス機械又はシャーの安全装置 

六 防爆構造電気機械器具 

七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 

八 防じんマスク 

九 防毒マスク 

十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置 

十一 動力により駆動されるプレス機械 

十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 

十三 絶縁用保護具 

十四 絶縁用防具 

十五 保護帽  

 

別表第三 （第四十四条関係）  

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 

二 第二種圧力容器 

三 小型ボイラー 

四 小型圧力容器  

 

別表第四 （第四十四条の二関係）  

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の

制動方式のもの 

二 プレス機械又はシャーの安全装置 

三 防爆構造電気機械器具 

四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 

五 防じんマスク 

六 防毒マスク 

七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの 

八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するも

の 

九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 

十 絶縁用保護具 

十一 絶縁用防具 

十二 保護帽 
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平成 18 年 4 月 1 日に施行される労働安全衛生法の改正により、事業者による設備等のリスクアセスメ

ントが努力義務とされるようになった。 
以下に示すように、事業者は「設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務

に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規

定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努め

なければならない。」と示されており、機械に関しては、この中の「設備」に相当して「調査」（リスクアセスメ

ント）を行うことが努力義務とされる。 
これを実施するにあたり、厚生労働省では「その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表す

る」とされており、現在「危険性又は有害性の調査等に関する指針」が策定されており、厚生労働省からパ

ブリックコメントが求められる予定となっている。 
機械安全に関しては、この指針について、機械に係る厚生労働省労働基準局長の定めるガイドライン

が含まれることとされており、このガイドラインは、平成 13 年 6 月 1 日付け基発第 501 号「機械の包括的

な安全基準に関する指針（ガイドライン）」（以下、機械安全包括指針）であることになっている。すなわち、

労働安全衛生法の改正によって、機械安全包括指針は労働安全衛生法に参照されることとなり、法的な

効力を有するものとなった。 
この機械安全包括指針には、国際機械安全標準で採用されているリスクアセスメントの考え方や、本質

的安全設計を含む３ステップメソッドの考え方が含まれており、従来に比べるとかなり国際標準に近い安

全性確保の考え方が取り入れられることになる。 
 また、この機械安全包括指針の「７ 製造者等が行う安全方策の具体的方法等」の（４） 使用上の情

報の提供において、 
 

 ア 製造者等は、別表第四に定める事項その他機械を安全に使用するために必要な事項を使用

上の情報として提供すること。  
 イ 製造者等は、別表第五に定める方法その他適切な方法により使用上の情報を提供すること。  
 ウ 製造者等は、設備上の安全方策により低減が可能であるリスクについては、使用上の情報の

提供を行うことにより設備上の安全方策に代えてはならないこと。 

 
とされており、事業者はメーカに対してリスクアセスメントの実施を求め、その結果を入手することが明記

されており、事業者のみならずメーカにも間接的ではあるがリスクアセスメントが努力義務となった。 
 
労働安全衛生法改正（平成 18 年 4 月 1 日施行） 

 

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 

（事業者の行うべき調査等） 

第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、

蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、そ

の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の

危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当

該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害

を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省で定め

る業種に属する事業者に限る。 

 - 38 - 



２ 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その

適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を

行うことができる。 

 

3.1.4.2. 検査・検定の規格 

検査・検定の基準は労働安全衛生法施行令の中で上述した対象機械の規格について述べている。厚

生労働省で作成されている規格は構造規格であり、非常にチェックしやすく、イエスかノーがすぐに判定

できるようになっている。また、JIS 規格とは無関係である。構造規格は非常に古い規格で新しい技術が

取り入れられていない。そのため、新技術を使おうとしても従来の規格を満足しないため採用が認められ

ない。厚生労働省の構造規格は国際規格と不整合が生じているため、厚生労働省が認めた機械は、世

界に通用しなくなる可能性が高い。 
 

3.1.4.3. 検査・検定の方法と検査・検定する組織 

労働安全衛生法では、工場等で使用される機械に対して、検査・検定を実施することが求められてい

る。検査・検定には、以下の種類がある。 
• 製造時等検査 
• 個別検定 
• 型式検定 
• 性能検査 

製造時等検査は、製造時点で労働安全衛生法の構造規格の技術基準に適合しているかを検査する

ものであり、検査の対象は労働安全衛生法の別表第一で示されている特定機械等である。 
このうち、厚生労働省令で定められた特別特定機械等については、登録製造時検査機関により検査を

行うことが求められており、その他の特定機械等については、都道府県労働局長が検査を行うことになっ

ている。 
個別検定は、登録個別検定機関が実施するものであり、労働安全衛生法の別表第三に示された機械

等については、個別検定を受けることが求められている。 
型式検定は、登録型式検定機関が実施するものであり、労働安全衛生法の別表第四に示された機械

等については、個別検定を受けることが求められている。 
性能検査は、製造時等検査で発行される検査証の有効期間の更新を受ける時に、受けなければなら

ない検査で、登録性能検査機関が実施することになっている。 
各検査機関、検定機関は、労働安全衛生法に示される条件に基づき厚生労働省に申請し、登録を受

けることが必要とされている。 
登録個別検定機関は（社）産業安全技術協会、（社）日本ボイラ協会または（社）ボイラ・クレーン安全

協会であり、登録型式検定機関は（社）産業安全技術協会、（社）日本クレーン協会である。 
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3.1.5. 各地域の比較 

図 3-3～図 3-6にEU、アメリカ、中国、日本の機械安全に関する認証制度の概要を示す。また、EU、ア

メリカ、中国、日本の機械安全に関する認証制度の調査で下記の項目について比較した結果を表 3-8
に示す。 

 

● 法律 

● 法律に整合した技術基準（規格） 

● 規格作成の標準化機関 

● 規格の更新性 

● 規格の形態 

● 認証マーク 

● 認証の方法 

● 認証機関 

● 認定機関 

● 国際規格との整合性 
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図 3-3 ＥＵの機械製品に関する制度 
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図 3-4 アメリカの機械製品に関する制度 
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図 3-5 中国の機械製品に関する制度 
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図 3-6 日本の機械製品に関する制度 
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表 3-8 機械製品の認証制度について各国間の比較 
項目 EU アメリカ 中国 日本 

法律 機械指令 ＯＳＨＡｃｔ 

中国製品品質法、中国標

準化法、中国輸出輸入商

品検査法、中国認証認可

条例 

労働安全衛生法 

法律に整合した技術基準

（規格） 

EN 規格の中の整合規格

（規格への適合は任意） 

ＡＮＳＩ規格（ＯＳＨＡｃｔで要

求されている） 
ＧＢ規格、ＪＢ規格 労安法の構造規格 

規格作成の標準化機関 CEN/CENELEC ＡＮSＩ ＳＡＣ 厚生労働省 

規格の柔軟性 ○ ○ ○ × 

性能規定化 性能規定 性能規定 性能規定 仕様規定 

認証マーク CE マーク 

一部の製品においてＵＬマ

ーク等（多くの製品でＵＬマ

ークを取得している。） 

なし（将来的にＣＣＣマーク

の対象あり） 
なし 

認証の方法 自己宣言、第三者認証 
一部の製品において第三

者認証 

なし（将来的には第三者

認証） 
検査・検定制度あり 

認証機関 NB（TÜV、ＢＳＩ等） ＮＲＴＬ（ＵＬ等） なし（将来的にＣＵＣ） 登録検査機関 

認定機関 
各国政府 ＵＫＡＳ（イギリ

ス） 
地方自治体政府 なし（将来的にＣＮＣＡ） 厚生労働省 

国際規格との整合性 ○ 
△（一部整合している規格

あり） 
○ 

△（機械の包括的な安全

基準に関する指針） 

 



3.2. 電気製品安全に関する海外の基準認証制度 

3.2.1. EU における電気製品安全の調査[4][5][6][7][8] 

3.2.1.1. 安全性の要求事項を規定している法律 

電気製品の安全については、低電圧指令が該当する。低電圧指令は、「所定電圧の範囲内で使用さ

れるように設計された電気機器に関する加盟諸国の法律の近似化に関する指令」として、1973 年 2 月 19
日に EC 閣僚理事会で承認され、1973 年 3 月 26 日付けの EC 官報 L シリーズ（OJ No L77, 
26.3.1973.）に掲載されたものである。低電圧指令は、EU における製品安全分野の指令としては最も古

いものである。電気ショックによる危険、電気エネルギーによる危険、火災、熱による危険、電離放射線に

よる危険等を取り扱っている。 
1985 年に、ニューアプローチ指令により、CE マーキング表示義務化の指令が出されたが、当初は、

CE マーキング表示義務化の指令の対象に低電圧指令は含まれていなかった。そのため、CE マーキン

グ表示がスタートした時点では、CE マークを添付する義務は生じなかった。一方、機械指令の中では、

要求事項の中に低電圧指令に合わせることを指示したものがあった。また、CEN、CENELEC が独自の

作業で EN 規格を作成していたことから、内容に矛盾や重複が生じたり、責任の所在が明確にならないと

いった問題が発生してきた[2]。このため、EU の産業界に混乱が生じた。 
1993 年には低電圧指令が修正され、1995 年 1 月 1 日からはニューアプローチの枠組みに合わせら

れることになり、2 年間の猶予期間の後に、1997 年 1 月 1 日から、対象となる全ての製品に対する CE マ

ークの表示が義務化され、マーク表示の要求事項に従わない製造業者や輸入業者には罰則が科せられ

ることになった。ただし、実際の安全性の要求事項は、基本的に従来のままである。 
低電圧指令は、一部例外を除いて、電気を使う製品のすべてを対象としている。この一部例外は、工

業環境で使われる（一般大衆が触らない）ような製品で自由流通の概念になじまないもの、他の指令でカ

バーされている製品、既に世の中に行き渡っており今になって変更することが合理的でない製品、単純

な電気部品などである。なお、次回の改定では、低電圧指令には、電気自動車が新たに例外として掲載

される予定である。（電気自動車は、自動車の指令に入っている。） 
 

3.2.1.2. 認証の技術基準としての規格 

低電圧指令への適合を確認するためには、EN 規格の中の整合規格を用いる。多くの製品で対応した

規格が存在する。もしも該当規格がない場合は、国際規格や EU 加盟国の国家規格を使用する。 
整合規格として、家電製品なら EN60335 のシリーズ、事務機器なら EN60950 のシリーズなどがある。 
個別規格での基本的要求事項には、通常使用状態や異常（故障）状態での火災・感電・けがに対する

要求、危険予防に関して表示や取り扱い説明書に対する要求などがある。その他、その製品特有の事項

が追加される場合もある。 
 

3.2.1.3. 認証の方法 

CE マークの認証は第三者による認証は義務づけられておらず、基本的に全て自己宣言することでで

きるものである。自己宣言の実務について以下に述べる。 
指令に適合させるまでの手順は、１．適合を証明する、２．技術文書を作成する（設計管理）、３．宣言
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書を作成する、４．CE マークを表示するとなる。生産にあたっては、型式試験を用い、サンプルと同じ製

品が生産されるような設計管理、製造管理、品質管理が必要である。 
製品の規格に対して適合を証明するには、既に整合規格がある場合は、その整合規格に沿って判断

する。従来にない機能や使い方をする製品の場合、現状の規格がその製品が有する危険源を考慮して

いないことが考えられるため、必ずリスクアセスメントを行う。整合規格に記載されている各項目について

一つ一つ適合を確認する作業を行う。リスクアセスメントで製品に危険があると判明した場合には、規格に

何も記載がなくてもその対策をとる。全ての確認が終われば、製品は指令の必須要求を満足していると判

断できる。 
 

3.2.1.4. 規格作成の標準化プロセス 

これについては、上述している3.1.1.4を参照とする。 
 

3.2.2. アメリカにおける電気製品安全の調査[4][5][6][7][10][11] 

