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省エネ国家基準の全体状況

◼ 330余りの省エネ関連の国家基準、その中:強制基準は
約54%；残りは推奨基準です。

主な基準：

——エネルギー消費限度の強制基準112項、34%；

——エネルギー効率の強制基準71項、22%；

——省エネ基礎基準42項；

——検定と計算方法の基準24項；

——重点工業用エネルギー設備の省エネモニターシリーズの基準、24項；

——重点工業用エネルギー設備の経済運行シリーズの基準、13項；

——エネルギー計量器具の配備基準、12項；

——エネルギー管理システムシリーズの基準、10項

——省エネ量評価シリーズの基準、10項;

強制性エネルギー効率標準

強制性消費電力上限標準

省エネ基本標準

省エネ監視標準シリーズ

経済運用シリーズ標準

エネルギー計量器具搭載標
準シリーズ

エネルギー効率評価標準シ
リーズ

その他



1.家電製品(20)

家庭用電気冷蔵庫、ルームエアコン、電気洗濯機、扇風機、炊飯器、電気温水器、ガス温水器、インバーターエアコン、電磁か
まど、フラットテレビ、電子レンジ、ソーラー給湯システム、吸煙機、ヒートポンプ温水機、セットトップボックス、飲水機、家庭用ガス
コンロ、交流換気扇、エアコン用コンプレッサー、空気清浄機

2.照明器具(14)

蛍光灯安定器、両端接続式蛍光灯、単一端蛍光灯、自鎮流蛍光灯、高圧ナトリウムランプ、高圧ナトリウムランプ
安定器、金ハロゲンランプ、金ハロゲンランプ安定器、単一端無極蛍光灯、単一端無極蛍光灯用交流電子安定器
、自鎮流無極蛍光灯、ハロゲンランプ、屋内LEDランプ、道路とトンネルLEDランプ

エネルギー効率の強制基準71項

3. 商業設備(10)

パッケージエアコン、多連式空調機、冷水ユニット、リモートコンデンサー付きの冷蔵ショーケース、臭素化リチウム吸収式冷

水ユニット、商用ガスコンロユニット、水（地）源ヒートポンプユニット、水素製造システム、ダクトエアコン、低温ヒートポンプユニット



4.工業設備(22)  

中小規模の三相非同期電動機、エアコンプレッサー、通風機、清水エアーポンプ、 配電変圧器、電力変圧器、交
流接触器、産業ボイラ、低出力モーター、遠心送風機、アーク溶接機、石油ヒーター、永久磁気同期異動機、高圧
三相かご型非同期モーター、小型潜水電気ポンプ、井戸用潜水電気ポンプ、汚水汚物潜水電気ポンプ、石化ポン
プ、汚水曝気機、汚水撹拌機、集塵機

5.オフィス設備(5)   

コンピュータモニタ、コピー機、プリンタとファックス、外部電源、マイコン、プロジェクタ

エネルギー効率の強制基準71項



エネルギー効率基準実装フレームワーク

最低エネルギー効率 エネルギー効率レベ
ル2

エネルギー効率の階層化

市場参入、高エネルギ
ー消費量製品の淘汰

強勢エネルギー効率
ラベル制度

自発的な省エネ製品
認定制度

強勢エネルギー効率基準

省エネ製品政府
調達

省エネ製品補助
プログラム

農村における
家電の普及

地域の省エネ製品イン
センティブプログラム

企業所得税優遇
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5 類

4類 8類
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商業設備：8類

冷水ユニット、多連式空調機（ヒー
トポンプ）ユニット、パッケー ジ
エアコン、冷却ショーケース、商用
ガスコンロ、水（地）源ヒートポン
プユニット、臭素化リチウム吸収式
冷水ユニット、自給復水器ビジネス
用クールキャビネット

照明器具：3類

自鎮流蛍光灯、高圧ナト
リウムランプ、非定位自
鎮流LEDランプ

工業設備：5類

中小規模の三相非同期電動機、
交流接触器、容積式コンプレッ
サ、電力変圧器、通風機

家電製品：17類

ルームエアコン、インバーターエアコン
、冷蔵庫、洗濯機、ガス温水器、電気温
水器、電磁かまど、炊飯器、扇風機、フ
ラットテレビ、セットトップボックス、
電子レンジ、太陽熱温水器、吸煙器、ヒ
ートポンプ温水器、家庭用ガスコンロ、
換気扇

