
18標準化－3 

 

調査・研究報告書の要約 

 

書 名 平成１８年度海外の基準認証制度に関する調査報告書 

発行機関名 社団法人 日本機械工業連合会 ・ 株式会社 三菱総合研究所 

発 行 年 月 平成19年3月 頁数 100頁 判型 A4 

 

[目次] 

本編 

 

1. 調査研究の概要  

1.1. 背景と目的  

1.2. 調査研究項目  

 

2. 中国における制度の現状調査  

2.1. 文献調査  

2.2. ヒアリング調査  

2.3. 欧米の政府機関の見解  

 

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  

3.2. 電気製品安全に関する海外の基準認証制度  

 

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  

 

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  



[要約] 

 

我が国にとって極めて重要な輸出先である中国における基準認証制度を調査し、また、機械工業製品

の輸出及び販売に際して要求される強制認証制度や技術基準としての規格の実態について、中国政府機

関および中国に進出している日本企業の現地法人へヒアリング調査を実施し、調査結果より中国の基準

認証制度における問題点を抽出した。また、欧米、中国、我が国の機械・電気製品に関する認証制度を

調査し、比較検討結果から我が国の認証制度に関して提言を行った。 

 

1. 調査研究の概要 

1.1 調査の背景と目的 

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 調査項目 

1.2.1 中国における制度の現状調査 

中国の強制認証制度、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 

 

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。 

政府機関および日本企業現地法人それぞれ5件程度を訪問して、ヒアリング調査を実施する。 

                                     

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 

地域間差を調整方法 

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。 

 
2. 中国における制度の現状調査 

2.1節において、文献・WEB情報に基づいた調査より、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

制度に近いことが確認された。その一方で、中国の認証制度に関するトラブル報告も散見されたため、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、以下を抽出した。 

 

•  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） 

 

また、2.2.節では、中国現地での中国当局および日本企業の中国法人へのヒアリング調査についての結

果を上記ポイントの観点からまとめた。主なポイントは以下の通りである。 

 CCC制度は制度としては、非常に整然としている。 

 運用上の課題があるが、改善に向けて中国当局も努力している。 

 今後、CCCマーク制度の対象製品の拡充が行われていき、特に機械安全に関してこれから重点的

に取り組まれる。 

 引き続き中国の動向を注視し、CCC制度以外の基準認証制度も含めた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、2.3節では、中国の基準認証制度に関する欧米の政府機関の見解を中国強制認証制度に関する課題



と中国との政府間交渉の取り組み状況の観点からまとめた。 

（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。 

• 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。 

 
3. 海外の基準認証制度に関する各国間比較 

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下記の観点よりまとめた。 

 

各国間比較調査のポイント 

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 

地域間差を調整方法 



規格作成の標準化プロセス 等 

 

3.1節においては、機械安全分野に関する各国間の認証制度を、3.2節においては電気用品分野に関する

各国間の認証制度について概要を取りまとめ、それぞれ比較表を作成した。 

 
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。 



 

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。 

 

 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、ステークホルダーかん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。 

 

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。 

 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。 

 

 
この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

                 http://keirin.jp/ 
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