3.2.2.1. 安全性の要求事項を規定している法律 

アメリカの中央政府機関は、直接的には電気安全規則を制定してはいない。合衆国憲法の第 10 条は

個々の州政府にそれぞれの州民の利益及び福祉のための法律を作る権限を与えている。ニューヨーク、

ロサンゼルス、ワシントン等の主要都市では、個々に電気安全の規則を規定している。表 3-9に地方政

府の法律の例を示す。 

 

表 3-9 地方政府の法律/規準 
州・郡・市名 法律/基準名 

General Business Law  399-N Approval of Electrical 
Device 

ニューヨーク州 

Los Angeles, CA County Code 11.58 ロサンゼルス州 

Los Angeles Municipal Code, Chapter IX Building 
Regulation, Sec.93.0402 

ロサンゼルス市 

Revised Code of Washington (RCW), Title 19,Chapter 
19.28, Section 19.28.010 Electrical Wiring Requirements 

ワシントン州 

 
アメリカでは、消費生活用製品を製造又は販売するに当たって遵守することが法的規制によって義務

付 け ら れ て い る 強 制 規 格 が 、 消 費 者 製 品 安 全 委 員 会 （ CPSC ： Consumer Product Safety 
Committee）により、消費者製品安全法（CPSA：Consumer Product Safety Act）をはじめとする消費

者保護を目的とする法令で制定されている。基準適合義務が課せられている特定品目を除いて（表 3.7
を参照）、一般には消費生活用品の製造又は販売のための要件とされる規格や認証制度はない。 
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3.2.2.2. 認証の技術基準としての規格 

認証機関の UL が定めた各種製品の安全規格が、製品の安全性確保や消費者保護に重要な役割を

果たしている。現状においては、電気製品の多くは UL 認定を取得しており、アメリカでは UL 規格と UL
マークが事実上、電気製品の安全性を象徴するものとして、4 万以上の自治体で受け入れられている。 

また、産業機械で使用される電気・電子装置、機械又は 600V 以下の電圧で動作する産業機械システ

ムにおいては NFPA 規格（NFPA 79）が使用される。 
 

3.2.2.3. 認証組織と認証要求 

上述したように、法律で認証要求はない。自社で安全規準を適合させ、適合していることを証明する証

明書（基準、製造年月日、製造場所を明記）を保管しておく方法でも良いが、第三者認証をしている製品

が多い。第三者認証機関としては UL 等がある。 
地方政府においては認証を要求しているところがあり、ニューヨーク州の General Business Law  

399-N Approval of Electrical Device では、電気装置又は電気配線又は電気機器は、常に州又は地

方自治体の法令、法律、規則又は規準により、火災安全のための UL 認証を要求している。 
 

3.2.3. 中国における電気製品安全の調査[1][2][3][9] 

3.2.3.1. 安全性の要求事項を規定している法律 

電気製品の安全については、中華人民共和国製品品質法、中華人民共和国標準化法、中華人民共

和国輸出輸入商品検査法が該当する。表 2-2に示したCCCマーク対象製品の中に電気製品は多く含ま

れている。 
 

3.2.3.2. 認証の技術基準としての規格 

適用技術基準の多くは、3.3.2 項で述べた IEC/CISPR 等の国際規格に整合された国家規格に基づく。

適用規格には、品目により「安全及び EMC」、「安全のみ」、「EMC のみ」の 3 つのケースがあり、規定さ

れているすべての規格に適合しなければならない。 
 

3.2.3.3. 認証の方法 

（1）認証の取得 

認証の取得には、サンプルによる型式試験と工場検査（初回検査と年 1 回の定期検査）があり、型式試

験及び工場検査における要求内容についても、それぞれの品目対応の実施規則で規定されている。市

場検査として、地方の品質技術監督部門などが、デパート、専門店等での抜取検査を実施しており、GB
規格への不適合があった場合は、標準化法などに基づき販売停止、没収、罰金等を科すとともに、製造

者に対し是正処置を求めている。これは、ISO/IEC Guide28 に示された製品の認証手順に類似してい

る。 
また、CCC 強制対象品目外の製品に対し、任意で申請し認証を受けることができる。これは中国認証
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機関独自の認証制度である。任意認証を発行している認証機関は複数あり、電気製品では、CQC や

CEMC などが各々別のマークを制定している。申請方法・認証形態は、ほぼ CCC 認証と同じ要領である。

ただし、任意認証マークの効力は CCC マークに代わるものではない。任意認証のメリットを以下に示す。 

・ CCC マークのない製品に中国市場での安全性がアピールできる。 

・ 部品で任意認証を取得した場合は、組込先製品の CCC 申請の際、部品に対する試験が免除さ

れる。（注：任意認証を取得した機関以外で相互に認められるかどうかは不明なため、その都度確

認が必要である。例：CEMC マーク部品搭載の製品を CQC 経由で CCC 申請する場合など） 

・ 任意認証取得品が今後 CCC 強制品目に追加された場合、比較的容易に CCC マークへの転換

が可能であると考えられる。 

 

（2）認証取得に関する費用 

2005 年 9 月現在、CCC の認証費用の基準となっているのは、2004 年 11 月に CNCA から発表され

た「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」である。この通知には

主に申請や認証にかか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。以下に述べることは 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、それぞれ複数の申請になるので注意が必要である。 
（2006 年 12 月現在、1 元＝約 14.7 円） 
 

（a） 申請費 

600 元（1 申請単位あたり） 
ただし、変更申請の場合は、以下の条件であれば申請費は不要になる。 

・ 企業の名称又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） 

・ 認証申請者を変更する場合 

・ 商標を変更する場合 

・ 規定の製品単位内及び同一設計型号に基づいて製品の販売型号及び製品商標等を拡大する場

合 

 

（b） 資料翻訳費 

1,000 元（申請資料が中国語でない場合） 
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（c）型式試験費用 

部品型スイッチング電源での実績を例に挙げると、CB レポートありで申請した場合：約 1500 ドル、CB
レポートなしで申請した場合：約 3000 ドルといったように、約 2 倍程度の差がある。 

 

（d） 初回工場検査費用 

工場検査員人件費：3000 元／1 人 1 日あたり 
日本工場の場合、通常は 2 名×2 日間程度の検査が行われるため、3000 元×2 人×2 日＝12000

元となるが、中国国内の移動時間を 2 名分で 3000 元が加算されるため、実績として 15000 元が請求さ

れている。 
 

（e） 認証・登録費用 

800 元（1 認証単位当たり） 
ただし、変更・追加申請の場合、以下のような運用となっている。 

・ 製品の認証単位に影響しないと判断された場合は、認証・登録費用は不要 

・ 認証製品に合格評定の必要はなく、認証書発行のみの場合は、証書の印刷コストとして 1 証書当

たり 10 元を請求する。 

 

（f） 定期工場検査費用 

初回工場審査費の 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、約 10～15
万円程度）。 

 

（g） 年間費用 

申請者 1 社が取得済みの証書枚数によって金額が決められており、それぞれ 1 証書当たりの年間費

用は、以下のようになっている。 

20 枚以下        ：1 証書当たり 200 元 

21 枚以上 50 枚以下 ：1 証書当たり 150 元 

51 枚以上        ：1 証書当たり 100 元 

 

 - 50 - 



3.2.4. 日本における電気製品安全の調査[4][5][6][7][9] 

3.2.4.1. 安全性の要求事項を規定している法律 

電気製品の安全については、経済産業省の電気用品安全法が該当する。この法律は電気用品の製

造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促

進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としている。 
規制対象製品としては、特定電気用品（構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は

障害の発生するおそれが多い電気用品：電気温水器、電熱式・電動式おもちゃ、電気ポンプ、電気マッ

サージ器、自動販売機、直流電源装置など全１１２品目）と特定電気用品以外の電気用品（電気こたつ、

電気がま、電気冷蔵庫、電気歯ブラシ、電気かみそり、白熱電灯器具、電気スタンド、テレビジョン受信機、

音響機器など全 340 品目）が指定されている。 
 

3.2.4.2. 検査の技術基準 

技術上の基準には、第 1 項基準（省令 1 項）と第 2 項基準（省令 2 項）の 2 つがある。第 1 項基準とは

経済産業省令の中で具体的に規定されている技術基準で、第 2 項基準とは経済産業省令の 2 項で「経

済産業大臣が電気用品の構造、材質等から判断して保安上支障がないと認めた場合は、前項の規定に

かかわらず、経済産業大臣が認めた基準を技術基準とする」を根拠に定められた基準（IEC 等の国際規

格に整合された基準）である。第 1 項基準と第 2 項基準のいずれを適用するかは事業者の任意であるが、

二者択一である。 
 

3.2.4.3. 検査方法と検査機関 

届出事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、技術上の基準に適

合するようにしなければならない。また、これらの電気用品について（自主）検査を行い、検査記録を作成

し、保存しなければならない。届出事業者は、製造又は輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合

には、その販売するときまでに登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受

け、これを保存しなければならない。 
特定電気用品についてはこれらの検査を受け PSE マークを表示することが強制である。特定電気用

品以外の電気用品については、PSE マークの表示は任意である。 
登録検査機関について以下に示す。 

• 国内登録検査機関 

� 財団法人電気安全環境研究所 

� 財団法人日本品質保証機構 

� 社団法人電線総合技術センター 

� テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 

� 株式会社コスモス・コーポレイション 
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� 株式会社ユーエル エーペックス 

• 外国登録検査機関 

� アンダーライターズラボラトリーズインク 

� ユーエルインターナショナルデムコエーエス 

� インターテック テスティング サーヴィス ホンコン 有限会社 

� テュフ ラインランド プロダクト セーフティ ゲーエムベーハー 

 

3.2.4.4. S マーク制度について 

Sマークの制度についての概要は図 3-7に示す。 
S マークは公正・公平な第三者認証機関（JET・JQA・UL-Apex・TÜV Rheinland）が多項目の試験

を行い、安全基準（METI が定めた第一項基準、第二項基準の事を指す）を満たしていることを認めた証

として表示される第三者認証マークである。あらゆる電気製品を対象に平成 7 年から開始された第三者

認証制度で、法律で義務付けられた制度ではない。そのため、第三者の確認（認証）を受けるか否かは

事業者の意志で決めることになる。しかしながら、現在では、店頭で販売されている主な電気製品（テレビ、

冷蔵庫等）の約 70%にこのマークが表示されている。 
事業者は、METI が定めた第一項基準、第二項基準のどちらかを選択し認証機関に申請する。認証

の方法は上述した PSE マークについては、グループ認証であるが、S マークについてはモデル認証であ

る。S マークは電気用品安全法の補完的な役割を担っている。 
 

 

図 3-7 S マーク制度の概要 
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3.2.5. 各地域の比較 

図 3-8～図 3-11にEU、アメリカ、中国、日本の電気製品に関する認証制度の概要を示す。また、

EU、アメリカ、中国、日本の機械安全に関する認証制度の調査で下記の項目について比較した

結果を表 3-10に示す。 

 

● 法律 

● 法律に整合した技術基準（規格） 

● 規格作成の標準化機関 

● 規格の更新性 

● 規格の形態 

● 認証マーク 

● 認証の方法 

● 認証機関 

● 認定機関 

● 国際規格との整合性 
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図 3-8 ＥＵの電気製品に関する制度 
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図 3-9 アメリカの電気製品に関する制度 
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図 3-10 中国の電気製品に関する制度 
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図 3-11 日本の電気製品に関する制度 
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表 3-10 電気製品の認証制度について各国間の比較 
項目 EU アメリカ 中国 日本 

