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主な内容

• 1、概論
• 2、中国の製品認証、許可および検査制度
• 3、中国の製品認証、

許可および検査制度の改革

• 4、輸入建材の検査
• 5、結び



一、概 論
改革開放政策実施以来、中国建材工業は注目すべき業績

を上げた。生産量が急速に伸び製品品質も徐々に向上し、

工業生産部門の一つとして種類も整い相応の経済規模を有

するに至った。セメント、ガラス、セラミックス及び非金

属鉱主要製品の生産量は世界一で、世界最大の建材生産大

国となった。

　中国建材工業の産業政策：省エネ、土地有効利用、節水を

堅持し、さまざまな廃棄物を充分活用して、生態環境を保

護し、エコ建材の発展を図り、サステナブル戦略を貫く；

科学技術の進歩と技術革新によって建材製品の製造技術を

高め、企業の技術設備水準向上と製品構造のグレードアッ

プを図る。



中国がWTO加盟後、建材業に対するコミットメントと
して：

建築材料、非金属鉱及びその製品、無機非金属新素材の３大
部分がある。

そのうち関税譲許幅の大きい製品は：

　▲　建築用釉薬タイル、41％から下方調整、2004年は
35％。

　▲　衛生陶器、36.7％から下方調整、2004年は24.2％。
　▲　グラスウールとセメント設備、11.6％から下方調整、

2004年は5％。
　最近数年間、わが国は建築材料の輸出入が拡大し続けてい
る。統計によると2004年前半だけで建材及び非金属鉱の輸
出入商品総額は39.6億ドル、そのうち輸出は23.8億ドル、
輸入は15.8億ドル。



二、中国の製品認証、許可
および検査制度

• 1. 強制性製品認証（CCC認証）
• 　2. 国内工業製品生産許可証と輸入許可証
• 　3. 輸出入商品の法定検査と検査免除
• 　4. 検査機関



1．強制性製品認証（CCC認証）

強制性製品認証制度とは、国家の安全を護り消費者と

動植物の生命安全を護り環境を保護するため、各国政府が

法律法規に基づいて実施する一種の製品合格評定制度であ

り、製品が国の強制的技術基準または規程に定める強制的

要件に適合しなければならないとするものである。中国の

強制性製品認証制度は『製品品質法』『輸出入商品検査法』

『基準化法』をもとに成立したもので、人類の健康と安全、

動植物の生命と健康、環境保護および公共の安全に関わる

製品に対して実施する強制的認証制度であり、CCC
（China Compulsory Certification）認証とも称される。



国は強制性製品認証について『中華人民共和国強制性製

品認証実施製品目録』を公布し、統一適用する国家基準、

技術規則および実施手続きを確定し、統一マークを定め公

布し、統一料金基準を規定した。国がCCC認証の対象に指
定した製品は、国務院の認証認可監督管理当局が指定する

認証機関の認証を受けて認証証書を取得し、「CCC」認証
マークをつけて初めて出荷販売、輸入および営業活動での

使用が許される。

　国家認証認可監督管理委員会（以下、認監委）は国の強制

性製品認証の管理と実施を担当し、認証機関とそれに協力

（強制性製品の測定、検査）する認証、測定検査機関を指

定するとともに具体的業務範囲を定める。



現段階で『強制性製品認証目録』に記載された建材

製品は少ない。主に以下のとおり：

　（1）建築安全ガラス（複層ガラス、強化ガラス）
　（2）建築消防製品
　（3）溶剤型木製家具塗料
　（4）セラミックタイル
　（5）コンクリート凍結防止剤
　輸入製品がCCC認証製品に該当する場合は、必ず認証
を得なければならない。認証未取得の輸入商品は輸入、

