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All about UZ and TM Regulations

ウズベキスタン(UZ)及びトルクメニスタン(TM)の通関、認証プロセスは次の二つに大別すること

ができます。

1. 通関関連 ・ Customs Clearance Process by IBRAKOM

• 政府登録 Registration

• 通関認証 Certificate of Conformity

• 通関実務 Customs Clearance

• 国内運送 Local Delivery

2.  安全認証 ・ Safety Certificate: ただし下記の名称は便宜的なものです

• 電気品防爆 Electrical Exproof by PROMYSHLENNAYA BEZOPASNOST

• 圧力防爆 Pressure Exproof by SANOSTGEOTEKHNADZOR

• 測定機器の精度 Metrology Pattern Approval

• 耐火性能 Fire Safety

• 衛生証明 Hygiene Declaration

• その他該当する証明 Others where applicable

• すべての設備に安全認証が必要なわけではありません。Not all devices need

safety certificates.



Principles 通関と認証の原則

1. ウズベキスタン及びトルクメニスタンの技術基準は旧GOSTに基づいています。これはロシア・

EACと基本的に同じですが、大きな違いは、UZ, TM両国では税関に到着した貨物につい

てのみ試験、認証が行われる、いわゆる現物認証BATCH CERTIFICATIONを前提とし

ています。

2. この原則は電気防爆や圧力防爆（便宜的名称）などの安全認証もおなじです。つまり前も

ってコンサルはできますが安全認証取得はできません。しかし、いったん政府登録された機器

については、同じ契約、同じ受荷主であれば次の入荷から安全認証手続きが簡略化されま

す。

3. Technical regulations at UZ and TM are based upon GOST, where 
certificates are given only to arrived products (batch system). Certs 

will not be obtained on the advance samples.

4. However, once the product is registered by the government future 

procedure for the safety cert will be simplified.



安全認証・Safety Certificate by GOST

GOSTシステムについて

• ウズベキスタン及びトルクメニスタンは安全認証にGOSTシステムを採用していますので、

例え政府機関からそういう要求がなかったとしても、詳しいデータはメーカーさんしか出せ

ない場合があり、結局はメーカーさんがGOST基準通りの準備をしておかなければなりま

せん。

• GOSTが要求するデータはさほど特殊なものではなく、マニュアル、完成品試験報告、仕

様書、図面など日本のクライアントが普通に提出されているものばかりです。ロシア語へ

の変換はこちらで行うことができます。

• Manufacturers are eventually responsible for providing technical 

information with detailed equipment data which only 

manufacturers can provide, whenever requested.

• Eurex can provide technical translation services.



政府登録、CoC取得、Customs Clearance（ロシア語）

1. 運送状 Waybill 

2. 日本の輸出申告書
Original export customs declaration with cargo value indicated.

3. 設備明細（契約書と矛盾しないもの）
Cargo specification as part of Agreement between Seller & 
Buyer (bilingual or translated into Russian, required for customs 
purposes and HS code verification)

4. インボイス
Original commercial invoice with HS code and cargo value for 
each item 

5. パッキングリスト
Original packing list with net / gross weight details for each 
item (Russian)

6. 原産地証明
Certificate of origin per invoice and technological unit.

7. 納税証明
Receipts (payment of customs tax and duty)

事前に要求データリストをお送りします。 The list of required documents shall 
be sent.



Specimen Certificate of Conformity

ウズベキスタン通関に必要なCoCの実際のサンプルです。ロシア語で書かれています。いっぽ

うのトルクメニスタンは現地語で書かれています。この証明があれば通関、搬送、設置までが

できます。現物証明ですから契約書ごと、あるいはシップメントごとに必要です。設備の終生

有効です。DoC needed every shipment, valid equipment lifetime.



