
中国国務院が2006年に発表した

「国家中長期科学技術発展計画要綱」

に基づき，中国では自主技術創新が

進められています．この自主技術創

新においては，技術分野に応じてそ

れぞれに目標が定められ，各産業分

野での標準化活動が行われていま

す．通信産業分野の標準化について

は中国通信標準化協会（CCSA :

China Communication Standards

Association）が唯一の通信標準化機

関として，その役割を担っています．

ここでは，CCSAにおける最近の標

準化活動状況について，中国の標準

化体系の仕組みや最近の通信産業分

野の動向を交えながら紹介します．

はじめに

近年の中国における情報通信技術は

めざましく進展しており，2012年末時
点で，携帯電話加入者数は約11.1億，
ブロードバンド加入者数は約1.75億に
なるなどICT技術の普及が急速に進み
つつあります．ブロードバンドの推進
に関する標準の役割は大きく，特に注
目すべきは2013年の４月１日から施
行された国家強制標準GB 50846-2012

「住宅区と住宅建築内のFTTH設備工
程設計規範」です．これは，FTTHを
提供している県以上の都市（日本では
市相当）において，新築の団地や住宅
の建築時には戸ごとにFTTH配線する
ことを義務付けるもので，この強制標
準の施行によって，今後ますます
FTTHの普及が進むことが予想されて
います．

また，ブロードバンドの推進以外で
も，中国ではさまざまな分野において
計画的な政策が打ち出されており，中

国独特の方式である「政府による政策
的な方向性の指示」が大きく関与して
います．中国では５年ごとに中央政府
の政策方針が打ち出され，その中で産
業発展の重点分野が決められます．
2011～2015年までの「第12次５カ年
計画」期間では，７つの産業分野

（省エネ・環境保護，次世代情報技
術，バイオ技術，先端設備の製造，
新エネルギー，新素材，新エネルギー
自動車）を重点とすることが定められ
ました．この５カ年計画で定めた産業
分野の発展を実現するためのマクロな
発展計画も順次発表されています．ま
た，その発展計画に呼応するかたちで，
各省庁や地方政府等が第12次５カ年
計画の期末（2015年末）に達成すべ
き数値目標や概念的な到達レベルなど
の指針や計画が各所で制定されていま
す．図１に代表的な政策，および各種
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中国における国際標準化動向

図１　中国におけるさまざまな政策や発展計画の例 
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発展計画についてまとめました．
中国は2001年にWTO（Wor l d

Trade Organization）に加盟してお
り，加盟国に課されるTBT（Technical
Barriers to Trade）協定に従って，
強制規格，任意規格や適合性評価手
続きの策定における透明性を確保する
とともに，国際規格や国際的ガイドラ
インを取り入れて国内規定を定めるこ
とが求められています．

国家中長期科学技術発掘計画要綱

2006年２月には，国家戦略として
2020年までの科学技術分野における
中長期の計画である「国家中長期科
学技術発展計画要綱」を公布し，こ
れを着実に実行に移しています．この
計画では「自主創新」「重点飛躍」

「発展支援」「未来牽引」の４つを柱
として，原始創新（中国独自のイノ
ベーション力）と集成創新（知的財産
権を保有する資源などを組み合わせた
イノベーション力），再創新（先進技
術の導入による新たなイノベーション
力），基礎技術研究を推し進め，新
しいブレークスルーを生み出し，持続
可能な社会の発展を支えること，基礎
研究や先端技術の普及を図ることなど
を目標に置いています．

その中でも重点領域や優先テーマな
どが具体的に設定され，着実に推進さ
れています．

標準化事業第12次５カ年計画

標準化の分野においては「標準化事
業第12次５カ年計画」（2011年12
月）が発表されており，この中の長期
計画に基づいてさまざまな標準化活動
が中国国内で進められています．その

一例として，次世代情報産業技術標
準化の重点項目を表１に示します．

中国は以前にも増して国際標準化
活動を精力的に推進しており，ISO

（ International Organization for
S t a n d a r d i z a t i o n ） や I E C

（ International Electrotechnical
Commision），ITU（International

表１　次世代情報技術産業標準化の重点項目

項　　目

情報ネットワーク
インフラおよび次
世代モバイル通信

次世代インターネッ
トコア設備とスマー
ト端末

三網融合
（トリプルプレイ）

集積回路と新型
ディスプレイ

内　　容

・高速マルチサービスの光伝送に関する標準を制定
・2G，3G移動通信技術の強化，4G移動通信，CDMA通信，デジタルハ
ニカム通信，ネットワークセキュリティ，光ファイバ，固定網と移動
網の融合，無線LAN，ブロードバンド無線アクセス，近距離通信等の
制定