法律 低電圧指令・EMC 指令等 州法・地方自治体など 

・CCC マーク（中国製品品

質法、中国標準化法、中

国輸出輸入商品検査法、

中国認証認可条例等） 

・CQC マーク（中国製品品

質法、中国標準化法等） 

・PSE マーク（電気用品安

全法） 

・S マーク（なし） 

・JIS マーク（工業標準化

法） 

法律に整合した技術基準

（規格） 

EN 規格の中の整合規格

（規格への適合は任意） 
ＵＬ規格など ＧＢ規格、ＪＢ規格 

・PSE マーク（電安法 技

術基準） 

・Sマーク（電安法 技術基

準、IEC 規格など） 

・JIS マーク（JIS 規格） 

規格作成の標準化機関 CEN/CENELEC UL ＳＡＣ 

・PSE マーク（経済産業

省） 

・S マーク（経済産業省） 

・JIS マーク（JISC） 

規格の柔軟性 ○ ○ ○ 

・PSE マーク（△） 

・S マーク（△） 

・JIS マーク（○） 

性能規定化 性能規定 性能規定 性能規定 

・PSE マーク（仕様規定、

性能規定） 

・Sマーク（仕様規定、性能
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規定） 

・JIS マーク（性能規定） 

認証マーク CE マーク 
多くの製品でＵＬマークを

取得している。 

CCC マーク 

CQC マーク 

・PSE マーク 

・S マーク 

・JIS マーク 

認証の方法 自己宣言、第三者認証 
一部の製品において第三

者認証 
第三者認証 

・PSE マーク（一部自己適

合宣言） 

・S マーク（第三者認証） 

・JIS マーク（第三者認証）

認証機関 NB（TÜV、ＢＳＩ等） ＮＲＴＬ（ＵＬ等） CQC、CEMC 登録検査機関 

認定機関 
各国政府 ＵＫＡＳ（イギリ

ス） 
地方自治体政府 ＣＮＣＡ 経済産業省 

国際規格との整合性 ○ 
△（一部整合している規格

あり） 
○ △ 

 



4. 今後の取り組み方と提言まとめ 
4.1. 中国基準認証制度における問題点 

 実態調査等で明らかになった中国基準認証制度における問題点を下記に示す。 
 

 CCC マーク制度において、中国は海外の適合性評価機関を認定していない。 

 指定されている認証・試験機関が基本的に中国国内のみであり、輸出国側の機関で試験

ができない。 

 中国認証認可条例等において、海外の適合性評価機関の認証活動が禁止されており、

TBT 協定に抵触していると考えられる。 

 

 CCC 認証に際して、初回工場検査に関して海外の試験機関が実施することができない。 

 原則的に CCC マークの認証取得に要する期間は 90 日を超えないと言われているが、中

国の査察官が初回工場検査のために来日するためにパスポート、VISA 発行期間などに

手間を要することもあり、認証取得までに 90 日以上必要なケースがある。 

 

 CCC マーク制度の該当・非該当に関する判断基準が明確ではない。 

 CCC マーク制度の対象製品の分類と HS コードの分類が一致しているわけではないため、

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

当・非該当の判断基準が異なることがある。 

 各地域の出入境検験検疫局で処理方法や判断基準が異なることも報告されている。 

 

 CCC マーク制度の認証に関するコスト負担が大きい。 

 CCC マーク制度の対象となるすべての製品について、定期工場審査が年に１回課さ

れている。 

 CCC マークのラベルを購入する際に、販売枚数単位が決まっており不必要に購入してし

まう。また、最小の大きさが８ｍｍであり、対象製品が小さい場合添付することが難しく、シ

ールは貼り損ねると使用できなくなるという問題がある。 

 CCC マークを印刷・刻印するには、別途申請が必要となるが、CCC マーク印刷の有効期

間が１年と非常に短い。 
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CCC マーク制度に関しては上記のような問題点が挙げられるが、対象製品がすべて第三

者認証であり自己宣言がないという点を除けば、中国の基準認証制度は制度としては EU
の認証制度に非常に類似している。事実、中国の政府関係者は EU を強く意識しており EC
関係者との勉強会や協定等の交流も非常に活発であり、また、アメリカの CPSC とも協力

関係を結んでおりアクションプランを見る限りにおいては、今後より関係が強化されてい

くことは明らかである。 
 さらに、添付資料 3 の機械安全基準および設備製造業の安全生産に関するシンポジウム

の資料によれば、今後機械安全に本腰を入れていくことは明白であり、機械安全を今年中

に CCC マーク制度に組み込む予定であるということはヒアリング調査でも得られている。

そのため、中国の基準認証制度への対応は今後ますます重要であり、引き続き中国の動向

を注視し、WTO/TBT 委員会の場などを活用し、CCC 制度以外の基準認証制度も含め、問

題点への指摘や制度の情報の入手を実施していくことが必要である。 
 なお、中国の基準認証制度の問題点を指摘するためには、日本の認証制度を確固たるも

のにする必要性があり、そのための提言を次節にまとめる。 
 
4.2. 我が国の認証制度に関する提言 

4.2.1. 我が国の認証制度に関する状況 

 WTO/TBT 協定により、国内規格に関して ISO/IEC 規格等の国際規格を基礎とすること

や、適合性評価手続に関して国際ガイド（ISO/IEC Guide 等）を用いることが求められて

いる。これに合わせ JIS 規格の国際規格との整合が進められているのが現状である。 
 一方、諸外国の状況を鑑みると、EU では CE マーキング制度により、EU 内に流通させ

る機械には CE マークの添付が求められており、もちろん日本企業により製造された機械を

EU に輸出する場合にも CE マークの添付が必要である。CE マーク添付のための技術基準

となっているのが EN 規格であり国際規格と整合性が取れている。米国に関しても国内規

格に国際規格を取り入れる活動が活発化している。また、アジア諸国でも国際規格に基づ

いた機械安全制度が整備されつつあり、中国では CCC マーク制度がスタートし、EU の CE
マーク制度と同様CCCマークの添付されていない機械は中国市場に流通できない仕組とな

っている。この CCC マーク添付のための技術基準は国際規格に基づき定められている。 
 このような状況下において、国際規格に整合することを目指して新 JIS 制度がスタート

したが、認定機関が存在しない、JIS マーク付与の適合性評価における技術基準である JIS
規格が国際規格に整合していない等の課題が残っている。 
  
4.2.2. 我が国の認証制度実施上の課題 

中国をはじめとする海外の基準認証制度の比較検討に基づき、我が国における基準認証

制度の課題を以下のようにまとめた。 
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 機械安全国際規格に整合した拘束力のある制度がない。 
 機械安全に関する現行の国内法は労働安全衛生法であり、当該法律において機械の種類

や段階に応じて機械の検査・検定を実施することが定められている。しかし、これらの検

査や検定は国際規格に整合しておらず、検査・検定機関の基準、検査・検定の技術基準は

日本独自のものとなっている。また、機械安全に関する基本的要求事項、および基本的要

求事項への適合性評価手順を明確に定めてはいない。また、電気製品に関しても電気用品

安全法があるが、技術基準において 1 項・2 項の 2 種類があり国際規格に完全に整合してい

るとは言いがたい。 
 今後も日本の産業が国際競争力を維持していくためには、国際社会のルールに即した機

械安全・製品安全に関する法律、および当該法律に基づいた制度を整備する必要がある。 
 

 安全に関する責任体系が不明確 
 我が国では、これまで認証が実施されてこなかったため、規制当局、機械製造者、ユー

ザなどステークホルダー間での認証に対する理解が共有できていない状況である。そのた

め、規制当局、機械製造者、ユーザの責任範囲が不明瞭となっているのが現状である。ま

ずは、国際社会における認証とはどういう行為であり、どういった責任が伴うのか等を整

理し、ステークホルダー間での認識を一致させる必要がある。統一認識ができれば、事故

時や安全性評価に不備があった場合のステークホルダー間の責任分担が明確になる。 
 また、これまでに認証に関する経験の蓄積がないため、実運用に耐える認証制度を設計

するためには、実導入事例や安全性に係るデータの蓄積をもっと増やす必要がある。 
 

 国内で認証を実施できる人材が不足している 
 国内で認証という市場が存在しなかったため、認証を実施できる人材（アセッサー）が

ほとんどいない状況である。アセッサーだけではなく、製造者側にも安全に関する専門知

識を有した人材（安全技術者）は十分とはいえない。認証制度を実際に運用していくため

には、アセッサーや安全技術者の育成が急務である。 
 

 民間の保険会社、認証機関が未発達である。 
 認証機関に関する一般要求事項を定めた国際規格等においては、認証を実施するために

は、その認証行為への責任を果たすために損害保険への加入が求められており、認証機関

の適合性評価結果に対して問題が生じた場合に、金銭的な備えが求められている。  
 しかし、国内では徐々にこのような保険ができつつあるが、日本版認証制度をスタート

する上で、堪えうる損害保険は整備できていない。日本版認証制度の整備と並行して、認

証に関る損害保険の整備も進める必要がある。 
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4.2.3. 提言 

 課題を解決し、国際レベルの安全を確保するためのポイントを提言として以下の通りま

とめた。 
 

 JIS 規格を法令で参照し拘束力を持たせる仕組みの構築 

 JIS 規格（ISO/IEC 規格）を法令で参照し拘束力を持たせる仕組みを確立する。 

 国際安全規格の考え方に基づき安全を確保する方法を、国内の事業者に適用する制度

を構築し、例えば労働災害に関しては労安法の範疇とし、作業者が使用する機械の安全

を確保することを目的とした制度とする。 

 必要とされる規格に適合していることを認証する仕組みが必要とされる。自己宣言のみで

許可する方法もあるが、特に危険と考えられる機械・製品については第三者認証を要求す

ることが必要と考えられる。 

 認証制度の構築により、機械・製品を製造する側、使用する側の責任と義務とを明確にし、

免責の考え方が定着すると考えられる。 

 既存の法律との関係も含めて、実際に効果がある枠組みを、法律に関する研究者も含め

て検討を進めることが必要とされる。 

 民間の工業団体が自分たちにとって必要であることを認識し合意を形成し、工業団体の

総意として経済産業省に対し働きかける。 

 

 機械・製品安全の国際規格に準拠した認証制度、認証技術者制度の立ち上げ 

 国際規格に準拠した認証制度を民間の工業団体が中心となって立ち上げる。認証制度の

普及に従い、機械・製品安全の国際規格に基づく、必要とされる責任と義務、及び免責の

考えが日本の社会に広がっていくと考えられる。 

 国内工業団体の意向をとりまとめ、総意として制度を立ち上げられることができれば、最初

の段階から認証についてある程度の権威が認められると考えられる。 

 規格に適合していることを評価し、裁判等で証言することが可能な専門家として、または企

業に対して高度かつ専門的なコンサルティングを行うことができる人材として、認証技術者

の資格制度を設立し、そのような資格を有した人材を活用する枠組みを構築する。 

 

 国際規格に適合した機械・製品の導入促進 

 工業団体の参加企業は、機械安全認証されていない機械は導入しないことを宣言する。 
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 国際的に通用する高い安全性が確保された機械の導入を、日本の産業界に促進するた

めの活動を進める。例えば、機械安全国際規格に準拠した安全認証機械の導入に対して、

中小企業向けの補助金制度を設けることを経産省に働きかけ実現する。 

 国内の工業団体の総意を得るために、参加団体・企業への働きかけを行い、協力体制を

築き、それが日本全体の製造業に広がる方向に先導する。 

 

 国際規格開発推進をサポートする組織の立ち上げ 

 日本発の機械安全に関する国際規格の開発を目指して、広く企業の新技術等の発掘が

容易にできるような民間の組織を作り、企業をサポートしていく仕組みを構築する。 

 国際規格開発を推進するにあたって、アジア諸国の協力を求めていく。 

 機械安全に関する国際標準化情報の収集と蓄積を行う。 

 標準作成を考えている業界団体、民間企業からの相談業務、標準化エキスパートの紹介・

派遣を行う。 

 これらの活動を通じて、産業界の標準化に対する動機付けの高揚を期待する。 
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添付資料 1 ヒアリング調査結果（中国当局） 
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平成 18 年度「海外の基準認証制度に関する調査」 ヒアリング調査メモ 

日時 中联认证中心(CUC) 2007 年 2 月 27 日 １５:００～1７:００ 場所 
中国 北京 

 