販売および使用が禁止されている。



2.　国内工業製品の生産許可証と輸入許可証

（1）工業製品生産許可証
CCC製品認証と若干類似するが、国家の安全や人類の健康
と安全、動植物の生命または健康、環境の保護など重要な

工業製品に対し、中国は生産許可証制度を実施している。

その法的根拠は『製品品質法』『工業製品生産許可証試行

条例』などである。国が工業製品生産許可証の対象に指定

した製品は全て、その生産企業は必ず規定の期間内に生産

許可証を申請し、これを取得して初めて生産と販売が可能

となる。許可証を要する各種製品の審査部や製品品質検査

機関は全て国家質量監督検験検疫総局により権限を賦与さ

れたものでなければならない。



　CCC製品認証と異なり、工業製品許可証制度は、中華

人民共和国領内で生産、販売を行う企業のみに適用され

る。中国の建材製品の多くは資源型製品で、製品等級が

低く生産技術設備も後れていることに鑑み、国の建材産

業政策および労働・輸送コスト低減などの面から考慮す

れば、海外の企業が対中国投資、合弁或いは技術移転な

ど建材製品の現地化生産を実現するには適している。



『国家実施生産許可証製品目録』記載の建材製品：

　　▲アルミ合金建築型材

　　▲鉄筋コンクリート用熱間圧延帯・あばら鉄筋

　　▲プレストレス・コンクリート用鋼材（線材、棒材、
　　撚り線材）

　　▲セメント

　　▲建築用鋼管足場掛け金

　　▲耐火材料

　　▲冷間圧延帯・あばら鉄筋

　　▲建築外窓

　　▲防水シート

　　▲建築カーテンウォール（シリコン・ケトン構造密封
　　接着剤を含む）



（2）輸入許可証

　各国政府が輸入取引を規制する一行政手段としての

輸入許可証制度は、GATTの基本原則に反するもの
であるが、今のところ多くの発展途上国は自国の工

業保護や貿易発展および財政上の必要からしばしば

この制度を採用している。また先進諸国も農産物や

紡織製品など国際競争で劣勢の分野を、しばしば輸

入許可証によって保護している。今のところ中国で

は、輸入建材製品に対して輸入割当額や許可証管理

による制限は行っていない。



3.　輸出入商品の法定検査と検査免除

法定検査は強制検査とも称し、『輸出入商品検査法』

の規定に基づいて、商品検査機関による検査を要する輸

出入製品に対し、関連規定の手続きに従って実施される

強制的検査のことで、『検査実施必須の輸出入商品目録』

に記載されている輸出入商品が、国の技術規範の強制的

要件に適合するか否かを確定する合格評定作業である。

輸出入商品検査鑑定業務に従事する検査機関は、必ず国

家質量監督検験検疫総局の認可を経なければならない。



検査を必要とする輸出入商品の範囲を確定する基本

原則と根拠は：人類の健康と安全の保護、動植物の生命

と健康の保護、環境保護、詐欺行為防止、国家の安全維

持。目録は商品検査当局により作成、調整され、実施が

公布される。目録記載の輸入商品は検査を受けずに販売

または使用することはできない。この目録によると建築

材料関連では主に：各種鋼材（鉄筋、撚り線、型鋼、鋼

管）、各種建築石材、塗料、一部生産設備（例えばセメ

ント・ロータリーキルン、建築施工・輸送機器および起

重機）等がある。目録記載の上記製品が国の規定する検

査免除条件に適合する場合は、荷受人または発送人の申

請により国家商品検査当局の審査承認を得れば検査が免

除される。



　検査免除申請に必要な条件：
　（1）検査免除を申請する輸出入製品の生産企業は、整備さ
れた品質システムを確立していること。

　輸入商品の生産企業は、国家商品検査当局の認可または認
証合意書のある関係機関による審査を経て、品質システム
審査合格証書を取得しなければならない。

　（2）検査免除を申請する輸出入商品は品質が長期間安定し
ていなければならず、商品検査機関による検査の合格率
100％を３年連続して達成すること。

　（3）検査免除を申請する輸出入商品に対して、輸入商品の
中国ユーザーまたは輸出商品の海外ユーザーが品質に異議
のないこと。

　安全、衛生に係わる、もしくは一部特殊要件のある輸出入
商品は、検査免除申請ができない。

　『輸出入商品検査法』に商品検査機関による検査が必須で
あるとの規定がない輸出入商品については、国の規定によ
りサンプリング検査を実施する。



4.　検査機関

CCC認証、生産許可証および法定検査はすべて合格評
定作業であり、合格評定作業の主体のひとつが測定（検査）
機関である。国は測定（検査）機関に対し認証（計量認
証）、認可（実験室認可）および権限賦与（審査認可）制
度を実施している。そのうち実験室認可は外国と相互認証
協議書を取り交わすものである。CCC認証製品の検査機関
は必ず国家認証認可監督管理委員会の指定を受けなければ
ならない。工業製品生産許可証の検査機関は必ず国家技術
監督検験検疫総局の認可を受け、法により設置され法によ
り権限賦与された製品品質検査機関でなければならない。
輸入商品の法定検査機関は必ず商品検査機関（即ち出入国
検査検疫機関）でなければならない。



三、中国の製品認証、許可
および検査制度の改革

中国の市場経済発展とWTO加盟に適応し、世
界貿易機関に適合する法律法規体系を確立するた

め、国は製品の認証、許可および検査制度などに

対し相応の改革を行った。主に４つの面に現れて

いる：



　１．2001年3月、元国家質量技術監督局と元国家出　

　入境検験検疫局が合併して国家質量監督検験検　

　疫総局が組織された。国内製品と輸入製品の認　

　証、許可作業は統一され国家質量監督検験検疫　

　総局によって一元化管理されるようになり、こ　

　れまでのような役所の窓口が多すぎ対応がそれ　

　ぞれ異なるという管理体制上の問題が解決され　

　た。



　２．国家認証、認可監督管理委員会が設立され、2003
　　年11月には『中華人民共和国認証認可条例』が公
　　布施行された。国家認証、認可監督管理委員会は
　　行政上は国家質量監督検験検疫総局の下に置かれ、
　　業務上は国務院から直接権限賦与されている。認
　　証認可条例の規定は「国は認証を経なければなら
　　ない製品に対し、製品目録を統一し、技術規範の
　　強制的要件、基準および合格評定手順を統一し、
　　マークを統一し、料金基準を統一する」（四統一）
　　とし、認証、認可作業を担う機関に対しても規定
　　を定め、基準の重複や認証または検査の重複等の
　　問題をほぼ解決した。即ち、元国家質量技術監督
　　局が行っていた国内製品安全認証の強制的監督管
　　理制度と元国家出入境検験検疫局が行っていた輸
　　入商品の安全品質許可制度が法的に統一されたこ
　　とになる。