オフィスおよび電子設備：4類

モニタ、コピー機、プリンタ
とファックス、コンピュータ
、プロジェクタ

国はエネルギー効率ラベルを実行する製品目録を14ロット発表し、5つの37
種類の用エネルギー製品は対象となった。

エネルギー効率ラベル製品範囲の迅速な拡張



製品タイプ 発行日 発効日

家庭用冷蔵庫、ルームエアコン 2004.11.29 2005.3.1

パッケージエアコン 2006.9.18 2007.3.1

冷水ユニット 2008.1.18 2008.6.1

インバーターエアコン、多連式空調機（ヒートポンプ）ユニット 2008.10.17 2009.3.1

冷凍ショーケース 2012.6.21 2012.9.1

水（地）源ヒートポンプユニット、臭素化リチウム吸収式冷水ユニット 2015.3.19 2015.12.1

自給復水器ビジネス用クールキャビネット 2017.12.19 2018.6.1

ラベル·プログラムの対象となった冷暖房および空調製品



エネルギー効率ラベルの様式

Evolution

V2.0

V1.5

2005 2006 2014 2016

エネルギー効率ラベル様式のエボリューション

V1.0

エネルギー
効率情報コード



中国エネルギー効率ラベル公式サイトwww.energylabelrecord.com

ウェブサイト

メーカー登録

テストラボ登録

エネルギー効率ラベル登録プラットフォーム



製品のエネルギー効率ラベル実装ルールの主な内容

製品のエネルギー効率ラベル実装ルールの主な内容:

1、策定の根拠及び適用範囲

2、ラベルの様式と仕様

3、エネルギー効率検出

4、ラベル情報の確定

5、ラベルの印刷、貼り付け、表示方法

6、ラベルの届出

7、ラベルの公告

8、附則

添付1:ラベルの様式と仕様

添付2:エネルギー効率の検出レポート

添付3:エネルギー効率ラベルの登録フォーム



定周波エアコン

（現行）

インバーターエアコン

（現行） ルームエアコン（承認待ち）

冷房専用 ヒートポンプ式

ルームエアコンのエネルギー効率ラベルの様式



登録管理

製品登録管理 ラボ登録管理

プロセス プロセス

QRコードの取得

情報の確認と検証

登録公告

能力の確認と検証

登録公告

2019年
登録モデル：22万余り
登録企業：4600社余り
冷却及びエアコン製品
登録モデル：1.48万余り
登録企業：700社余り

2019年10月時点で、登録され
たラボは997カ所で、うち第
三者ラボが約40%、企業ラボ
が約60%、CNASに認可された
ラボが55%。
このうち、冷房テストを実施
しているラボは378カ所。データ整合性の比較

ラベル登録管理の効率的かつ秩序立った推進



ラベル登録管理の効率的かつ秩序立った推進



「エネルギー効率ラベル管理弁法」に規定された法執行主体と責任主体。

第二十四条

ラベル·プログラムの市場監視

• 地元省エネ管理部門及び地元 CIQ は、「中華人民共和国省エネ法」の関連規定に従い、そ

れぞれの職責範囲内において、本管理弁法に対する違反行為について処罰を行う。生産事

業者や輸入事業者は、自ら使用するエネルギー効率ラベルに対し、情報の正確性に関して

責任を持つ。エネルギー効率ラベルを標示すべきところを標示していない製品については

販売してはならない。



ラベル·プログラムの市場監視内容

検査重点

ラベルの登録と表示に
関する適合性チェック

コンテンツ、様式、仕様の適合性

登録の有無

にせ物、偽りの宣伝

エネルギー・水効率
適合性チェック

エネルギー・水効率が強制基準に満
たすかどうか

偽物を混入している、又は模倣·粗
悪製品を合格製品とした



2019年6月13日国家発展改革委員会など7部門が共同で「グリーン高効率冷
房行動案」を発表

◆ 冷却製品のエネルギー効率を大幅に向上させ、先進国のエネルギー
効率の参入要件を満たすか、それを上回るエネルギー効率を達成し、
1レベルのエネルギー効率指標が国際的なリーダーシップを達成