○インタビュー内容 

中国の基準認証制度及び標準化の状況についてインタビューを行った。 • 

• 

• 

 

中联认证中心について 

研究員が50名ほどおり、プレス・旋盤・遠心分離機・圧縮機・空調機などの機械を対象とした

認証活動（任意）を実施している。 

1996年から認証活動を実施しており、任意ではあるがCUCマーク は信頼されステータ

スとなっている。 

年間30～40企業から認証業務を依頼されている。（主に大企業） • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

中国における認証制度の現状・動向 

CCC認証制度の裏づけとなる法律は、国務院による認証許可条令と国会による製品品質法・

輸出入検査法・中国国家標準化法である。 

認証制度を司っているのは、CNCAであり、認証機関を認定している。 

認証機関の数に制限はなく、認証能力があると認められればどこでもなれる。 

機械に関しては、現状任意の制度がありGB規格等に対応しているが、CNCAの計画によっ

て今年からCCC制度に組み込まれることとなっている。ただし、いつかは不明。 

検査方法・項目はCCCに組み込まれても現状と変わらない。 

GBにない規格を参照しなければならない機械に関しては、GBより下位の規格を参照する予

定であるが、具体的な例に関してはまだ決定していない。 

機械に関しては、CUC（中联认证中心）がもっとも技術力のある認証機関となる。 

 

中联认证中心(CUC)の見解 

認証制度に関しては、地域間格差はあってはならないと考えている。 

製品と管理システムの認証はセットであり、セットでやらなければ意味がない。 

EUの機械安全の考え方や標準化・規格の整備状況はすばらしいと思う。 

EU委員会とはミーティングや意見交換会をこれまで何度も実施しており、CUCで講義

や講演を実施してもらっている。 
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製品と管理システムがセットでやるべきであるというのは、EUのCEマークにおける

適合性評価の方法と同様であり、モジュールという概念が根底にある。 
• 

• 

• 

• 

• 

法律に技術基準や技術規格を詳細に書いていては、技術の進歩や実情にあったものと

ならず適切ではないのではないか？ 

中国では法律・法規からは規定を参照し、規定は条例を、条例は標準・規格を参照す

るという形式になっている。 

 

中国の規格・標準について 

規格を作成する際には、中国標準技術委員会が作成した案を政府機関である国家標準化管

理委員会が批准することとなっている。 

規格・標準を作る体制としては、ISOと同様な取り組み、すなわち下記のような体制であり、トッ

プダウンで作ることもあればボトムアップから作られることもある。 

 

 
EU との違いは、EU においては技術に関する規格はすべて強制ではないが、中国では強制

のものと任意のものとがある点である。 
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平成 18 年度「海外の基準認証制度に関する調査」 ヒアリング調査メモ 

日時 中国质量认证中心（CQC） 2007 年 2 月 28 日 １３:３０～１５:００ 場所 
中国 北京 

 

○インタビュー内容 

中国の基準認証制度及び標準化の状況についてインタビューを行った。 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

中国质量认证中心について 

2002年3月に設立された。 

中国がWTOに加入するために、製品認証における4項目の統一を実施するためにCCC制度

が発足したが、CCC制度においてCQCがもっとも大きい認証機関である。 

12箇所の支所があり、そのうちの１つは韓国にあるが、職員は5000人以上いる。ただし、職員

の中には兼業を行っている者もいる。 

CCC、CQC、CB、ISO関係の認証業務とトレーニングを行っている。ここでいうトレーニングと

は、マネジメント認証および製品認証に関するトレーニングである。 

2001年12月にCNCAがCCC制度を公表してから、最初の認定機関となり、現在CCC制度の

対象となっている22種158品目のうち144品目の認証を行っている。（認証できないものとして

は、圧力容器などがある。） 

強制ではなく、任意認証としてCQC認証制度（2002年～）があり、400品目を約530の規格

（GBやGB/T）によって性能と安全性を評価・認証してCQCマークを付与している。 

1989年以降、IECEE（国際電気機器安全規格適合試験制度）が運営するCB
（Certification Body)）スキームのもとで、CB認証機関となっており、IEC規格への適合を証

明するCB証明を発行する業務も行っている。 

その他の業務として、ISO9000、ISO14000、OHSAS18000、QS9000、TL9000、HACCP
の認証を行っている。 

規格作成にも参加している。 

 

中国における認証制度の現状・動向 

中国における認証制度は、CCC制度（強制）とCQC認証などの任意認証で重複する製品が

存在している。 

認証制度を司っているのは、CNCAであり対象製品の決定や認証機関の認定を行っている。 

CCC制度は強制認証制度であり、参照する規格はGB規格のみである。 

工場検査は、工場検査規則に基づいて項目等が定められて実施されている。 
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中国质量认证中心（CQC）の見解 

任意のCQC認証において、旋盤・ベアリング・産業用機械の認証を行っているが、CCC制度

に組み入れるかどうかはCNCAが定めることであり、CQCとしての見解はない。ただし、

CNCAがCCC制度に組み入れると定めれば、すぐに対応できる状態である。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

WTOに加入するためにCCC制度は設立されたものであるため、国内と国外企業への対応に

関して差異はなく、試験・検査に合格できなければCCC認定書は発行されない。 

合格できないような企業に対して、工業会や業界団体等がアドバイスを行うような取り組みは

あるが、CQCが関与することはない。 

認定した製品に起因して事故やトラブルが発生した場合、CQCにも責任がある。その際は、

状況にもよるが、製品を製造したメーカーに第1責任があり、CQCは第2責任となるであろう。

このことは条例にも記載されている。 

ただし、認証の不備等に備えた保険制度等はない。 

EUの機械安全の考え方や標準化・規格の整備状況は良くできていると思う。また、CCC
マークとCEマークの相互認証に関する取り組みを行っており、欧州との交流を持って

いる。 

日本の認証制度とも相互承認のような取り組みを検討していきたいと思っている。 

日本の技術規格は法律に直接記載されており、強制規格となっている点に関してはい

いと思うが、技術の進歩とのズレをどうするのか？ 

 

その他 
製品認証・マネジメントの認証、ISO 認証等のための人材育成を行うためのトレーニング

コースをオーストラリアの企業と合同で設立している。 
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平成 18 年度「海外の基準認証制度に関する調査」 ヒアリング調査メモ 

日時 2007 年 3 月 1 日 １０:００～１１:３０ 場所 中国家用电器研究院 

中国 北京 
 

○インタビュー内容 

中国の基準認証制度及び標準化の状況についてインタビューを行った。 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

中国家用电器研究院(中国家用电器检测所)について 

1979年より、家庭用電気製品の検査を行っており、試験所として29年もの歴史を有しており、

CCIBやCCEEの最初の試験所であった。 

現在では、135品目の製品の試験を、約200の規格に基づいて実施している。 

家庭用電気製品だけではなく、電動工具やIT機器、AV機器、照明などにも対応している。 

1989年以降、IEECEのCBスキームにおけるCB試験所となっている。 

IEC TC61(安全)およびIEC TC59(性能)の窓口業務を行っている。 

スタッフは嘱託もふくめると500名ほどであり、検査・試験技術者は130名ほどであり、CCC制

度における工場検査を実施できるのは50～60名ほどいる。 

規格作成に関しては、秘書処として活動しておりWGのアレンジや標準化管理委員会への申

請など事務局として活動している。 

海外のCB試験機関（BEAB（イギリス）,NEMKO（ノルウェー））を初め、TÜVやULなどとも交

流を持っており、今日もこの後中国家用电器检测所でミーティングがある。 

 

中国における認証制度の現状・動向 

CCC制度において家庭用電気製品に関する認定機関は２つ（CQC、CEMC）であり、それら

の認定機関からの依頼を受けてCCC強制認証に対応した試験を行っているが、空調の性能

等の任意の認証に関する試験にも対応している。 

CCC認証制度に基づく試験はGB規格を参照するが、性能に関する試験に関してはGB/Tも

参照する。 

試験に要する日数（サンプルを受理してからレポートを作成）は45日間を目処としており、試

験結果は3部作成し、それぞれCQC認定機関、企業、中国家用电器检测所用である。 

 

中国家用电器检测所の見解 

認証機関と試験所は独立していなければならず、試験所としては、試験を行い、レポートを提

出するのみでマークの発行等は行っていない。 
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家庭用電気製品の試験所は15、6くらいあると思うが、中国家用电器检测所が最も大きく日本

国内の企業にほとんど対応しているだろう。 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

WTOに加入するためにCCC制度は設立されたものであるため、国内と国外企業に対して検

査の内容等に関する差異はない。 

初めて中国に進出してくる日本企業は基本的にJISを参照しており、中国のGB規格に適合し

ていないケースが多い。 

製品品質法に基づいた市場監査も実施しており、行政機関の依頼を受けて一緒に行ってい

る。もし、監査・試験を行った結果、製品に問題があった場合は行政機関や検査・監査を委託

元に報告書を提出することになっている。 

市場監査で対象となる製品は、目録がありそれに基づいている。ただし、本目録はCCC制度

の対象とは異なっている。 

CCC制度による認証を受けている製品に問題が起これば、ライセンスの剥奪（認証機関の権

限）や罰金が科せられる（政府の権限）が、試験所ではそのような行為は実施できない。 

CBスキームによる相互認証によって、時間とコストの削減が図れる。 

 

その他 

市場監査・検査は現状3ヶ月に1回行っているが、今後強化していくこととなるだろう。 

事故のモニタリング制度や流通・製造に関してモニタリングがなされており、それらの結果は政

府に通達されている。 
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平成 18 年度「海外の基準認証制度に関する調査」 ヒアリング調査メモ 

日時 200７年 3 月 2 日 ９:００～１１:３０ 場所 中国国家认证认可監督管理委

員会 

中国 北京 
 

○インタビュー内容 

中国の基準認証制度及び標準化の状況についてインタビューを行った。 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

中国国家认证认可監督管理委員会について 

2001年8月29日に設立され、CCC強制認証製品対象品目リストの立案、認証マークの取り

決め・公表、認証書の要求事項決定、認証機関・試験検査機関・認証取得製品および企業

目録の公表、を主な業務としている。 

CNCAは9つの部署、事務・財務管理・国際合作・認証管理・認可管理・登録管理・試験所管

理などから構成されている。 

ISO国際規格作成活動にも参加している。 

中国がWTOに加入するためにCCC制度が発足し、認証機関の認定等を実施している。 

 

中国における認証制度の現状・動向 

中国における標準・規格は、中国標準化法に則っており、国家規格・部門（業界）規格・地方

規格・企業規格に分類されており、また企業規格を除く規格は強制規格と任意規格に分かれ

ている。 

中国標準化法においては、標準化法を遵守しなければならないという理念的な記述があるの

みで、具体的な規格名や規格内容等は記載していない。日本の法律と大きく異なるところで

あろう。 

CCC制度は、製品品質法・輸出入商品検査法・中国国家標準化法の３つに基づいているが、

標準化法ではGBを遵守しなければならないと示しているのみで、EC指令とEN規格の関係と

同じである。 

CCC制度は強制認証制度であり、参照する規格はGB規格のみである。 

CCC制度においては、22種158品目を対象品目としているが機械安全に関しては現在検討

中である。ただし、自動車という機械安全に近いものもCCC制度に組み込まれたことから機械

安全を制度に組み入れることは特別難しいとは考えていない。 
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中国国家认证认可監督管理委員会（CNCA）の見解 

CCC制度に新しい品目を組み入れることに関しては、CNCAが国際情勢等に基づいて判断・

実施することもあれば、社会や業界等からの要望によって決定することもある。その際には認

証機関を通じてメーカー等に認証の妥当性を打診することもある。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CCC制度に関連した認証機関は13機関あるが、最初の認証機関となったCQCが最も大き