ネットワーク設備の効率化とセキュリティ，IPv6，ドメインシステムと
セキュリティ，ソフトウェアスイッチのセキュリティ，インターネット
データセンタ，個人情報処理設備，電子書籍などの標準の制定

ホームネットワーク，オーディオコーデック，ビデオコーデック，双方
向デジタルTVプラットフォームと統合システムなどに共通する基礎標準
とコンテンツセキュリティ，ストリーミングメディア等のコンテンツ規
格，ネットワークTV，マルチメディア電話，サードスクリーン（TV，
PC，携帯電話）間のインタラクティブサービスの標準，IP電話，スマー
トTV接続端末の標準，三網融合（トリプルプレイ）に関するネットワー
ク伝送のセキュリティ標準の制定

スマートカードWebサーバ，スマートカードで操作可能な電子IDシステ
ム，ICカードとスマートカードの汎用セキュリティとシステムセキュリ
ティなどの集積回路に関する標準，電力用半導体とMEMS製品およびプ
ロセス標準，3Dディスプレイの快適性と互換性のある変換，デジタルシ
ネマ，ハイビジョンTV，フラットディスプレイ，レーザディスプレイな
どの新型ディスプレイに関する標準の制定

ハイエンドサーバ

・高性能コンピュータとサーバに対する性能評価，省エネ特性，電気特
性などの標準の制定
・インターネットデータセンタ，ドメインサービス，クラウドコンピュー
ティングなどのアプリケーションに求められるハイエンドサーバ規格
の検討を進める

ハイエンドソフト
ウェアとデジタル
仮想化

オペレーティングシステム，中国語オフィス系ソフトウェアフォーマッ
ト，ドキュメントレイアウト，新型データベース，ミドルウェア，組み
込み型ソフトウェア等のハイエンドソフトウェアの標準，デジタルコン
テンツ管理と保護，デジタル保存と相互運用性，マルチメディアコーデッ
クの融合，コンピュータグラフィックスのモデリングとシミュレーショ
ン，環境データ表現，仮想現実・拡張現実・混合現実，デジタルコンテ
ンツアグリゲーション配信プラットフォーム等の仮想化標準の制定

ソフトウェアサービ
スとネットワーク付
加価値サービス

情報システムプロジェクトの計画，設計，監督の開発，情報技術アウト
ソーシングのガバナンスと管理，IT運用・保守，ITサービス，ソフトウェ
アサービス，インターネットコンテンツフィルタリング，相互運用性，
プライバシ保護，付加価値ネットワークサービス標準の情報リソースの
開発と利用などのWebサービス標準の制定

物聯網

・交通，公共安全，農業，環境保護，林業などの領域における物聯網応
用の標準の制定・改定
・物聯網の重要な基礎標準，センサネットワーク，自動識別技術，統一
リソース識別子標準の制定
・RFIDの軍用規格への転用

クラウドコンピュー
ティング

クラウドコンピューティング用語と参照モデル，クラウドデータ管理と
ストレージ，クラウドプラットフォームインタフェースと仮想化，次世
代検索エンジン，次世代ネットワークオペレーティングシステム，マス
ストレ－ジシステム，インテリジェントマスデータ規格標準の制定

標準化事業第12次
5カ年計画

国家中長期科学技術
発展計画要綱



Telecommunication Union）など
における役職の引受数も年々増加して
います．さまざまな分野で特許出願数
が急速に伸びており，2012年の国際
出願件数（PCT: Patent Cooperation
Treaty）は１万8627件（2011年比
で13.6％の増加）となり，国別では，
米国，日本，ドイツに次ぐ４番目に位
置するまでに成長しました（1）．技術開
発分野においても一定の存在感を放っ
ています．近年中国から国際標準化機
関へ提案された代表的な規格として
は，TD-SCDMA（Time Division-
Synchronous Code Division Mul-
tiple Access），IGRS（Intelligent
Grouping and Resource Sharing），
WAPI（ Wireless-LAN Authenti-
cation and Privacy Infrastructure），
TD-LTEなどがあります．

中国における標準

中国における標準は，「中華人民共
和国標準化法」（1989年施行）で法
律として定められており，現在有効な
標準はすべてこの標準化法に準拠して
制定されています．この規定では，中
国国内における標準は国家標準，部門
標準（業界標準），地方標準および企
業標準の４種類に区別されています．
また，各標準規格は強制標準と任意
標準（推奨標準）の２つに区分され，
強制国家標準の場合には標準化文書
番号に「GB」が，任意国家標準の場
合には「GB/T」が付与されます．制
定された各標準の番号を見ることで，
その標準がどの位置付けであるのかを
知ることができます．中国の技術標準
に関する分類種別を表２にまとめま
した．