⚫ 標準の改訂:家庭用定周波空調とインバーター空調のエネルギー効率基準の
統合を加速し、多連式空調などの製品の強制エネルギー効率基準を改訂す
る。

⚫ 新しい標準の策定：データセンター、自動車用エアコン、冷蔵倉庫などの冷
房製品の新しいエネルギー効率基準の策定を促進し、20~30%の非効率的
な冷房製品を排除する。

基準のリーダーシップの強化



2019年6月13日国家発展改革委員会など7部門が共同で「グリーン高効率冷
房行動案」を発表

基準のリーダーシップの強化

⚫ 関連標準の開拓:公共建築、工業工場の関連グリーン設計、製造品質などの関連国家
標準または業界標準を制定、修正する。冷却業界用環境保護冷媒製品基準と安全基準

の制定、修正を加速する。

◆ エネルギー効率基準実行の強化

⚫ エネルギー効率基準の採用を強化し、これを省エネ審査、政府調達などの政策措置の

重要な技術的根拠とし、エネルギー効率基準の実施を確実に推進する。



公開されている冷房機器のエネルギー効率基準

家庭用

•GB 12021.2~2015家庭用冷蔵庫の最
大消費電力とエネルギー効率レベル

•GB 21455-2013インバータールーム·
エアコンのエネルギー効率の限度と
レベル

•GB 29541-2013ヒートポンプ温水機
（器）のエネルギー効率の限度とレベ
ルGB 12021.3~2010ルームエアコンの
エネルギー効率限度および省エネ評
価値

業務用

•GB 19576-2019パッケージエアコンのエネルギー効率の限度と
レベル

•GB 19577-2004冷水ユニットのエネルギー効率の限度とレベル

•GB 21454-2008多連式空調機（ヒートポンプ）ユニットのエネル
ギー効率の限度とレベル

•GB 29540-2013臭素化リチウム吸収式冷水ユニットのエネル
ギー効率の限度とレベル

•GB 30721~2014水（地）源ヒートポンプユニットのエネルギー効
率の限度とレベル

•GB 37479-2019ダクト送風機ユニットのエネルギー効率の限度
とレベル

•GB 37480-2019低環境温度空気源ヒートポンプ（冷水）ユニット
のエネルギー効率の限度とレベル

コールドチェーン

• GB 26920.1-2011業務用冷却装置の

エネルギー効率の限度とレベル
パート1:リモートコンデンサー付きの
冷蔵ショーケース

•GB 26920.2-2015業務用冷却装置の

エネルギー効率の限度とレベル
パート2:自給復水器ビジネス用クー
ルキャビネット



•ルーム·エアコンのエネルギー効率の限度とレベル（承認待ち）

•業務用冷却装置のエネルギー効率の限度とレベル パート3:冷蔵自動販売機
（承認待ち）

•GB 21454-XXXX多連式空調機（ヒートポンプ）ユニットエネルギー効率の限度とレ
ベル

•中小規模の冷蔵庫（ボックス）およびコンデンシングユニットのエネルギー効率の
限度とレベル

改訂中の冷房製品のエネルギー効率基準



家庭用エアコンのエネルギー効率基準の改訂に関す
る最新状況

➢ 統合：新しいエネルギー効率基準により、定

周波ルームエアコンとインバータールームエア

コンのエネルギー効率基準が統合された

➢ 2020年には新たなエネルギー効率基準が発

表される:最低エネルギー効率は14%向上

➢ 2022年:最低エネルギー効率は30%向上



• 中国の新しいエネルギー効率基準レベル1のエネル
ギー効率指標が世界トップレベルに達した

• インバーターエアコンのエネルギー効率に関する参
入条件（レベル3）は、EU、米国などの参入条件とほ
ぼ同等であり、従来の基準よりレベル1向上した

• 定周波エアコンのエネルギー効率に関する参入要
件（レベル5）は、元基準のエネルギー効率レベル1
の要件に相当する

家庭用エアコンのエネルギー効率の国際比較



ご清聴ありがとうございました！