安全認証・メトロロジー・ウズベキスタン

メトロロジー証明は、測定装置に求められる精度の証明です。GOSTシステムでは、この証明は

5年有効の型式証明で、政府のレジスタに登録されると、証明書にあるモデルはその後の試験・

証明プロセスを5年間免除されます。トルクメニスタンではその通り実施されています。

しかしウズベキスタン（UZ)のメトロロジーは異なります。

1. 最初にUZにエントリーするとき製品試験がUzgostに認定を受けたラボラトリーにより行わ

れます｡ この試験は設備の据え付け後審査官が工場に出向いて行います。工場もしくはコンサ

イニーはメトロロジー機関に対し、必ず認証を受けるというGUARANTEEレターを提出し設備

を通関し据え付けを行います。Formatはこちらにあります。

2. 証明書の有効期限は概ね1年で期限内にPrimary Verification(公的校正)を行わな

ければなりません。期限満了時には延長手続きをすることができます。

3. 同じ製品が別の契約あるいは、別のユーザーに出荷される場合、もう一度認証を取得する

必要があります。つまり普通に言う型式証明ではありません。ただし、この場合試験は基本的に

免除されます。

Metrology MPA



最初に製品がウズベキスタンにエントリーするとき実物試験があります。これは政府より認定を

受けた会社、例えばALFA TESTINGなどが設置後工場へ出向き行います。準備書類は下

記の通りです。

1. 図面、仕様書、マニュアル、校正方式の説明書、対象製品リスト

2. 測定レンジ、誤差、表示単位の情報が必要

3. Field of Useによっては防爆証明書の提示要求ある可能性

4. 検査サンプル数は１個以上とされています。対象としては温度計、圧力計、振動計、レベ

ル計など測定システムが含まれます。単にオンオフするだけの機器は対象ではありません。

5. 試験サンプルは稼働中の現物検査ですから原則不要です。検査員が現地の工場へ出向

き試験を行います。

6. もし特定の設備内に同じものが10台使われている場合、1台だけを試験するという建前

です。しかし前頁のPrimary Verificationは10台全部に行います。

安全認証・メトロロジー・ウズベキスタンMetrology MPA



安全認証・電気防爆

電気防爆とは便宜的名称で、UZ, TM両国にはElectrical Exproofという名称はありませ

ん。その機器がDangerous Zoneに設置された場合、電気スパークや高熱により爆発を引き

起こさないという安全証明です。PROMYSHLENNAYA BEZOPASNOSTという政府機関

が担当します。具体的にはガス工場、石油精製施設等に用いられる電気機器の証明ですが

GOST規則ですから、下記のようなデータを準備する必要があります。

1. ATEX, IEC-EXなどの国際防爆証明、あるいはTRCU-012証明

2. どのように防爆を担保しているかという設計情報（図面）

3. 製品仕様書、全体図面、マニュアル

4. 完成品試験報告

5. 実際には上記のデータをいただきPROMYSHLENNAYA BEZOPASNOSTの

エキスパート（検査官）の判定を受けます。実物試験はありません。

6. シリアル番号の入った製品ラベルが求められる場合があります。

Electrical Exproof



安全認証・圧力防爆

ここでいう圧力防爆証明とは、その機器が設計圧力に耐え、爆発を引き起こさないという証明

です。具体的には圧力容器、バルブ、ボイラー、パイプなどを意味します。この証明を取得する

には、直径、動作圧力、メディアの種類などのデータが必要です。実際にはIBRAKOMより

必要書類等の連絡があります。

１．圧力容器、バルブ、パイプについては直径、圧力、メディアの種類

２．ボイラーについては容量、溶接仕様

３．使用鋼材のグレード

４．図面、マニュアル、完成品試験報告

５．その他、審査官が要求するデータ

６．管轄官庁 Sanoatgeokontehnazorat

７．現地で発行されている書類には動作圧0.07MPa以上となっています。

現地に圧力防爆証明Pressure-proof Certificateという名称があるわけではなく、一般

名としてはSafety Certificateと称されています。

Pressure Devices



PRESSURE DEFINITIONS 0.07MPaPressure Devices

These Regulations apply:

for vessels working under water at a pressure above 115 ° C, or other non-toxic, not

explosive liquids at a temperature above the boiling point at a pressure of 0.07 MPa (0,7

kgf / sm2);

on vessels working under the pressure of steam, gas or toxic explosive liquids in excess

of 0.07 MPa (0,7 kgf / sm2);

on tanks intended for the transport and storage of compressed, liquefied and dissolved

gases under pressure over 0.07 MPa (0,7 kgf / sm2);

for tanks and barrels for the transport and storage of compressed and liquefied gases,

vapor pressure at temperatures up to 50 ° C higher than the pressure of 0.07 MPa (0,7

kgf / sm2);

on tanks and vessels for transporting or storing compressed, liquefied gases, liquids

and granular materials in which the pressure is higher than 0,07 MPa (0,7 kgf / sm2) is

created periodically for their evacuation in the pressure chamber.

