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輸入繊維製品のサプライチェーン 

染色企業・工場 

A 生地商 B 生地企画 C 生地代理店 。。。（数多く、業態多様） 

・数が数える 
・大手2300社程度 

・環境問題が厳しい 
中吸収合併・廃業
などで減少傾向 

縫製加工 縫製加工 

輸出者(貿易公司） 

日本の輸入者 

アパレル・卸商 

小売 

WLSの発想の元： 
・数が数えられる根
元（染色）からの管
理がしやすい。 
 

・中間企業が数多く、
業態が多様で、事実
上着手不可能 
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中国紡織工業連合会: 
China National Textile and Apparel Council（略称CNTAC） 

中国元政府部門の「紡織部」が民営化した、包括的繊維業界団体。 傘下に、紡績、織布、染色、アパレ
ル、インテリア、産業用繊維など、各分野の業界団体、検査機関、教育、メディア等、繊維産業全体に
かかわる機能分野部門を持っている。染色企業等はもともとCNTACの管理対象でもある。 

ホワイトリスト管理システム共同検討団体 

日本繊維輸入組合 

日本アパレル・ファッション産業協会 

日本織物中央卸商業組合連合会 

全日本婦人子供服工業組合連合会 

協同組合関西ファッション連合 

繊維評価技術協議会 

中国紡織工業連合会 
中国印染行業協会 
中国綿紡織行業協会 
中国毛紡織行業協会 
中国服装協会 
中国家用紡織品行業協会 
中国メリヤス工業協会 
中国麻紡織行業協会 
中国シルク協会 
中国化学繊維工業協会 
中国産業用紡織品行業協会 
中国国際貿易促進委員会紡織行業分会 
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ホワイトリスト管理システムの概要（構成）      

ホワイトリスト管理システム 

www.cntextile.com 

 

 

 

染色企業・工場の 

ホワイトリスト 

認証登録 

WLS不使用宣言書 

 発行システム 

(サプライチェーン安全 

  情報の裏付け） 

WLS＝White List Management System 
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1.    染色企業・工場の 

      ホワイトリスト認証登録 

5 



１. 染色企業・工場のホワイトリスト認証登録  
         ---登録の流れ--- 
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 管理対象： 

 中国の染色企業・工場 

 ※ 染色、プリント、 コーティング他、すべての「色づけ」 

   工程の製造業者を含む。原料染め、製品染めも含む。 

   ※ 当面は中国染色企業、今後他国の染色企業のも認証対象にする予定 

 

 管理対象物質と基準： 

  ※ 特定芳香族アミン：24物質、20mg/kg以下 

    （厚労省の法規制：24物質、30mg/kg以下） 

  ※ 当面は特定芳香族アミン、今後他の対象有害物質を追加可能 

 

  

１. 染色企業・工場のホワイトリスト認証登録 
           ---対象者と基準--- 

7 



 

 提出必須書類： 
 

1. 登録申請書 
2. 法定的証明書類：営業許可証、組織コード証書他。 

3. 不使用宣言書  
      染色企業・工場がシステムへのコンプライアンス宣言書。 

     この宣言書は川下企業への提示は一切ない。 
  

4. 化学品管理調査書 
      ＊色素・助剤の安全情報データ 
      ＊色素助剤に対する定期的検査、有害物質の排除の有無 
      ＊色素助剤の登録管理、未登録ものとの混用防止策 
      ＊内部化学品安全管理制度の有無 
      ＊バルク生産と見本染めの配合率相違の確認 
      ＊加工工程における色素助剤の使用管理 
      ＊設備の浄化、交叉汚染の防止 
      ＊染色工場の品質管理方法、認証他 
 
 注：化学品管理調査書類の面において、エコテックスの技術協力を一部得ている。 

１. 染色企業・工場のホワイトリスト認証登録 
       ---書類審査--- 
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 実地調査施 
  申請企業の提出した「化学品管理調査書」に従い、業界組織、又は検査機関 
  に依頼して実地調査をする。工場単位で実施。 

 
 抜き取り検査 
 

 抜取方法：日中繊維業界で1年間もかけて、合意した方法で実施。 

 ・認定検査機関によるサンプル抜き取り 
 ・合格品質水準（AQL）に従い抜取り、サンプル数を照合し決定する。 
  

 検査基準： 

 ・繊維製品の規定試験方法（GB/T17592とGB/T23344）でアゾ基の還元 
  分解後測定。 

 ・24種類の特定芳香族アミン物質の含有量：20mg/kg以下。 
 

 検査機関：認証を受けた検査機関のみ。 

１. 染色企業・工場のホワイトリスト認証登録 
      ---実地調査と抜取検査--- 
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 専門家委員会の総合審査 
 

