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ASNET授業「日中関係の多面的相貌」
2009.5.18

加工食品・農薬問題と日中経済関係

１．餃子事件・メラミン牛乳事件の衝撃

２．中国における冷凍食品産業の展開

３．中国製食品をめぐる問題状況

４．加工・冷凍食品輸入の不可避性と限界

附論：中国の酪農および集荷体制

(5.25）中国のソフトウェア産業とオフショア開発

報告：田島俊雄（東京大学社会科学研究所）
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日本の主要食品輸入額（10億円、％）
・担い手不足・労賃上昇
・安価な食品に対する需要
・市場はまだ拡大か
・食糧輸出大国としてのアメリカ・EU
・2008年における中国の激減
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１．農薬餃子事件・メラミン牛乳事件の衝撃

• （対中）セーフガード問題（01年。長ネギ、シイ

タケ、畳表）

• （対日）ほうれん草残留農薬事件（０２年。クロ
ルピリホス）

• （国内）SARS問題（03年）

• （国内・国際）鳥インフルエンザ問題（04年）

• （対米）ペットフード事件（07年）

• （対日）餃子事件（08年。メタミドホス）

• （国内・国際）メラミン牛乳事件（08年）
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日本の食品安全事案

• 森永ヒ素ミルク事件（1953-55年）：130人死亡？
• カネミ油症事件（1968年）：米ぬか油に混入したPCB
（ポリ塩化ビフェニール）、PCDF（ポリ塩化ジベンゾフ
ラン）による障害。

• 雪印集団食中毒事件（2000年）：脱脂粉乳製造時の
停電による毒物の発生。グループの解体・再編。

• 雪印牛肉偽装事件 （2002年）：国産牛と偽って外国
産牛肉をBSE買い取り制度に乗せる。

• ミートホープ（偽装、社長逮捕＝廃業）、赤福（賞味期
限）、北の恋人（賞味期限）、比内鶏、三河一色ウナギ
（産地偽装）、船場吉兆（賞味期限、産地偽装、食べ
残し＝廃業）（以上、2007～08年）
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中国国内で頻発する食品安全案件（07年）

• 武漢漂白タケノコ事件（SO2）

• 広州茶葉事件（メタミドホス、DDT、鉛）

• 安徽ちまき事件

• 南京加工牛肉着色事件

• （段ボール肉まん事件）

• 鄭州ニセ玉子事件

• 鄭篠萸（元国家食品薬品監督管理局長）に対
し死刑執行（７月１０日）
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農薬餃子事件

• 2007年12月、市川と兵庫でＣＯ・ＯＰ冷凍食品「手作

り餃子４０個入り（５６０グラム）」（３９９円）（輸入元
ジェイティフーズ ）を食べた一家が中毒。製造元は

天洋食品（河北省食品進出口公司傘下。河北省石
家庄市）。

• 中国国内でも在庫品を食して中毒が発生？（2008
年6月上旬か）。

• 北海道洞爺湖サミット（主要国首脳会議）直前の7月
上旬に中国側が通告と『読売新聞』が報道（2008年
8月6日） 。中国外交部もこれを確認。
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農薬餃子事件の顛末

• 市川・兵庫、中国国内の事件の原因、した
がってそれが同一の原因によるものかは、未
だ不明である。

• 不明であることの影響は甚大で、日中間の食
品貿易の急減となって表れている。

• 中国国内では内需指向、輸出先のシフトで、
ジャパン・パッシングの動きも。
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メラミン（三聚氰胺）牛乳事件
• 三鹿奶粉、河北省出入境検験検疫局に委託して分析（2008

年7月24日）。

• 国家質検総局、22メーカーの69製品にメラミン含有を確認
（2008年9月16日）

• 2009年1月22日下午，三鹿问题奶粉系列刑事案件在石家
庄市中级人民法院一审宣判。三鹿集团原董事长田文华被
判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。生产销售含有三聚氰
胺混合物的张玉军被判处死刑；张彦章被判处无期徒刑。向
原奶中添加含有三聚氰胺混合物并销售给三鹿集团的耿金
平被判处死刑。生产销售含有三聚氰胺混合物的高俊杰被
判处死刑、缓期两年；薛建忠被判处无期徒刑。其他人被判
有期徒刑。