い。 

中国政府は、EUの制度をよく検討し中国の事情を考慮して認証品目の１つのカテゴリーに対

して2つの認証機関を設立することとしている。2つの機関であるため、お互いに向上しあうと

いうメリットと過度な競争による価格崩壊などの問題を回避できるというメリットを享受できると考

えている。 

認証機関になるための要件はHPに記載しており、今後事業や業界の状況に応じて増減があ

ると考えている。 

これからはアジア発の国際標準を作成するべきであると考えており、日本・中国・韓国で協力

体制を構築していきたいと考えている。そのため、日本政府にも是非積極的参加・関与しても

らいたい。 

日本の技術規格は法律に直接記載されており、JIS規格と内容が異なる点があるケース

があると思うが、中国から日本に輸出する際にはどちらを参照すればいいのか？ 

 国際規格に適合しているJIS規格の方が技術の進歩とともに変化しているため、JIS

規格を参照しておく方がよいであろう。 

製品情報や事故情報をモニタリングするシステムとして、地方の技術監督局による監査制度

があり、システムとしてはEUと同様である。 

技術監督局による日常の監督業務と、CNCAが実施する買取検査（1年に一度）によって製

品情報や事故情報を把握している。 

 

その他 

中国認証認可条例において、第6章に法的責任に関する記載があり認証機関・認証人員の

責任が明確に定められている。第74条に認定機関の責任に関する項があるが、まだ適用例

はない。 

もし認証機関に不備があり、遂行能力がないと判断すれば認証機関としての権限を剥奪する

こともある。 

CNCAが関係部門を召集してGB等の標準作成の要望を表明することがあり、TCという技術

委員会にメンバーとして入ることもある。例えば、TC261認証用標準やTC260情報安全に関

する標準はメンバーとして参画した。 

標準ができるには３～５年かかる。見直し期間は明確に定めておらず、適合性評価の観点か

ら国際標準が見直されれば検討するし、国内事情も考慮するなど必要に応じて見直しを実施

している。 
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添付資料 2 ヒアリング調査結果（企業） 
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平成 18 年度「海外の基準認証制度に関する調査」 ヒアリング調査メモ 

日時 A 社 200７年 2 月 26 日 1５:４５～1７:０0 場所 
中国 北京 

 

○インタビュー内容 

中国の基準認証制度及び標準化の状況についてインタビューを行った。 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

認証の申請・検査等について 

認証機関や試験機関は、CCC制度における品目によって指定がなされており、低電圧がメイ

ンであるためCQCに認証を受けており、広州電気安全検験所が試験機関となっている。 

なお、定期工場検査においては、認証機関であるCQCとCQCに指定された審査官（試験所

から）がペアとなり、工場のシステムに関連することはCQCが検査を行い、製品に関する検査

は審査官が行う。 

CCC制度は2003年から実施されているが、その2年前である2001年に公表され、オムロンで

は2001年から対応を検討してきたが、対応は大変であった。 

CCCに関連する情報は、CNCA等のHPから情報収集している。法律はその国の文化で

あり、英語にはなかなか出来ないであろう。 

中国製品品質法は、一般法でありすべての製品に適応されており、サンプリング検査などが

なされている。 

EMC認証については、制度としてはすでにあるが、Ａ社は適応外であるため詳細は不明であ

る。 

また、計量法に関して、昨年まで計量法の対象目録に温度調節器があったが、今年から対象

目録から削除されているため現在は適応外である。 

計量法に関しても、申請方法はCCC制度と同様であり、申請書とサンプルを送付して試験

が通れば認証されることとなっている。 

計量法もCCCもAQSIQが管理監督部門であることも、同様な手順である理由だろう。また、工

場検査の際に、CCCと計量法はセットで行われていた。 

CCCの免除について、外交官等が使用するものや展示品などがCCC免除申請できると

あるが、免除申請を実施したことがないため詳細は不明である。 

 

Ａ社における見解 

中国の基準認証制度におけるメリットは、CCCを取得すれば中国国内で販売が可能で

あるということであり、制度改正の検討項目や要望をあれこれ列挙するよりもどうす

れば対応できるか、慣れるかを検討する方が生産的である。ただ、基準認証制度や規
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格整備などは政府が主体となっていることもあり、対応が遅いとは思う。 

日本に輸出するもので、日本国内に規格がないものは、CEもしくはCCCを取得することを考

えている。 
• 

• 

• 

• 

• 

 

中国の規格・標準・認証に関する動向 

現在、中国では国家標準法を改正しようとしているが、まだ詳細は分からない。おそらくEUと

同様なスタイルにしようとするのではないか。 

中国では、規格は協会・試験所・有識者が作成しており、現状はEN規格、ISO規格を翻訳し

ている。 

翻訳した後、中国に適用できるように修正して公表していく予定である。 

欧州では、CENやCENELECが主体的に実施しているが、中国ではAQSIQやSACといっ

た政府主体で動いている。 
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平成 18 年度「海外の基準認証制度に関する調査」 ヒアリング調査メモ 

日時 B 社 200７年 2 月 27 日 １０:００～1１:３０ 場所 
中国 北京 

 

○インタビュー内容 

中国の基準認証制度及び標準化の状況についてインタビューを行った。 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

認証の申請・検査等について 

B社は輸液ポンプや血圧計・体温計を主に日本・欧米向けに作成しているが、一部製品は中

国をはじめとしたアジア圏にも販売している。 

事務所は、北京・上海・広州・成都にあり、製品の販売に関しては代理店を経由するスタイル

を採用している。 

CCC制度とSFDA（中国食品薬品監督管理局）登録に対応している。 

SFDAによる登録制度は強制認証であり、医療関連製品について登録が承認されない限り、

中国国内で販売ができない。そのため、Ｂ社では中国に進出したときから対応している。当初

は抜けが多いシステムであったが、現在はかなり厳格なシステムとなっており、対応していな

いと罰せられる。しかしながら、汚職問題が発生した影響で組織が混乱しており、現在は正常

に機能しているとは言いがたく、以前では4ヶ月で承認されて証書が送付されてきたが、現在

では8ヶ月経ってもまだ送付されてこないものもある。 

噂では、SFDA（中国食品薬品監督管理局）がなくなり、衛生部に戻るもしくは新規委員会が

発足するのではないかといわれている。 

SFDA登録は4年に1回継続に関して申請が必要であるため、期限が切れないように申請を

行う必要がある。 

CCCに関しては、CQCが認証機関であり、商品および工場の検査はCQCの要望に従って実

施しており、また試験はSFDAの管轄化にある検査試験センターである。 

工場システムと製品をセットとして定期工場検査がなされている。 

以前はSFDAでもCCCでも同じ試験センターでそれぞれ同じ試験がされていて二度手

間であったが、現在は同じ検査レポートが使われるようになり効率的になった。 

透析装置（愛鷹）や体外循環装置（アメリカ）においても工場検査は実施されている。 

SFDA登録やCCC制度以外に、計量法にも対応している。Ｂ社の業務においては任意の認

証制度はあまり関係がない。 

情報入手方法は、情報が公示される直前・直後に開催される研修会や講習会に参加すること

や、室長クラスと話し合いの機会を持つことや、知り合いのコネクションの活用などである。 

研修会や講習会に関する情報は、HPに記載されており情報収集している。ただし、講

演に出席せずに講演資料を入手することは難しいであろう。 
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室長クラスとの話し合いの機会とは、例えばRoHSに関する講習会があったが、特別に依頼し

て、杭州の工場にてＢ社において何をすべきか具体的かつ詳細な講演をしてもらったことなど

が該当する。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

EMC認証について、中国では任意認証は考えられなく、強制という文言がなくてもほぼ強制

である。検査や監査はなくても、認証を取得していないと販売できないと考えられる。もともと

昨年4月から施行と聞いていたが、現在は延期されている状態である。いつから実施されるの

かは不明である。 

計量法に関して、申請方法はCCC制度と同様であり、申請書とサンプルを送付して、試験が

通れば問題ない。管理監督部門がAQSIQであり、定期工場検査の際に検査項目として計量

法に関する項目が追加される。 

CCCの免除について、B社では展示品はそもそも販売を前提にしていることから、認証

を取得してから展示している。そのため、免除申請は実施したことがない。 

 

B 社における見解 

中国では、検査担当官の個人的解釈が入るため不透明なところもあり、貿易コンサルタントの

活用や中国における人脈形成が重要である。 

そのため、中国でビジネスを考える場合、事務所を設立してすぐにビジネス開始とはなりえな

い。人脈形成・商品登録・代理店（貿易コンサルタント）との協業がまず必要である。ただし、最

初から代理店や貿易コンサルタントにすべて頼るのは証書等を握られる恐れもあり危険であ

る。 

中国国内企業（工場）・日本の中国にある企業（工場）・工場を有さない輸入企業の３つに区

分した場合、輸入だけの企業に対して検査は厳しくなると思う。また、特殊なコネクションや地

理的条件（いつでも検査に行ける）がる企業は優遇されると思う。 

中国の基準認証制度に関して、輸入をブロックすることと国内メーカーの淘汰を目的

としていると感じる。CEのような自己宣言がないことが課題であると思うが、国内・

外の公平を期するためには現状自己宣言は認められないであろう。SFDA登録に関して

は、自社の優位な技術を検査・試験項目に追加させることにより他社より優位に立つ

ことが出来るというメリットはある。しかしながら、賄賂・汚職などの問題に発展し

てしまったことも事実ではある。 

CCC制度で困っている点として、すべてのパーツを検査されバラバラにされてしまっ

たケースもあることや、1年に1回の工場検査において調査員の人数等の関係で日程調

整がうまくいかないと後回しにされる恐れがあることが挙げられる。 

SFDAは4年に1回の継続であるが、製品のコード番号が変わっただけでも最初から申請しな

ければならないのが大変である。 

SFDA登録では、GB規格に記載がないものに対しては、企業標準を用いて検査を行ってい

るため、他社等の登録情報に基づいて検査項目が追加されることが少なくない。中にはコード

番号に関する項目まで記述されるという奇妙なケースもあり、そのような場合は検査官に相談

するなど検査官との関係も重要である。 

検査機関がたくさんあり、基本検査費用は定まっているが検査機関によっては追加検査など

によって費用がかさむこともある。また、検査機関によっては十分な装置があるとは言えず、試
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験の結果認証されないこともあるが、適切な試験装置や試験方法を説明に出向いて対応する

こともある。その際に、試験装置を他機関から借用してもらうこともある。その際の費用は試験

を依頼した側が出すことになる。 

 

中国の規格・標準・認証に関する動向 

SFDAと衛生部のせめぎあいがあり、システムが適切に運用されていないところもある。 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

RoHSはCCCに将来的に組み込まれる予定であり、現在のCCC制度の品目以外に電気

医療機器が含まれるようになるため対応を検討しなければならない。いつ組み込まれ

るのかについては不明である。 

RoHSに関連して有害物質の表示は4月から実施しなければならない。 

 

事後規制について 

病院に監査が入って、製品の表示などのチェックをされることがある。 

抜き打ち検査が、病院・工場にある。 

投書などによって、事務所に入ることもある。 

ただし、商品登録書などの認証関連の書類を出して見せれば問題はない。 
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平成 18 年度「海外の基準認証制度に関する調査」 ヒアリング調査メモ 

日時 C 社 200７年 2 月 28 日 ０９:５０～1１:４0 場所 
中国 北京 

 

○インタビュー内容 

中国の基準認証制度及び標準化の状況についてインタビューを行った。 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