This Regulation shall not apply:

receptacle of not more than 0,025 m3 (25 l) irrespective of the pressure used for

scientific and experimental purposes. In determining the total capacity of the container

tank deleted volume occupied lined pipes and other internal devices. Group vessels and

vessels, consisting of separate housings and interconnected by pipes with an inner

diameter more than 100 mm, considered as a single vessel;

on blood vessels and containers of not more than 0.02  



Name of section (table) and applications Number of sheets

Certification of the quality of the container manufacturing ISO9000?

Technical characteristics and parameters

Information about the basic parts of the vessel

Data on the fittings, flanges, caps and Fasteners

Data on the safety devices, the main valve, measuring and control devices, safety devices

Information on basic materials used in the manufacture of container

Map measuring vessel body

The results of tests and research welds

Data on non-destructive testing of welded joints

Data on other tests and trials

Data on heat treatment

Data on the hydraulic (pneumatic) test

For information on the whereabouts of the vessel

Information about the installed fixture

Other information about the installation vessel

Information about the replacement and repair of the main elements of the vessel and fittings

Vessel Registration

APPS if any

The drawings of the vessel, indicating the essential dimensions

Calculation of the strength of the vessel

Manual

Schedule of winter start time (stop) of the vessel

Passport Decriptions UZ & TM

パスポートへの記載事項、あるいは準備書類として次のように規定されています。多くはメーカーさんから入
手でき、あるいはマニュアルに記載されている情報です。しかし該当しないもの、不必要なもの、現地設置後
しかわからないものもあります。圧力容器と限定してありますが、ボイラー、バルブも対象とすべきです。



1. テクニカルパスポートは、売買契約書や購入仕様書にある技術情報により、現地の専門機

関あるいはその代理人がこれを作成するという建前になっています。しかし通例パスポートは

最低でも設備あたり20ページ以上になり、そこにあるデータがすべて契約書や購入仕様書に

書かれるとは考えにくいと言わざるを得ません。

2. その場合、細かな技術情報を提供できるのは結局メーカーさんしかなく、問い合わせは最終

的にメーカーさんに来ると考えられます。このことからGOSTに基づく設備の技術情報を準備

しておかなければなりません。

3. あるいは初めからメーカーさんにパスポート作成の要求があるかもしれません。パスポートは

こちらでロシア語で作成することができます。UZ, TM語への変換も行います。

4. パスポートは工場備品であると同時に政府届出書類の一部でもあります。パスポートは工

場に保管され、逐次データが追記されていきます。

TECHNICAL PASSPORTPressure Devices



設備により生産者品質証明という書類が要求される場合があります。事前にIBRAKOM

より連絡があり、用紙サンプルも送られてきます。

生産者ご自身が作成されるもの

 受発注番号 PO#, CONTRACT#
 インボイス番号 INVOICE NUMBER
 生産年 YEAR OF PRODUCTION
 新品・中古品情報 USED OR NEW
 設計の基礎となる国際基準名 Int'l Standard JIS規格等

第３者機関3rd Partyが発行するもの（ただし該当する場合のみ）

 ISO9000

 ATEX/IEC-EX          

 その他の第３者機関による証明書

すべての設備に必要なわけではなく、必要な場合はこちらからお知らせします。

QUALITY CERTIFICATE needed ?Quality Certificate ?



Mutual Recognition – Foreign Certificate

外国の証明書の受け入れ FOREIGN CERTS ACCEPTABLE?

UZBEKISTANの政令では、外国の証明書を受け付けるとなっており、その中には日本も

入っています。これは外国の証明書があればフリーパスになるという意味ではなく、例えばヨ

ーロッパのATEXを証拠書類の一部として受け付けるという意味です。一方トルクメニスタ

ンと日本にはそういう合意がありません。



HS CODEの重要性

ウズベキスタン、トルクメニスタンでは、到着した製品にどういう安全証明が必要かを第

一義的にはHSコードで判定します。ＨＳコードは１０桁のものを用いますが、日本で

使われているそれは現地では適合しないことが多いため、最初の6桁をお示しいただき、

次にその設備がどのような環境、用途で使われるかというFIELD OF 

APPLICATIONで判定します。

事前に情報があればどういう安全証明が必要か、あるいは必要ないか、こちらで判定で

きます。

HS code example: 8413190090

Field of Use: Pump for use in the gas factory

Decision: Safety certification necessary