• 中国の酪農、搾乳および集荷体制（附論）
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中国の食品安全行政
・関連する中央政府行政組織
農業部＝農産物生産段階
衛生部＝加工・消費段階
国家工商行政管理総局＝市場管理
国家質量監督検験検疫総局＝国内および輸出入関

連商品の 検査・検疫、食品加工工場の認証
国家食品薬品管理監督局（2003～）＝総合調整。

2008年3月より衛生部傘下の局に格下げ。
国家食品安全委員会（2009.6～）

・地方にも同様の組織が形成されている。
・特徴：役所が多すぎる上、重層的で相互の調整が難
しい。しかし輸出食品については国家質量監督検験
検疫総局が独占的かつ垂直的に管轄。 10

食品安全法

• 全国人代常務委、2009年2月28日に食品安
全法を公布、同年6月1日に施行することを決

定した。

• 国家食品安全委員会が設立される予定。
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中国における農水産物・食品の品質認証制度

①有機食品（1994年：国家環境保護総局）

②緑色食品（1990年：農業部）

③無公害農産品（2001年：農業部）

④中国名牌産品評価（2006年：国家質監総局）

⑤検験検疫CIQ標志（2007年：国家質監総局）

⑥農産品地理標志認証（2008年：農業部）
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国家質量監督検験検疫総局AQSIQ

・1929年創設の上海商品検験局を前身とする。

当初は綿花、生糸、茶の輸出検査等を担当。

・2001年4月に国家進出境検験検疫局CIQ、国

家質量技術監督局を統合。

・衛生検疫、動植物検疫、輸出入検査を担当。

・地方進出境検験検疫局を垂直管理。

・2004年3月、輸出加工食品企業の登録制度。

・食品関係については原料生産段階におよぶ

許認可権、輸出入商品検査権限をCIQが独占。
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関連する日本の制度
①厚生労働省

・検疫所（海港検疫法1899～）

②農林水産省

・動物検疫（1896～）、植物検疫（1914～）。

・農産物輸出に関しては1906年の横浜生糸検査
所（現・農林水産消費技術センター）の設立に
始まる。

③食品安全委員会（2003～。リスク分析）

④消費者行政推進会議（2008.2.8~）
⑤消費者庁？
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２．中国における冷凍食品産業の展開

①中国農業の構造調整問題（1998～）

②農業産業化と竜頭企業

③外資系企業の進出

④WTO体制下の輸出ドライブ

⑤内需シフトか？
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依拠する調査と報告
1．国際協力機構（JICA）調査（2003．11／2004．1）
・加工食品の生産と流通
・『中華人民共和国農産物等品質管理技術導入可能性調査報告書』2004年3
月（国際協力機構、食品流通システム協会）
2．内閣府食品安全委員会調査（2004.3）
・食品安全をめぐる制度・政策状況
・『中国の食品の制度に関する調査報告書』2004年3月（食品流通システム協
会）
3．農林水産省消費・安全局調査（2004.9）
・中国食品トレサビリティシステム等
４．社研山東調査（2005.8）
参考文献
・坂爪浩史, 朴紅, 坂下明彦編著『中国野菜企業の輸出戦略 : 残留農薬事件
の衝撃と克服過程』筑波書房、2006年。
・日本貿易振興機構「日中の農水産物・食品貿易の新段階ーポジティブリスト
制度が与えた影響」『海外農林水産情報』Vol.15、2007年。

・日本貿易振興機構産業技術・農水産部『山東省における農水産物の生産・輸
出動向』平成18年度食品規制実態調査、2007年。
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中国沿岸地域から日本への物流経路

空路：北京、青島、煙台、済南、南京、上海、厦門

海路：大連、秦皇島、天津、煙台、威海、青島、日照、
連雲港、南通、張家港、上海、寧波、温州、福州、厦
門

定期コンテナ線（例）

・丹東（水）ー大連（木）ー青島（金）ー敦賀（月）

・連雲港（土）ー東京（木）

・青島（金）ー東京（火）

・青島（土）ー博多（月）

・青島（土）ー大阪（火）

（ただし日中双方で検査検疫・通関手続きが必要）
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山東省地理概況（07年）
・省面積：1571.3万ha
・農用地：1157.2万ha （07年末）