国家標準の制定や管理は，中国国

家質量監督検験検疫総局（AQSIQ:
General Administration of Quality
Supervision, Inspection and Quaran-
tine of P.R.C.）の外局機関である国
家標準化管理委員会（SAC: Stan-
dardization Administration of
P.R.C.）で実施され，業界標準は中
央政府の各業種の管轄部門が実施し
ています．通信関連の標準化について
は，MIITが主体となって実施してい
ます．地方標準については，各地方

（省・自治区・直轄市）が制定した標
準であり，各地方の質量技術監督局
標準処が管轄しています．これらの各
標準の管轄関係を図２に示します．な
お，SACはISO/IECのメンバ機関と
なっています．

中国通信標準化協会（CCSA）

■概　要

CCSAは中国の通信産業規格を管
轄する唯一の標準化機関として，
2002年に設立されました（2）．CCSA
の会員資格は，正会員，賛助会員，
オブザーバの３つに分かれ，研究機関
や通信キャリア，ベンダ，大学などの
各方面のメンバによって構成されてい
ます．近年，構成会員も増加してお
り，2012年には，279会員団体に加

えて，７列席会員，29オブザーバ会
員，大学関連有識者１会員で活動を
行っています．

CCSAにおける標準化活動では，
キャリアやベンダに加えて，中国唯一
の政府系情報通信研究機関である中
国工業情報化部電信研究院（CATR:
China Academy of Telecommuni-
cation Research of MIIT）が中核
を担っています．CATRでは，政府通
信政策への支援やコンサルタント，認
証 サービスなどを行 うと同 時 に，
CCSAにおいても各技術委員会（TC:
Technical Committee）における国
内標準化活動や，ITU-T等における国
際標準化活動にも積極的に関与して
います．
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図２　中国における各標準化の主管関係 
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国家標準化管理委員会 
（SAC） 

国家認証許可監督管理委員会 
（CNCA） 

中国国家質量監督検験検疫総局（AQSIQ） 

業界標準 

中央政府の業界管轄部門 

地方標準 

各省・直轄市の質量技術 
監督局標準処 

表２　技術標準の分類

シリーズ 分　　類

GB

YD

YDC

YDB

SR

SJ

GY

DL

GJB

OHER

国家標準

通信業界標準

通信標準参考文献

通信協会標準※

研究報告

電子業界標準

放送標準

電力業界標準

国家軍用標準

その他の業界標準

※2012年に通信標準関連技術報告から名称変更

中国通信標準化協会
（CCSA）

中国における標準



■CCSAの組織構成と国内標準化作業

CCSAでは，10分野のTCが設置さ
れており，光アクセス系からIPTV，
IPv6や物聯網＊など，通信にかかわる
さまざまな標準化活動が行われていま
す．また，TCのほかにも特定テーマに
関する検討グループであるST（Spe-
cial Team）が設置されています．
CCSAの組織構成を図３に，各TCの
WG（Working Group）構成を表３
に示します．2013年には，「ブロード
バンド中国」「TD-LTE」「クラウド
コンピューティング」「IoT」「IDC」

「SDN」「次世代衛星通信」「情報安
全」「産業規制」の分野が重点領域と

して設定されています．数値目標とし
ては，国家標準，業界標準，協会標
準，研究報告など，合わせて400項目
を推進し，完了することが掲げられて
います．

近年中国では，物聯網およびブロー
ドバンド中国に関する技術開発が国策
として進められ，これらの分野に関す
る技術標準の検討もさかんに行われて
います．物聯網では各種センサ情報の
流通やスマートシティのプラットフォー
ム間の情報交換に至るまで，幅広い領
域において検討が進められ，2010年か
ら新たに設置されたTC10技術委員会

（ユビキタスネットワーク）において，

センサネットワークやM2M（Machine
to Machine）通信，スマートシティ
などの関連する標準化作業が活発に行
われています．なお中国が志向する物
聯網は，「人々の生活を豊かにするた
めに必要となるアプリケーションの活
用」として位置付けられており，アプ
リケーションの検討に議論の重点が置
かれています．また，ブロードバンド中
国についてはFTTHやIPv6の検討など
が含まれており，特にIPv6に関して
は世界最大のIPv6ネットワークを運
用するなど積極的な関与がみられます．

近年，標準化作業がますます活発化
しており，2012年には計646件（国家
標準，業界標準，通信標準技術報告，
研究報告）の草案稿を完成していま
す．また，CCSA設立後の10年間に制
定された通信技術分野の文書は，業界
標準が2663件，国家標準が506件，
参考技術文献が96件，技術報告115
件になります．

なお，NTTグループからはNTT
がTC 1 0に，NTTドコモがTC 5，
TC10，TC11にオブザーバとして参加
しており，中国における通信標準化状
況の情報収集を行っています．
■国際標準機関との連携