 製品だけでなく、 

 染色企業の信用状況なども重要な判断要素。たとえば、 

 ①信用記録、 
 ②財務状況、 
 ③社会的責任、 
 ④企業管理実態、 
 ⑤海外での不良記録の有無、 
 ⑥その他の情報 
 
• 今まで約10％の申請企業が製品以外の原因で不許可とされた。 

１. 染色企業・工場のホワイトリスト認証登録 
      ---総合審査--- 
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企 業 問 題 点 

A 
製品の品質は合格。 
但し、重度の河川汚染事件を引き起し、現地に極めて悪影響を与えた。 

B 
製品の品質は合格。 
但し、企業の内部管理が整っていない。 
基本的内部管理制度なし、社長のワンマン経営と判断。 

C 
製品の品質は合格。 
但し、申込書類の記入において、生産経営情報がCNTACの 
把握統計データと合わず、信憑性が欠如。 

D 
当該企業の製品は、EU市場又は中国国内市場で、 
特定芳香族アミンの基準値超過の状況が発生した。 

E 
製品の品質は合格。 
但し、当該企業は信用・不正問題がある。 
例えば、契約残金を払わず、又は入金された後契約不履行。 

F 
製品の品質が合格。 
但し、企業の資産負債率が高く、安全警戒線を超過。 

１. 染色企業・工場のホワイトリスト認証登録 
      ---登録を否決された原因 （過去の例）--- 
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ホワイトリスト専門家委員会構成（中国側） 

 
 専門家委員会チームによる審査 
   ホワイトリスト管理システムは検討段階から、日本と中国両方で 
 専門家委員会を設置。染色企業のホワイトリスト認証登録の審査は 
 中国専門家委員会チームにより行う。 

 
1. 審査チーム： 
  染色・プリント他各専門分野及び検査機関でのプロ級 
  レベルの資格を持つ専門家から構成。 

 
2. 少なくとも７名以上の奇数の専門家による審査。 

 
3. 一票否決制。 

 
4. 業界の専門家ならではの情報把握・総合判断、 

    製品だけでなく企業の信用全体まで審査。 

１. 染色企業・工場のホワイトリスト認証登録 
      ---審査体制--- 
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氏名 所属 職称 役職 
彭艶麗 中国毛紡織行業協会 教授級高級工程師 会長 
黄淑媛 中国毛紡織行業協会 高級工程師 副会長兼秘書長 
吴硯文 中国毛紡織行業協会 高級工程師 副秘書長 

赵燕淑 中国毛紡織行業協会 高級工程師   
張進武 南通紡織職業技術学院 研究員級高級工程師 紡織学部副主任 

徐力平 中国紡織科学研究院 教授級高級工程師   
李金宝 中国印染行業協会 教授級高級工程師 会長 
陳志華 中国印染行業協会 教授級高級工程師 副会長兼秘書長 
邢惠路 中国印染行業協会 高級工程師 副会長 
林琳 中国印染行業協会 高級工程師 副秘書長 

喬琦 
中国環境科学研究院清潔生産と
循環経済研究中心 

研究員 主任、首席専門家 

趙斉 中国針織工業協会 高級工程師 専門家技術委員会秘書長 
王智 中国針織工業協会 教授級高級工程師 専門家技術委員会主任 
于建軍 天津市針織技術研究所 教授級高級工程師 所長 
張慶 上海市紡織科学研究院 教授級高級工程師 副院長 
邢志贵 天津市針織技術研究所 教授級高級工程師 副所長 
朱北娜 中国棉紡織行業協会 教授級高級工程師 会長 
王青翠 中国棉紡織行業協会 高級工程師 副秘書長 
王耀 中国棉紡織行業協会 工程師   
陳大鹏 中国服装協会 高級経済師 常務副会長 
杜岩冰 中国服装協会 工程師   

唐湘涛 
国家服装質量監督検験中心（天
津） 

高級工程師 常務副主任 

許鑑 上海市服装研究所 高級工程師 所長 

１. 染色企業・工場のホワイトリスト認証登録 
      ---中国専門家委員会の構成--- 
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１. 染色企業・工場のホワイトリスト認証登録 
    ---ホワイトリスト資格の取得--- 

 

 「ホワイトリスト資格コード番号」（WLコード）の付与 

 

   

  

  ※ システム内で自動的に付与したホワイトリスト登録企業のコード番号、 

   システム内で川上→川下へ情報伝達用。 

  ※ WLコード：企業情報とは一切紐づけない。企業の秘密を守る。 

  ※ WLコードをシステムで検証：「正常」又は「エラー」以外の情報は表示されない。 

     正常： ホワイトリスト登録企業 

     エラー：ホワイトリスト登録企業ではない 

 
• 「ホワイトリスト資格証明書」の発給。 

   →企業内部用、外へ出すことはない 

 