・耕地面積：750.7万ha （07年末）

・作付面積：１０７２.4万ha （07年）

うち小麦：351.9万ha、トウモロコシ：285.4万ha
・有効灌漑面積：483.7万ha
・人口：9367万人（07年末）

・農業就業人口：1960.1万人（07年末）

・年間降水量：797.1mm（済南市、07年）

・年間平均気温：15.0度（済南市、07年）

出所：国家統計局編『中国統計年鑑2008』中国統計出
版社、2008年
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２－1 煙台（日系RL社）

①日系冷食大手と山東省政府系企業の合弁。

②調理食品合弁企業の草分け。

③チキン、野菜揚げ物、八宝菜等を基本的に日本へ

全量輸出。

④原料調達は台湾系および現地系パッカー中心。調

味料などは自己調達。

⑤雇用は煙台地区を主に広域化。

⑥分析関係スタッフは親会社より派遣。
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２－2 威海（日系WR社）

①現地企業との合弁。

②日系親会社は戦後に創業。中国展開で成功。山東

省、吉林省に10カ所を越える生産拠点を有する。

③日本留学組を中心に経営層の現地化で先行。

④業務用水産加工品を中心に、フライ、たこ焼き、か

き揚げなどを輸出。

⑤出来高給主体。レイオフもある。
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2－4 日照（R社直営農場）

①ほうれん草残留農薬問題を機に、直営農場を設立、

原料生産から加工まで垂直統合をはかっている。

②農場は沂臨地区の2県に3カ所あり、村の農地を団

地で借り受け、地元農民を雇用し直営している。

③作目はほうれん草、ニンジン、豆類など。トンネル、

ハウスおよび露地で周年栽培。

④現場での管理はR社の社員（農業専門学校出）を充

てている。
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2－5 青島（CY社）

①日本の商社、給食産業などが設立した微

量分析を専門とする分析会社。

②日系食品メーカーより受託した、検体の分

析を主たる業務とする。

③民間レベルの認証機関を目指す。

④京都大学などとも提携。
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3．中国製食品をめぐる問題状況

①セーフガード問題（ネギ、シイタケ、畳表）

②残留農薬・安全問題（冷凍ほうれん草等）

③鳥インフルエンザ問題

④口蹄疫問題

⑤トレーサビリティ、原産地表示問題

⑥遺伝子組み換え問題

⑦残留農薬ポジティヴ・リスト問題

⑧コシヒカリ輸出問題（2007）
⑨ペットフード、ジエチレングリコール問題

⑩冷凍餃子・メラミン粉乳問題
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①セーフガード問題（長ネギ、シイタケ、畳表）

・2001年初頭より農水省が表記品目につきセーフ

ガードの発令を調査（中国側の自主規制を求める）

・同年4月23日：200日の暫定措置を発令。

・同年6月22日：中国側対抗措置（自動車、携帯電話、

エアコンに増税措置）

・同年11月8日：日本側、本発動を断念。

・同年12月21日：農産物貿易協議会を設け、3品目

の秩序ある輸出を行うことで合意。

・2000年に起きた中韓貿易摩擦（ニンニクに対する保
護関税の適用と携帯電話、ポリエチレンに対する対
抗措置）の推移に酷似。
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②ー1 残留農薬・安全問題

・2002年3月以降、中国産輸入ほうれん草より、基準
を上回るクロルピリホスを検出（→どこの基準か、
どこの産地か？）

・2002年7月：厚生労働省は輸入自主規制を要請。

・2003年5月：再度の自主規制要請。

・2004年6月：山東省指定農場産ほうれん草の輸入
解禁（27農場）。

・2004年7月23日：厚生労働省は中国産チンゲン菜
に対する輸入検査の強化を通達。
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②ー２ 残留農薬・安全問題：中国側の対応

・法制度・規制基準の整備

・検査制度の強化（輸出品の場合はCIQ系統

による検査）

・指定産地認証制度（ＣＩＱ）

・「緑色食品」、無公害食品等認証制度
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③鳥インフルエンザ問題
・04年1月14日、鳥インフルエンザ発生地域からの家禽製品の