CCSAでは，国際標準化機関や標
準化会議との協調活動を積極的に行っ
ています．例えば，2012年までの10年
間に各国際標準化団体へ提出した寄
書は４万件を超え，採択率も年々向
上していることが報告されており，勢
いをうかがい知ることができます．ま
た， I T U - T においては各 種 のF G

（Focus Group）を新たに立ち上げる
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全員大会 

理事会 

技術委員会 

TC1：IPとマルチメディア通信 

ST2：通信設備の省エネと総合利用 

ST3：緊急通信 

ST4：通信インフラ設備の構築利用 

特別チーム 

TC3：交換ネットワーク 

TC4：通信設備と通信基地局の電源環境 

TC5：無線通信 

TC6：伝送網とアクセス網 

TC7： ネットワークマネジメントと 
 運用サポート 
 

TC8：ネットワークと情報セキュリティ 
 

TC9：電磁環境と人体への影響 
 

TC10：ユビキタスネットワーク 
 

TC11： モバイルインターネットの 
 応用と端末 
 

秘書処 専門家委員会 技術管理委員会 

図３　CCSAの組織構成 

＊物聯網：モノがつながるネットワークという意
味で，IoT（Internet of Things）に近い概念です
が，中国の物聯網はIoTにとどまらないより広い
範囲を指すキーワードとして使用されています．



ことを提案するなど，活動範囲を広げ
ようとしています．国際標準化組織の
主要職として40名以上，エディタ等で
数百名の中国代表が活躍していること
が報告されており，中国が国際的に標
準化をリードする場面が目立ち始めて
います．特に中国で盛んな物聯網に関
連するITU-TのFG-M2Mでは，FGの
立ち上げを提案し，議長を引き受ける
など一定の存在感をみせています．加
えて，６つの標準化団体（ARIB，
ATIS，CCSA，ETSI，TIA，TTA）
が設立で合意したM2Mの新しい標準
化団体であるOneM2Mにも積極的
に関与しており，2012年12月には北
京 での会合をホストしています（3）．
OneM2Mにおいては中国からの提案
も数多くなされており，2012年12月
に開催された第２回会合では中国の標

準である「ユビキタスネットワーク用
語」などを含む12件の寄書を提出して
います．これら一連の動きには，従来
の標準化団体の枠組み以外の場所に
おいて議論をリードしていきたいという
意気込みが感じられます．

おわりに

中国は内外にさまざまな問題を抱え
つつも着実に経済成長を続けており，
ICT分野もめざましい発展を遂げてい
ます．特に科学技術分野では中国発の
技術創新を実現するため，2006～
2020年の中長期の発展計画や，第12
次５カ年計画など，さまざまなことが
計画的に進められています．標準化に
おいてもそれは同じで，特に通信分野
の標準化には力が入れられており，

2012年に工業情報化部が定めた19の
業界分野の標準211のうち通信分野に
関する標準は44にのぼり，全体の21％
を占めるなど，精力的に標準化が進め
られています．

NTT北京事務所では引き続きNTT
グループを代表して中国における情報
通信産業の標準化動向に関する情報
収集活動を行いながら，中国との新た
な協調関係を模索・推進していきます．

■参考文献
（1） http://www.wipo.int/portal/en/news/2013/

article_0021.html
（2） http://www.ccsa.org.cn/
（3） http://www.ccsa.org.cn/worknews/content.

php3?id=2992
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表３　各TC WGの構成

検討グループ 検討テーマ

TC1

TC3

TC4

TC5

TC6

WG1

WG2

WG3

WG4

SWG2

WG1

WG2

WG4

─

WG3

WG4

WG5

WG6

WG8

WG9

WG10

WG1

WG2

WG3

WG4

IPネットワーク・設備

IPサービス・アプリケーション

コンテンツ保護

新技術と国際標準化

IPTV

ネットワーク全般

シグナリング・プロトコル

サービス・アプリケーション

─

無線LAN・無線アクセス

cdmaOne・CDMA2000

3Gのセキュリティと暗号化

Beyond3G

周波数

TD-SCDMA・WCDMA

衛星・マイクロ波通信

伝送ネットワーク

アクセスネットワーク

光ファイバ・光ケーブル

光デバイス

検討グループ 検討テーマ

TC7

TC8

TC9

TC10

TC11

WG1

WG2

WG3

WG1

WG2

WG3

WG4

WG1

WG2

WG3

WG1

WG2

WG3

WG4

WG1

WG2

WG3

無線通信管理

伝送網とアクセス網の管理

総合

有線ネットワークセキュリティ

無線ネットワークセキュリティ

セキュリティ管理

セキュリティ基盤

電気通信設備の電磁結合

電信システムの雷害対策

電磁輻射と安全

全般

アプリケーション

ネットワーク

技術や標準化の展開

全般

サービスプラットフォームと応用
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