• ホワイトリスト資格: 1年間有効、満期更新。 
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 2. WLS不使用宣言書発行システム 

  ---サプライチェーン安全情報の裏付けつきで--- 
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      ２. WLS不使用宣言書発行システム 
       ---不使用宣言書の発行の流れ--- 
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      ２. WLS不使用宣言書発行システム 
             ---不使用宣言書の発行手順--- 

 
Step 1: 川上から、素材の安全情報を取り寄せる 
       （デジタル証書の請求と送受信） 

    
 
 
Step 2:  川上情報に基づき、「WLS不使用宣言書」の発行 
    （不使用宣言書の自動発行フォームで行う） 

 



 

 デジタル証書： 情報パックの暗号化された英数字列、システム内で毎度変わる。 
        
      （例） 
 
 
 
 

  
 デジタル証書の請求：  
 ＊川下企業→川上企業へ請求。 

 ＊システムでデジタル請求画面で 
      請求先社名、契約番号、担当者、 
  電話番号を入力して送信。 

 
  
 デジタル証書の送信： 
  ＊請求を受け、川上企業→川下企業へ暗号化した情 
   報パック(デジタル証書）を送信。 
 

   ＊川下企業へ情報の開示権限を設定できる 
 
   

      ２. WLS不使用宣言書発行システム 
 ---不使用宣言書の発行 (step１)  デジタル証書の請求と送信--- 
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 ① 輸出者：デジタル証書の請求 ② 縫製工場： デジタル証書請求 

④ 染色企業： デジタル証書の発行  
⑤ 生地商： 受信したデジタル証書（英数字列） 

デジタル証書の請求と発行①（システム内での様子） 

生地商が受信内容： 
 デジタル証書 
（英数字列＝ 
 暗号化した情報） WLコード(自動付与）、 

生地商との取引内容(数
量、納期他）の控え。 
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③生地商： デジタル証書請求 



⑦ 輸出者： 受け取ったデジタル証書（暗号化された英数字列のみ） 

デジタル証書の請求と発行②(システム内での様子） 

⑥ 生地商/縫製工場 デジタル証書の発行 

納品先との 
取引内容の控え： 
(納品数、納期他） 

仕入先が発行した 
デジタル証書 
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  発行者： 中国輸出企業（サプライチェーンの中国側の最後段階の企業） 
 

  発行場所：システム内、テンプレートで自動発行 
 
  発行単位：契約ごと、日本輸入者と中国輸出者の間の契約番号が必須 
 
  発行条件： 
    ■素材の染先がホワイトリスト企業の場合： 
      → 受信したデジタル証書に含まれるWLコードの挿入 
     

    ■素材の染先がホワイトリスト企業でない場合： 
      → 分析報告書・他の証明文書のアップロード 
 
    ■記入項目：①品番、②素材名、③染色工場名(選択可）         
        → ④証明書類のアップロード（WLコードの場合不要） 
  

  不使用宣言書の特徴： 
     ・システムで自動生成(発行）で、システム内のみの存在。 
     ・中国側において印刷、コピーなどの機能一切なし。偽造排除。 
 
 

      ２. WLS不使用宣言書発行システム 
    ---不使用宣言書の発行(step２) 不使用宣言書のシステム内自動発行--- 
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 電子社印を挿入して宣言書完成。 
◆ 輸入者へ即送信。 

⑧輸出者：不使用宣言書を自動作成(作業中） 

たとえば市場購入の素材： 
分析報告をアップロード 
（品番、素材名、染工所を記入 

例えばメイン素材（染先がホ
ワイトリスト企業の場合）： 
受信したデジタル証書に含ま
れたWLコードを挿入 

      ２. WLS不使用宣言書発行システム 
       ---不使用宣言書の見本--- 
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 不使用宣言書 

(改訂版）の見本 → 
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 染色企業・工場への第三者による認証管理。 

  製品だけでなく企業の信用状況まで把握、エコテックス認証 

  より厳格。CNTACの公信力がバックに。日本の法制化に対応。 
 

 暗号化技術で企業秘密を保護しながら製品の安全確認を実現。 

 繊維業界でトレーサビリティを実現。 

 デジタル不使用宣言書、システム内のみでの発行、偽造排除。 

◆ 低コスト：仕組みで厳格管理、検査せずとも安全・安心可能。 

ホワイトリスト管理システムの特徴 

24 

安全管理コストの比較 
 

 検査(分析） 
確認対象の単位：色 
検査費用：１万円～２万円/色 × 型数 × 素材の色数 

 