認証の申請・検査等について 

CCCに関しては、製品によって政府から試験期間が指定されている。例えば、広州家電試験

所や北京の泰爾実験室（第3、第4）などと定められている。 

対象となる実施規則については、HSコードに基づいてCNCAが定めている。また、CCC制度

等の根底になっているのは認証許可条例である。 

C社では、CCC制度以外に、入網許可制度と中国電波法に対応している。 

CCC制度への対応に関して、C社では1994年以降、CCIBやCCEEのときから対応しており、

CCC制度導入に際しては半年くらい勉強会等を行い対応した。 

製品品質法の買取検査が最近多くなっており、市場監視が強くなってきたと感じる。検査官に

よって法律の解釈がことなることや、グレーゾーンにおける解釈の違いによって、製品に問題

ありとされてしまうことがある。その際には、専門家（中国人が好ましい）によって交渉を行うこと

で対応する。 

CCC制度と入網許可制度や中国電波法と重複する検査項目があり、重複する検査項目

に関しては検査結果を活用できることとなっている。ただし、早く認証を取得したい

ため両方に提出している。 

入網許可制度および中国電波法は情報産業部が管理監督しているため、行政による手

続きであり訂正や修正の場合は最初からやり直しなど厳格な制度であり、時間が非常

にかかる。 

情報入手は、CNCAのHPから情報を取得することや、規格作成活動への参加や委員会活

動・各種会合などによって対応している。 

EMCは実質的には強制であり、CCCマークの中に標記されている。 

計量法に関しては、工場に関連するものでありC社（中国）は輸入を担当しているセクションで

あり関係がなく、個別の工場での対応となっている。 

CCCの免除申請について、以前は取得していたが簡単に取得できるものではない。ま

た、申請方法等は製品の到着する地方（入り口）によって異なる。 
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C 社における見解 

中国の政府・認証機関は、EUを意識しておりかなり勉強していると思う。そのため、現状の運

用状態は大きく異なるが、形式的には欧州スタイルであり、中国において法律・法規や規格・

標準はかなり整っていると感じる。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

性能に関する規定が今後厳しくなっていくと予想される。 

また、CCC制度以外の認証に関しても国家規格が整備されていき、メーカーへの要求は大き

くなっていくと思われる。 

市場監視が強化されつつあると感じる。これは欧米と同じ流れではないだろうか。 

規格作成に関して、ISOと同様なプロセスで行われているが、参加しないと得られない情報が

多すぎる。 

規格活動参加のためには、3000元払ってWGに参加するなどお金がかかる。 

規格作成に際しては、業界における強大な企業が自社の優位性を保つために、自分達に有

利な規格を作ることがある。 

中国での認証は、製品と管理システムがいつもセットになっていると感じる。 

中国において、規格作成等の活動は言うまでもなくビジネス参入に関しても、日本人だけで介

入・介在するのは難しく、現地の雇用者を活用なしでは考えられない。 

そのため、中国でビジネスを考える場合、事務所を設立してすぐにビジネス開始とはなりえな

い。人脈形成・商品登録・代理店（貿易コンサルタント）との協業がまず必要である。ただし、最

初から代理店や貿易コンサルタントにすべて頼るのは証書等を握られる恐れもあり危険であ

る。 

中国のCCC制度に関して、大きい会社にとっては認証されれば中国でビジネスができ

るということでメリットを感じる。 

CCC制度は、輸入をブロックすることと国内メーカーの淘汰を目的としていると思う

が、その一方で国内の弱小企業に対しては目こぼしをしているようにも感じる。例え

ば、CCCマークにも偽物がある。 

 

中国の規格・標準・認証に関する動向 

製品の性能に関する規格が、今後整備されていくと感じている。 
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平成 18 年度「海外の基準認証制度に関する調査」 ヒアリング調査メモ 

日時 D 社 200７年 3 月 1 日 １３:３０～１５:００ 場所 
中国 北京 

 

○インタビュー内容 

中国の基準認証制度及び標準化の状況についてインタビューを行った。 • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

認証の申請・検査等について 

中国国内にＤ社は64ヶ所工場を有している。ただし、すべての工場がCCC制度に対応してい

るわけではない。 

関連する工場では、それぞれにCCC対応部署があり個別対応している。 

CCCに関しては、製品によって政府から試験期間が指定されている。 

CCC制度への対応に関して、2001年～2004年の間月に1度くらい当初メーカー11社等で

CCC勉強会を開いて検討してきた。 

認証に関して地域間格差はあり、法律的解釈の違いや認証・試験の末端はまだ完全に整備・

確立されていないこともあり、例えば北京でOKだからといって上海でOKだとは限らない

ケースがある。現在は随分安定してきたとは思うが。 

製品品質法の買取検査が最近多くなっており、市場監視が強くなってきたと感じるが、政治情

勢によるものだと思う。また、製品に関して業界標準で検査をすることが多く検査結果に問題

があること＝安全に問題があるという問題がある。 

情報入手は、CNCA等のHPから情報を取得することや、講習会への参加などによって対応

している。官報がないため以前は情報入手が難しかったが、現在は人脈ネットワークによって

解消されつつある。講習会の情報とHPの情報の間には時間差があり、講習会で得られる情

報が重要である。また、講習会に参加することによって人脈形成にもなるため内容を検討の上

（毎週のように講習会は実施されているため）、月に1回は出ている。 

 

Ｄ社における見解 

CCC制度は2001年に公表されたが、CCIBとCCEEの統合に伴う組織改編や人事異動など

により初めの3年間は大混乱であった。 

CCC制度は、認証を受けた製品を輸出しやすくすることや、工場の整備など中国政府による

自国産業の保護であろう。 

税関総省とAQSIQの連携がうまくいっているわけではなく、どちらかは通るけどどちらかで通

らないというケースもある。 

HSコード分類等で製品が明確に定められているものに関しては、現状では問題はないと思う。
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しかしながら、例えばプラント設備に備え付けられているPCのようにシステムの部品と見るの

か、個別の製品としてみるのかあいまいな領域のものに対しては関係各所に問い合わせない

といけない。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

中国の政府・認証機関は、法律が施行されるまでに半年間缶詰になって勉強会を開くなどか

なり徹底的にEUの仕組みについて勉強をしているため良く分かっていると思う。 

また、EUの仕組みを理解した上で枠組みを構築しており、制度や法律を作る技術に長けて

いると思う。その一方で、法律の作成・公表と実行は別物であると思わざるを得ない点は否め

ない。 

規格作成に関して、表面的にはISOと同様なプロセスで行われているが、実質的には政府・

政府系シンクタンク・大学の有識者によって規格案は作成され、WGでのコメント等はあまり規

格に影響があるとはいえないのではないか。 

日本は業界団体などで意見等をまとめ合意を取りながら公表＆施行という形式をとるが、中国

では理想的な姿を示し、運用しながら整えていくという形式で公表と施行が必ずしも一致しな

いと思う。 

ただし、理想的な姿として示す制度や法律は十分に検討されており、世界でトップであろう。 

中国には日本のような業界団体はない。 

中国行政も縦割り行政であるが、日本のように責任の所在がはっきりしないグレーゾーンのま

ま放置というような状況はない。ただし、人の移動・異動によって線引きが変化するということは

あり、常に確認しなければならない。 

新規に中国に参入を考えるならば、中国の国情を理解した上で中国ビジネスをどう考えるの

かを（中国国内で売るため？中国で生産して輸出？など）明らかにし、CCC制度等社会的シ

ステムに慣れていくしかない。事前に法律等を勉強し、例えばCQCや税関と人的ネットワーク

を構築して話し合いを行うことは必須であろう。 

CCC認証制度の対象範囲が広がり機械安全が組み込まれた場合でも、対応するだけである。

対象範囲の広がりにより工場設備等への安全性要求レベルが上がることは十分に考えられ、

その結果コストが高くなる可能性もあると思うが、それに対しては企業それぞれの判断であろう。

Ｄ社においてもこれまで撤退した事業部もたくさんある。 

工場検査や製品検査・試験には下記のような問題がある。 

 機密情報の取り扱い：現在は折り合いがついているが、半導体の素材など機微な

情報の開示についてもめた経緯がある。 

 検査・審査能力：試験機関が試験できるスキルや装置があるわけではなく、試験測

定装置を提供したこともある。試験所に出向いて試験方法等の説明に行くことも

多々ある。 

 検査・審査時間のバラツキ：従来の商品でも3ヶ月～6ヶ月とバラツキがあり、さらに

新しい商品のときは特に時間がかかる。 
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中国の規格・標準・認証に関する動向 

RoHSもCCC制度に組み込まれていく、またCCC制度の対象品目は増えていくだろう。 • 

• デジタル放送に関連した中国の独自規格を作成しようとしているが、2008年の北京五輪まで

に作成・施行を目指している。この規格に関してはこれまでのように法律・規格の作成者と施

行・実行者がバラバラではなく両者が共同して作成している。 
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添付資料 3 機械安全基準および設備製造業の安全生産に関するシンポジウム 
（参考和訳） 

わが国における機械安全規格の状況および重点作業 

国家標準化管理委員会 孫暁康 
 
ご列席の皆様： 
おはようございます！ 
 安全生産は人々の生命財産の安全に関わるものであり、また大局的には改革の進展や社

会の安定に関わるものです。安全生産に関しては、鉱山の安全性だけではなく、機械の安

全性についても社会の注目を広く集めています。不完全な統計ではありますが、2003 年に

は、わが国においておよそ 1 万人に達する労働者が、腕や手または手の指を機械に挟まれ

て負傷あるいは切断されています。この数字にはその他のタイプの公傷や死傷のケースは

含まれていません。数字から明らかなように、わが国における労災事故の発生数は急増す

る傾向にあり、とくに機械加工生産において深刻な状況にあります。安全性の問題、とく

に機械安全の問題は、経済の発展に伴い、すでに議事日程が提案されています。このため、

国家標準委員会では、安全生産に関する標準化の作業を今年の重点作業の一つとして、機

械類の安全規格に関する作業にさらに力を入れ、安全性に関する規格を国際規格に適合さ

せる作業の進展を加速し、機械安全の基本規格および個別の機械安全規格に関する国際交

流を推進しています。今回はこの場を借りて、わが国における機械安全規格の状況および

今後の重点作業について、専門家・代表者の皆様にご紹介いたします。 
 
一、わが国における機械安全規格の状況 
 
（一）機械安全に関する標準化作業の効果 
 機械安全に関する標準化は、わが国の設備製造業に関する標準化作業における重要な構

成要素である。その効果は、以下のとおり。 
1、機械安全規格は、設備製造業の安全生産レベルを全面的に向上させ、人々の生命と財産

の安全を保障する重要な手段である。機械安全規格の有効な実施を通じて、機械設備の研

究開発・設計および生産・使用までの全過程についての標準化・規範化が可能となり、機

械設備の品質安全に関する規制目標・技術的根拠および技術的保証が提供され、設備製造

業における各重要段階および重要要素に対する有効な監督管理が実現する。 
2、機械安全規格は、わが国の設備製造業の競争力を向上させる重要な技術的支えとなる。

設備製造業はわが国の基盤的産業であり、機械の品質安全レベルはわが国の設備製造業の

レベルおよび競争力に直接影響する。わが国の国情に合致し、国際規格にも適合した機械

安全規格の体系により、完全かつ有効であり科学的、合理的な安全生産および監督管理に
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関する技術規格・技術規程を企業に対して提供することが可能となり、企業行為を指導し