　３．『強制性製品認証目録』と国内『生産許可証製
　　品目録』および『検査実施必須の輸出入商品目

　　録』はいずれも「国家の安全保護、人類の健康

　　と安全保護、動植物の生命と健康保護、環境保

　　護」の共通基本原則を基盤として、法制性（強

　　制性）を持つ。三つの目録中の製品は認証、許

　　可もしくは検査において重複しない。例えば　

　　CCC認証の製品と国内生産許可証管理目録に記
　　載の製品は重複しないし、すでにCCC認証を取
　　得した製品は、輸入する際の検査手続きが簡素

　　化され、通常は検証を行う。



　４．国は計画統一、監督管理強化、市場整備、効力
　　向上および国際的ルールに適合することを原則

　　として、国が認可し、強制的認証と自主的認証

　　が組合わさった全国統一の品質認証制度を確立

　　した。品質認証は即ち合格認証で、製品認証と

　　管理システム認証（例えばISO9000）がある。



四、輸入建材の検査

１．輸入建材検査の一般手続き

２．輸入建材に関するわが国の

　　特殊管理規定



１．輸入建材検査の一般手続き
ある種の建材を輸入

CCC製品か否か？

特殊管理の対象か？

法定検査に属すか否か？

管理規定通り実施

商品検査機関が検査証
書を発給し輸入不許可

商品検査機関に検査申請

商品検査機関が検査

商品検査機関が評価書発給。
市場参入し販売・使用。

契約規定通り検査
国がｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ検査を監督

指定認証機関の
認証を受ける

検証管理

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ検査



２．輸入建材に関するわが国の特殊管理規定

わが国の輸入建材に関する特殊規定は主に

『輸入塗料検査監督管理規則』『輸入ベニヤ

板の検査強化に関する通達』および『輸入シ

リコン・ケトン構造密封接着剤の検査管理強

化に関する通達』などがある。



国は輸入塗料に対して届出登録および特別測定制度を

実施している。すでに登録されている塗料は輸入する際、

『輸入塗料登録書』を照合する。照合する内容は品名、

ブランド、型番、メーカー、産地、マーク等である。同

時に特別測定項目のサンプリング検査も行う。同一ブラ

ンド塗料の年度サンプリング割合は輸入ロット回数の10％
以上、各ロットのサンプリングは輸入する仕様型番の種

類の10％以上で、抜き取られたサンプルは特別測定実験
室に送って特別測定を行う。未登録の輸入塗料に対して

は、検査検疫機関が検査申請を受理してから、関連規定

に従いサンプルを抜き取り、検査申請者がサンプルを特

別測定実験室に送って測定し、検査検疫機関が特別測定

レポートに基づいて照合チェックをおこなう。



輸入構造接着剤は必ず国の商品検査機関から、国家基

準に従って国指定の測定機関で測定し合格したことを証

明する書面を取得して初めて販売もしくは使用すること

ができる。輸入シリコン・ケトン構造密封接着剤は、国

家強制基準である『建築用シリコン・ケトン構造密封接

着剤』（GB16776-1997）に基づいて検査を実施する。
輸入シリコン・ケトン構造密封接着剤は国指定の国家建

材局建築防水材料産品質量監督検験センターと国家化学

建築材料測試センター（建工測試部）に測定を委託する。

　各種の輸入ベニヤ板（各樹木種、接着剤種、各仕様のベ

ニヤ板）は必ず『輸入ベニヤ板検査規程』に従って検査

を行わなければならない。その検査内容は：包装、数量、

品質（仕様寸法、外観品質、接着力、含水率など物理性

能）。



五、結　　び

中国建材工業は大きく発展したとはいえ、まだ高消費
エネルギー、高消費資源、高汚染（三高）現象が依然広
く存在している。従ってサステナブル戦略の重要性に対
する認識を堅持しつつ、建材工業の「三高」現象を根本
から改め、建材工業の発展を生態環境保護、汚染対策と
有機的にリンクさせ、エコ建材、生態建材、環境保護建
材の発展に努めることが21世紀の中国建材工業の戦略目
標である。

　いま中国の建築、建材業はまさに高度成長期にあり、市
場の対建材ニーズは大きい。国は建材業の発展を非常に
重視しているが、高級、精密建材の多くはまだ輸入する
必要がある。従って一部建材の輸入、外資による新型建
材企業設立、或いは海外との技術交流を通して、中国建
材業の持続的発展を共に促進したいと願うものである。



ありがとうございました

Thanks
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