 WLSのご利用（仕組みで安全管理）  
入会料：０円 
使用料：2万円/年間。 



 

まずは、システムへ登録！ 
 

 染色企業・工場  

    www.cntextile.com で、認証登録を申請する。   

    （中国語版機能）、その後北京の担当者からフォローする。 
 
 生地会社、縫製工場、貿易公司： 

    www.cntextile.com で、ウェブ登録 

    （中国語版機能） 
 
 日本の輸入者、アパレル、卸売、小売会社： 

     www.cntextile.com で、ウェブ登録 

     (日本語版機能） 
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どのようすればいいのか？ 

http://www.cntextile.com/
http://www.cntextile.com/
http://www.cntextile.com/


（参考） 中国企業のログインページ 
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提携パートナー（取引先）管理 
 ・登録招請 
 ・パートナーを追加 
 ・招請メールを照会 
 ・パートナー管理 
 ・グループ分類管理 
企業内部管理 
 ・企業担当者(アカウント）管理 
送受信管理 
 ・送信 
 ・受信ボックス 
 ・送信ボックス 
 ・下書き 
 ・ゴミ箱 
企業イエローページ管理 （未開通） 
 ・イエローページ管理 
・企業イエローページ情報の設定 
 ・イエローページテンプレートの設定 
 ・イエローページのプライバシー設定 
 ・訪問記録を照会 
 ・問い合わせ情報リストアップ 
企業の需要供給管理 （未開通） 
 ・企業製品分類管理 
 ・製品管理 
 ・製品仕入管理 
 ・需要供給管理を購入 
ポイント・使用料金管理 
 ・料金納付状態 

（参考） 中国企業のログインページのメニュー 

マイページ 
 ・マイタスク 
染色工場ホワイトリスト管理 
 ・ホワイトリスト加入申請 
 ・ホワイトリスト資格の照会 
 ・ホワイトリスト加入タスク日誌 
 ・デジタル証書の生成 
 ・生成済みのデジタル証書を照会 
デジタル証書管理 
 ・デジタル証書を請求 
 ・請求したデジタル証書を照会 
 ・発行済みのデジタル証書を照会 
 ・デジタル証書請求日誌 
輸出者宣言書管理 
 ・宣言書を申請 
 ・宣言書を照会 
 ・マイ分析証明書をアップロード 

 ・アップロードしたマイ分析証明書をリ
ストアップ 
 ・宣言書タスク日誌 
検査管理 
 ・システム抜取検査の報告 
 ・不良検査信用記録を照会 
 ・検査タスク日誌 
 ・再検査申し立てタスク日誌 

企業基礎資料管理 
 ・登録資料を補足完成 
 ・企業登録審査タスク日誌 

青字： 
 常用機能 
 
黄字： 
 現段階で 
 未開通機能 
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繊維企業信
用管理システ
ムを並行建設
中。 

  ↓ 
ブラックリスト
及びブラック事
例など繊維企業
の信用安全情報
を収集し、シス
テム内で告知予
定。 
 



 

2016年６月3０日まで、 
日本側すべての企業に限って、システムのご登録利
用は、 

      無料！ 

システムご利用料金 

 通常料金： 
   
    日本側企業（輸入・卸売・小売）：2万円/年間 
  輸出者その他の企業（他国籍のシッパ―も含む）：5000元/年間 
  染色企業・工場（WL認証登録＋システム使用）： 8000元/年間 
 
 日本法制化対応キャンペーン、さらに3ヶ月延長！！ 
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ホワイトリスト日本代理事務所（日本語、中国語、英語） 

＊ 〒135-0001 東京都江東区毛利1-12-1 BOKEN東京本部ビル４F 

＊ TEL:  03-5669-1407, 03-6323-7996,  FAX: 03-6670-0229 

＊ E-mail：WLS@cntextile.com、 

＊担当：木戸、笛田 

 中紡網絡信息技術有限責任公司(中国語、英語) 

＊ 〒100025北京朝陽区東四環中路39番華業国際中心B座207室     

＊ TEL（ホワイトリストホットライン）： 

 010-8587-2551    010-8587-2546  

 010-8587-2528    010-8587-2540 

＊ FAX：010-85872555    E-mail:bmd@cntextile.com 

＊ＵＲＬ：www.cntextile.com 

◆お問い合わせ先 

お問合せ先 

資料のご請求 
www.cntextile.com で 

  日本語版パンフレットのPDFをダウンロード可能 
 日本語での詳細説明WEBページをもご覧いただけます。 
   日本語説明ページ：www.wlstex.com 
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