輸入禁止（農業部、国家質量監督検験検疫総局）

・1月27日、広西自治区隆安県で鳥インフルエンザ発生と認定。

・同日、農水省、中国産家禽肉の輸入禁止

・1月30日、全国防治高致病性禽流感指揮部発足（農業部に

設置）

・3月16日、中国、汚染地域の指定をすべて解除。

・4月7日、農水省、加熱調理済みの中国産家禽肉の輸入再開

（申請のあった35工場を認定）。

家禽肉調製品輸入22万４千トン中、中国製が15万トンと報道

（共同）。
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④口蹄疫問題

・ウイルスを介し偶蹄類に感染。

・2000年5月、家畜伝染病予防法施行規則第

４３条の一部改正（中国よりの偶蹄類生体

輸入規制の厳格化）
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⑤トレーサビリティ、原産地表示問題
・輸出品と一部高級食材を除き、取組みは今後の課題。

・大都市の場合、農家ー産地商人ー産地卸売り市場ー

消費地卸売り市場ー自由市場（スーパー）ー消費者が

基本。多数の生産者・消費者、多段階の流通組織より
構成・調整されるため、難度が高い。

・中小都市の場合、農家ー（商人）ー自由市場ー消費者

が基本。地産地消に近い。

・輸出向け野菜・ブロイラーについてはロットで管理され
るため、直営（系列）農場化により早急に実現されよう。
加工食品の場合は原料が多く輸入品も含むことから、
すべてを網羅すること は困難か。

・IT化により農家レベルでの取り組みも比較的容易か。
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⑥遺伝子組み換え問題

・遺伝子組み換え綿花品種「抗虫棉」の普及が

急である。

・2004年2月、農業部がモンサント、デュポンな

どの組み換え大豆、トウモロコシの輸入を解禁。

・対抗上、ブラジルの大豆生産者の間で、遺伝

子組み換え種子の解禁を求める動きが活発

化している。

・市中には遺伝子組み換え大豆油が流通。
30

⑦残留農薬ポジティヴ・リスト問題

• 日本では2003年の食品衛生法の改正により、
2006年5月29日からポジティブリスト制度が

導入された。

• 残留基準の設定されている農薬については、
基準以内での作物への残留が認められ、そ
れ以外の残留基準の設定されていない農薬
の残留は禁止される。

• P&Gや資生堂の化粧品に対する規制適用。
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⑧コシヒカリ輸出問題

• ０３年までの対中コメ輸出実績はサンプル品
など年間１トン未満だった。

• 同年に検疫問題で輸出停止

• 2007年4月の日中首脳会談で再開が決定し、

７月より新潟県産コシヒカリなど２５トンがまず
北京や上海の店頭に並ぶ。

• リンゴやナシなども実績有るが、流通・嗜好・
検疫などに問題。
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⑨ペットフード、ジエチレングリコール問題

• メラミン添加のグルテン？

• 歯磨き、シロップ風邪薬にジ・エチレングリ
コール ？

33

⑩冷凍餃子・メラミン粉乳問題（略）

• 新型インフルエンザの影響は？

34

４．加工・冷凍食品輸入の不可避性と限界

35 36

2008年調理冷凍食品輸入高
ー日本冷凍食品協会調査によるー
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問題状況
中国：

労賃・立地・環境面での優位性。ただし規制強化と輸出調理食
品の競争激化。外資系企業も中国国内内販を志向しつつある。
沿岸地域における労働力需給がタイトに。労賃上昇が続けばベ
トナムなどへのシフトも。

日本：

昭和一桁世代のリタイヤに伴い国内供給の縮小は不可避。安
楽死した石炭産業に類似。新規参入・定年後参入の可能性？

・消費者は日本農業の崩壊を前に、将来にわたる食の安全・安
価かつ安定した供給の確保をはからねばならない。

・途上国に対する所得機会の提供は国際的責務。

・ただし加工・冷凍食品は生鮮品に対し食味に劣り、輸送・保存
コストの障壁が存在。 38

附．中国の酪農および集荷体制

①奶牛養殖専業村（擠奶站＋農戸）
②奶牛養殖小区（擠奶庁＋専業戸）
③奶業企業

・科研費調査（2004.8）および現代中国研究拠点調査
（2008.3）

・「三鹿奶粉調査」『中国新聞周刊』9月22日号。

・森路未央「安心と信頼の回復を目指す食品安全政策」社団法
人中国研究所編『中国年鑑2008』毎日新聞社、2008年。

・「中国産食料品の輸入動向と中国政府の品質安全対策」『冷
凍食品情報』12月号、2008年。

・矢坂雅充「中国、内モンゴル酪農素描～酪農バブルと酪農生
産の担い手の変容～」『畜産の情報』No.230（2008年12月
号）