規範化して、企業による品質管理の強化や新技術・新設備の採用を促し、製品の品質を全

面的に向上させる。 
3、機械安全規格は、わが国における設備製造業の構造調整を実現するための重要な措置で

ある。機械安全規格体系の整備を行い、規格の技術指標を向上させることで、市場アクセ

スの敷居を高める。規格の運用により、製品品質の劣った、資源を浪費し、汚染が深刻で

あり、安全生産の条件を満たさない多くの企業が閉鎖され、立ち後れた製品・設備・技術・

プロセスが大量に淘汰され、過剰な生産能力が削減される。また、先進技術の普及が進み、

設備製造業における統一計画、重点の強調、合理的な配置が促され、設備製造業の産業構

造についての戦略的な調整が実現する。 
4、機械安全規格は、市場秩序を規範化するための重要な根拠となる。機械安全規格では、

機械の生産・加工・流通および販売などの過程、ならびに機械製品の性能・試験方法など

の品質安全についての基本的な条件および具体的な指標が規定される。機械安全規格は、

機械製品に関する合否の判断基準であり、市場アクセスの成否を決めるカギとなる。機械

安全規格により、見かけだけの詐称された低品質の機械を識別することが可能となり、消

費者の利益が守られ、市場経済の秩序が整理・規範化されて、公平な競争を行うための市

場環境が構築される。 
 
（二）機械安全規格の現状 
 改革開放以来、わが国における機械安全の標準化作業は長足の進歩を遂げてきた。現在

までに、機械安全の分野において、わが国は 180 項目の国家規格を制定・公布している。

これは設備製造業全体における国家規格総数の 4%を占めている。業界規格は 110 項目で、

設備製造業における業界規格総数の 1.3%を占める。これらの規格のうち、機械安全のタイ

プ A・B の規格は 90 項目であり、基本的にすべて対応する国際規格および欧州規格が採用

されている。たとえば、GB/T 15706-1995『機械安全 基本概念と設計に関する通則』、GB/T 
12265.3-1997『機械安全 人体各部の押しつぶしを防止するための最小間隔』、

GB5226.1-2002『機械安全 機械電気安全第 1 部：通用技術条件』、GB17120-1997『鍛圧

機械安全技術条件』など。機械安全規格の体系において、『機械安全 基本概念と設計に関

する通則』は最も重要な中核的規格であり、機械製品の最も基本的な安全条件、安全設計

の方法などが規定されている。同時に、これは EU の『機械指令』における安全条件に関

するすべての内容を反映している。また同時に、わが国ではすでに 53 の全国的な個別標準

化技術委員会が確立されており、約 1500 名の専門家がこれに参与している。 
 
（三）わが国における機械安全の標準化作業に存在する問題点 
 わが国における機械安全の標準化作業は一定の成果を上げているが、先進国と比べると、

いまだに大きな隔たりがある。これは主に、以下の点に現れている。 
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1、系統的な規格体系が整備されていない 
 1980 年代、わが国の機械製品には一般的に独立した安全規格が定められておらず、機械

製品の品質および性能規格を定める際に、安全性に関する条項がいくつか示されるだけで、

統一的な原則や条件は存在しなかった。これらの機械安全規格は、機械安全に関する技術

進歩の促進、事故の回避や抑制、従業員に対する安全・健康の保証などの方面において、

積極的な役割を果たしてきた。しかしながら、相互間の協調性には欠けており、基本条件

が統一されておらず、機械安全全般の有機的な規格体系は形成されず、その実施の有効性

に影響を及ぼしている。 
2、国際規格や国外の先進的な規格との格差が大きい 
 国際的に通用している規則によると、機械安全規格は A・B・C の 3 タイプに分類される。

EU では 1985 年以後、40 あまりの安全に関する標準化技術委員会が相次いで設立されてい

る。現在までに、完成している CEN のタイプ A・B 規格は 150 項目あまりに達し、タイプ

C規格は 600項目あまりに達している。わが国では 180項目を超える機械安全規格のうち、

50%がタイプ A・B の規格であり、タイプ C の個別機械安全規格の数は要求を満たすには

遙かに及ばず、製品の範囲は狭く、規格の技術的なレベルについても国際規格との間には

いまだに一定の距離がある。生産・検査に密接に関連する一部の個別の機械安全技術につ

いては、対応する機械安全規格が定められていない。 
3、規格の実施状況に差がある 
 わが国では全般的に規格の実施状況が理想的であるとはいえず、機械安全規格の実施状

況に差があるという状況が際だっている。ある企業では、安全規格の実施が負担と見なさ

れ、その執行が回避または無視されている。またある企業では、製品の技術性能指標に関

して、国家規格や業界規格よりも低い企業規格が定められており、機械安全規格の実施の

有効性に影響を及ぼしている。 
 
二、今後の機械安全の標準化作業における重点事項 
 
 党の第 16 期中央委員会第 5 回全体会議において「人民大衆の利益を守る改革推進の継続」

が提出され、また「各部門・各地方が安全生産責任制の実施に取り組み、安全生産管理体

制の整備を行う」という要求が示されている。国務院が提出した『安全生産のさらなる強

化に関する決定』では、安全品質標準化活動を深化させ、重点業界・重点分野の安全生産

技術規範および安全生産品質作業基準を制定・公布するとされている。安全生産作業を実

施に移す必要があり、標準化作業により有効な技術的サポートが提供されなければならな

い。このために、国家標準委員会では、以下の作業に力を入れる。 
1、機械安全規格の運用体制のさらなる整備 
 国民経済業界分類によると、設備製造業には 8 つの大分類、46 の中分類、178 の小分類

に分けられる 6 万種類を超える製品が含まれる。このような多くの分野・製品に対して、
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いかにして機械安全規格を合理的に構築するかという問題が、我々が現在直面している重

要課題である。まず、機械安全の標準化作業において「予防主体」という方針が十分に示

されなければならない。機械製品の設計の初期において、危険の種類を定め、危険分析の

手順およびリスク評価の方法を明確化し、対応する規格を定めて、それによりリスクを排

除または減少させ、安全レベルを向上させて、機械製品の設計者にまったく新しい設計理

念を提供する。次に、機械安全の基本規格（タイプ A・B）と個別の機械安全規格（タイプ

C）との関係についての研究に取り組まなければならない。タイプ A・B の規格の基本条件

が各業界のタイプ C 規格に採用されることで、はじめて機械安全規格を実質化することが

可能となり、また、はじめて設備製造業界の安全生産レベルを全体的に向上させることが

可能となる。各個別の機械安全規格もまた、機械安全の基本規格に基づかなければならず、

それにより、はじめて安全原則の統一性が保証されることとなる。そして第三に、全国機

械安全標準化技術委員会と関連する個別機械設備標準化技術委員会との協力を強化しなけ

ればならない。全国個別標準化技術委員会は、規格技術の集約機関であり、対応する分野

の国家規格および業界規格の計画、制定・改訂および宣伝・徹底の作業に責任を負う。全

国機械安全標準化技術委員会は、適時に関連する個別機械標準化技術委員会と意思疎通を

行い、協力体制を構築して、機械安全の標準化体系の有効運用を保証しなければならない。 
2、現在の設備製造業における安全生産の重点課題を中心とした積極的な作業展開 
 「第 11 次 5 カ年計画」の期間に、機械安全に関する国際規格や先進規格を積極的に採用

した上で、順次、重点別に機械安全の標準化作業を展開する。第一に、圧縮機・起重機な

どの事故の多い機械設備の安全性の問題に焦点を絞り、早急に個別機械安全規格を定め、

生産企業および消費者に規格の正しい使用を指導する。第二に、安全特性・パラメーター、

安全防護装置、安全機能、検査・試験、生産過程の安全、機械安全に関連する人間工学的

な条件、機械電気機器の安全、および衛生学に関する条件などの分野についての機械安全

規格を重点的に研究して、個別の機械設備の安全規格に対する技術的支持を提供する。第

三に、「機械安全規格の応用指針」の国際規格を分析し、国情に合わせて、その国家規格化

を早急に進め、操作員が生産法則に従って機器を安全に使用できるように、設計担当者が

規格に基づいて「本質的に安全」な機器を設計するよう促す。 
3、機械安全の分野における国際標準化の作業を強化 
 現在、機械設備の安全性の問題は、世界各国における標準化作業の重点とされており、

また、わが国の機械製品の輸出が妨げられる主な要因の一つにもなっている。EU 各国では

1990 年代中頃に、すでに機械規格の制定における重点が、安全規格のレベルに移行してい

る。EU の『機械指令』は EU 内部において相互に遵守される協調的規則であるだけでなく、

対外貿易・産業保護のための手段でもあり、わが国の機械電気類製品の対欧輸出に重大な

影響を及ぼしている。 
 国際標準化組織では 1991 年 1 月に「機械安全技術委員会」が設立され、国際標準化組織

（ISO）と欧州標準化委員会（CEN）の技術協定に基づき、機械安全に関する国際規格と
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EU 規格の同時性が保たれている。したがって、我々は機械安全に関する国際的な標準化作

業に積極的に参加し、国際規格および国外の先進的な規格を消化吸収して、わが国の国情

に適した国際規格を適時に国内規格化しなければならない。同時に、国際規格に対する研

究の強化を通じて、わが国の国情および利益を反映させた提案を積極的に行い、国際規格

に対する受け身の状況を改めて、わが国の機械安全レベルを向上させるための基礎を築か

なければならない。 
 国際市場における機械製品の安全性に関する条件に適合しなければ、国際市場の扉を開

くことはできない。今後、先進各国を参考として、とくに EU の『機械指令』およびその

40 以上の業界に及ぶ機械安全規格の体系を参考として、企業が競争力を向上させる助けと

なるよう、わが国における機械安全の標準化作業に真剣に取り組まなければならない。 
4、機械安全規格の宣伝・徹底の強化 
 国家規格は、宣伝と徹底を行って、はじめて人々に広く受け入れられ、把握される。ま

たそれにより、はじめて機械の設計・製造および使用の全過程において実施することが可

能となる。機械安全規格に関する宣伝・徹底および育成訓練の強化は、現在の設備製造業

の標準化作業における重要任務の一つである。わが国の設備製造業における生産企業は玉

石混交の状態にあり、その技術レベルは同じではない。一部の企業にとって、コストの節

約、最大の経済的利益の追求が最優先に考えなければならない問題であり、機械安全に関

する国家規格の応用については自覚性や主体性が欠けている。また一部の企業では経営者

に規格や品質への意識が欠けており、標準化に関わる従業員の資質が低く、規格があって

もそれが真剣に執行されていない。したがって、機械安全規格に関する宣伝・徹底および

実施の強化は、我々が直面している非常に重要な緊急課題であるといえる。規格の徹底は、

規格の制定作業における出発点であり、またその足がかりである。規格が徹底されること

で、はじめてその効果が発揮される。 
 全国機械標準化技術委員会およびその他の個別標準化技術委員会は、適時に専門家を組

織して関連する育成教材を作成し、早急に宣伝・徹底および育成訓練の計画を示して、宣

伝・徹底作業を行わなければならない。設備製造業の企業は、機械安全の標準化作業を高

度に重視して、設計・製造および使用の過程における規格の徹底を自覚的に行い、製品の

安全品質レベルを不断に向上させなければならない。同時に、各レベルの品質技術監督部

門および標準化管理部門は、関連部門と密接に協力して、機械安全規格の実施についての

監督管理に力を入れ、設備製造業における安全生産を有効に保証しなければならない。 
 
 終わりになりますが、我々が共に努力し、また密接に協力することで、標準化の実践を

通じ、設備製造業の振興を加速させるための新たな貢献を行っていきたいと考えておりま

す。 
 ご静聴ありがとうございました。 
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わが国の設備製造業における安全生産の現状 

および実施すべき対策措置 

国家安全生産監督管理総局政策法規司司長 黄毅 
 
 設備製造業は巨大な業界であり、関連する範囲は広く、金属製品業、一般機械製造業、

専用機械製造業、交通運輸設備製造業、電気機械製造業、計器類・オフィス用品設備製造

業、電子・通信設備製造業、武器弾薬製造業などが含まれる。設備製造業の水準は、ある

意味において、国家の科学技術の応用レベルを代表しているともいえる。 
 
一、わが国における設備製造業の現状 
 数十年の発展を経て、とくにここ十年来の急速な成長により、わが国における設備製造

業の総量および能力はかなりの規模を備えている。すでにわが国の国民経済における重要

な基盤産業となっており、世界でも第 4 位に名を連ねている。統計によると、2002 年にお

ける設備製造業の工業付加価値は 7643.53 億元で、工業付加価値全体の 23.17%を占めてい

る。製品販売収入は 28810.88 億元で、工業収入全体の 26.31%、利潤は 1519.28 億元で、

工業利潤全体の 26.26%を占めている。また、設備製造業の製品は、すでに対外貿易におけ

る中核製品となっている。統計によると、2003 年における設備製造業製品の輸出額は、全

国の対外貿易輸出額の 42.8%を占めている。1953 年から 2001 年までにおいて、わが国の

GDP 年平均成長率は 7.8%であり、工業の年平均成長率は 11.9%であるが、設備製造業の年

平均成長率は 17.6%で、GDP 成長を大きく上回っており、国民経済の高度成長を保証する

重要な要素となっている。 
 しかしながら、わが国の設備製造業のレベルが全体的に低いということも見て取れる。

これは、次の点に現れている。第一に、労働集約型の製品が主体である点。第二に、委託

加工型が比較的多く、多国籍企業の生産加工基地になっているという点。第三に、製造プ

ロセスおよびオートメーション化の技術水準が低く、いまだに機械単独でのオートメーシ

ョン化や固定オートメーション化の段階にあり、全体としてのオートメーション化の技術

水準が低く、システム統合能力で劣っている点。先進国はすでにカスタマイズ化・インテ

リジェント化・インテグレーション化の方向に進んでいる。第四に、機械の基礎部品の技

術水準が低いという点。現在、わが国における各種の主要基礎部品の性能指標は、国外に

おける 1970～80 年代の水準に過ぎず、これが機械本体や付属システムの性能・信頼性およ

び安全性に深刻な影響を及ぼしている。 
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二、安全生産の状況 
 近年、わが国の経済発展ならびに経済構造や労働雇用形式の変化に伴い、安全生産の状

況は全体的に安定傾向にあるが、事故の総量は比較的多い。重大事故や特別重大事故の抑

制は有効に行われておらず、安全生産の状況は依然としてかなり厳しい。今年 9 月末まで

に、全国で合計 552,860 件の各種死傷事故が発生し、89,476 人が死亡している。前年同期

比で 62,715 件の減少であり、死者は 8,757 人減っている。このうち、10 人以上の特別重大

事故は 87 件発生し、1,937 人が死亡しており、前年同期比で 6 件減少、死者は 363 人の増

加となっている。30 人以上の特別重大事故は 10 件発生し、726 人が死亡しており、前年同

期比で 2 件増加、死者は 369 人増加している。 
 設備製造業は、炭坑・危険化学品・花火爆竹などの危険性の高い業界と比べて重大事故・

特別重大事故の発生は少ないが、指の切断など重傷事故の数は多い。統計によると、全国

で約 100 万台の機械プレスが使用されており、そのうち 80%前後に程度は異なるが事故の

危険性がある。1998 年の「3.15」活動中、中央電視台は農民の手が質の悪い飼料カッター

に巻き込まれるという、見るに忍びないシーンを放送している。しかし、飼料カッターに

よる人身事故は、機械プレスの人身事故に対して数の上では比べものにならない。ある地

区では、機械プレスによる事故が珍しいものではなく、1 つの町で 1 年に洗面器 1 杯分さら

にはカゴ 1 杯分もの指が失われており、1 つの工場で 3、40 人が手の指に障害を負ってい

るという。ある工場にいたっては「毎月、指の切断が 2 件を超えなければ安全生産と見な

す」という荒唐無稽な指標が定められている。仮の統計によると、深セン市では毎年 1 万

本以上の手が機械に飲み込まれている。広東・浙江などの私有企業・外資企業などの出稼

ぎ労働者が比較的多い地区では、この種の事故がさらに頻繁に発生している。海外の雑誌

では、この種の工場を「指切断工場」と呼んでいる。メディアは「これは指であり、木片

ではない！」と叫び続けている。 
 このような現象の発生を招いた原因は、第一に「安全第一、予防主体」という考え方が

実行されていないためである。生産企業では、生産や効率が重視され、安全は軽視される。

安全生産に関する対応は、往々にして文書の発行や会議が多く、実際の措置や事故の危険

性に対する整理改善が行われることは少ない。生産と安全性との間に問題が起きた場合は、

往々にして生産が優先される。一部には「重要なのは効率であり、安全は不要」という企

業までもが存在する。 
 第二に、機械プレスの製品に対応する規格・規範が不足しているため、製品の粗製乱造

を招いている。90 年代以降、玩具・金物・家電・自動車・オートバイ・計器類の部品生産

を主体とした郷鎮企業および個人の私営企業の発達に伴い、機械プレスの使用量が大幅に

増加した。現在、全国における機械プレスの年間生産量は約 6 万台前後である。機械プレ

スの使用寿命は約 15 年で、社会全体の保有量は約 100 万台である。小型機械プレスを使用

する多くの生産企業では、手工業式の生産が行われており、生産基準・生産図面・生産プ

ロセスなどはなく、粗製乱造が行われている。 
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 第三に、従業員の素質の低下がある。現在、加工製造業においては、私営企業または家

内手工業が大きな比率を占めている。これらの企業の従業員は、大多数が農民の出稼ぎ労

働者であり、一部では就業前に簡単な安全教育・訓練を行っているが、安全訓練をまった

く行わないケースもある。 
 第四に、安全管理の不徹底がある。使用される新たな技術・プロセス・設備に対して、

対応する機械設備の操作に関する規格が追いつかず、現有規格の改訂が適時に行われない

ため、とくに現場の管理に関する規格が不足している。生産企業では、違反指示・違反作

業が行われ、現場における管理が混乱している。 
 第五に、政府による安全監督管理の不足がある。生産企業はその分布範囲が広く、多く

の企業が家内手工業であり、安全生産の監督管理において有効な監督・検査を行うことが

困難となっている。 
 
三、実施すべき対策措置 
 第一に、設備製造業に関する安全生産規格の整備がある。設備製造業の製品に関する規

格の整備の他に、設備製造業における対応する安全生産規格の整備を早急に行わなければ

ならない。20 世紀以来、設備製造業における生産およびその生産管理は、標準化の時代に

入っている。科学技術が進歩を続け、生産プロセスの機械化・オートメーション化が進む

のに伴い、人が作業中に守らなければならない規範はますます厳しくなり、その規制条件

はますます高度化している。生産に関していえば、その安全生産規格には、安全管理・安

全教育・安全訓練・安全操作・安全処理・安全運用などが含まれる。設備自体に関してい

えば、その安全生産規格には、設備・装置の安全規格、設備および設備の設計に関する安

全規格が含まれる。科学的な安全管理基準を定めて人の行為を規範化することで、組織の

構成員が遵守すべき行為準則が確定される。また、生産経営組織の各段階においては、一

定の方法または基準に基づく運用が必要とされ、それにより管理の規範化が実現する。作

業現場の基準を定めることで、人―機械―環境の合理的な整合性が実現され、安全生産管

理が最適化される。操作基準を定めることにより、作業担当者に正しい作業姿勢で、操作

方法に従い、適切な防護用具を着用して作業を行うように指導して、生産操作中に人が傷

害を負わないよう保証する。また、各方面における共同の取り組みにより、安全生産規格

の制定・改訂作業を強化して、3～5 年の取り組みにより、設備製造業に関連する安全生産

規格を整備する。 
 第二に、安全に関する科学技術の発展に力を入れ、立ち後れたプロセスや設備を淘汰す

る。安全生産に関する重要かつ総合的な科学技術の問題に焦点を絞り、その難関に挑み、

科学技術の成果を普及させ、企業における技術改造を促進させる。安全生産法の規定に基

づき、生産の安全性を深刻に脅かすプロセス・設備に対して、淘汰制度を実施する。国家

安全生産監督管理総局により適時に関連する淘汰リストが発表され、淘汰リストに加えら

れたプロセス・設備について、生産企業は一律にその使用を禁じられる。インセンティブ
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制度の確立により、企業を安全生産に関する科学技術への投資に導く。政府はその政策を

通じて、各業界における安全技術・安全施設・安全装置の研究開発センターの設立を奨励

し、安全生産における科学技術的要素を不断に向上させる。 
 第三に、従業員の安全教育・訓練を強化する。設備製造業における操作担当者を特殊作

業員の範囲に加え、特殊作業員に関する規定に厳格に従って、特殊作業員の操作資格制度

を実施する。関連する資料統計によると、わが国の上級技術者は従業員の 7%前後を占める

に過ぎないが、経済先進国では 35%以上を占めている。さまざまな手段を通じて、安全教

育と職業技能訓練の評定作業を緊密に結びつけ、順次、労働者の技術等級証書をその業務

における必須条件としていく。 
 第四に、安全品質の標準化活動を展開する。国務院の安全生産作業の強化に関する決定

に基づき、設備製造業の安全品質の標準化に関する規格を整備して、設備製造業における

安全品質の標準化活動を積極的に展開し、設備製造業における安全生産を促す。 
 第五に、設備製造業における安全生産に関する法の執行についての検査を強化する。設

備製造業の生産経営組織における安全生産規格の執行状況についての検査を強化し、生産

経営組織の安全生産行為を規範化する。設備製造業界における使用量が多く範囲の広い、

危険性の高い機械プレスについての生産安全検査を重点的に強化し、危険機械を使用する

企業に安全認証を経た機械製品または安全保護装置の付いた機械製品の購入・使用を励行

させ、また、企業に旧式の危険性の高い機械製品の改修を励行させて、操作員の人身の安

全を守る。 
 
 

 - 94 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

非 売 品 
禁無断転載 

 
平成 18 年度 

海外の基準認証制度に関する調査 
報告書 

 
  発 行 平成 19 年 3 月 
  発行者 社団法人 日本機械工業連合会 
   〒105-0011 
   東京都港区芝公園三丁目 5 番 8 号 
   電話 ： 03-3434-5384 
 

株式会社 三菱総合研究所 
   〒100-8141 
   東京都千代田区大手町二丁目 3 番 6 号 
   電話 ： 03-3277-0741 
 
 

  


	表紙
	序
	目次
	1. 調査研究の概要
	1.1. 背景と目的 
	1.2. 調査研究項目
	1.2.1. 中国における制度の現状調査
	1.2.2. 各国間比較
	1.2.3. 今後の取り組み方と提言まとめ


	2.  中国における制度の現状調査
	2.1. 文献調査
	2.1.1. 中国の基準認証制度について[1][2][3][9]
	2.1.2. CCCマーク制度の関連機関の概要[1][2][3][9]
	2.1.3. 中国基準認証に関する課題（ヒアリングポイント）

	2.2.  ヒアリング調査
	2.2.1. 中国機関ヒアリング調査
	2.2.2. 企業ヒアリング調査

	2.3.  欧米の政府機関の見解
	2.3.1. 調査項目
	2.3.2. 調査結果


	3.  海外の基準認証制度に関する各国間比較
	3.1. 機械安全に関する海外の基準認証制度
	3.1.1. EUにおける機械安全[4][5][6][7][8]
	3.1.2. アメリカにおける機械安全[4][5][6][7][10][11]
	3.1.3. 中国における機械安全[1][2][3][9]
	3.1.4. 日本における機械安全[4][5][6][7][9]
	3.1.5. 各地域の比較

	3.2. 電気製品安全に関する海外の基準認証制度
	3.2.1. EUにおける電気製品安全の調査[4][5][6][7][8]
	3.2.2. アメリカにおける電気製品安全の調査[4][5][6][7][10][11]
	3.2.3. 中国における電気製品安全の調査[1][2][3][9]
	3.2.4. 日本における電気製品安全の調査[4][5][6][7][9]
	3.2.5. 各地域の比較


	4. 今後の取り組み方と提言まとめ
	4.1. 中国基準認証制度における問題点
	4.2. 我が国の認証制度に関する提言
	4.2.1. 我が国の認証制度に関する状況
	4.2.2. 我が国の認証制度実施上の課題
	4.2.3. 提言


	 参考文献
	 添付資料1　ヒアリング調査結果（中国当局）
	 添付資料2　ヒアリング調査結果（企業）
	 添付資料3　機械安全基準および設備製造業の安全生産に関するシンポジウム
	奥付


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


