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■ 研究会開催報告 ■ 
「中国における食料安全問題と企業の対応」 
 
日 時：2015 年 8 月 24 日（月）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
 
【講演概要】 

1990 年代以降、中国からの食料輸入が拡大したが、一方で残留農薬問題などの深刻な食品安全問題も発生

した。こうした事態に対して中国の現地では、中国政府および・日系･中 国系食品企業はどのような対策を

とったのか。検査の強化、企業直営農場制の実施など、中国山東省青島市の事例から報告する。また、2010
年以降の新しい状況として、人件費の上昇、急速な円安のもとで日系食品産業は中国市場への販売を強化し

ている。こうした状況についても報告する。  

 

 

 

【講師紹介】 

 
大島 一二（おおしま かずつぐ）氏：桃山学院大学 教授 

 

［略歴］ 

1959 年長野県生まれ。東京農業大学大学院博士後期課程修了。博士（農業経済学）。

東京農業大学教授、中国の青島農業大学教授を経て、現在、桃山学院大学経済学部教

授。国際センター長。専門は中国経済論、中国農業論。とくに日本と中国・香港・台

湾との食料貿易の現状、食品安全問題などを研究している。 
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1．講演録 

【開会】 

（ＪＳＴ 倉澤上席フェロー） 

 これより第 86 回中国総合研究交流センター月例研究会

を開始する。 

 今日は大阪にある桃山学院大学の大島一二教授にお話

をいただく。今、中国では食の問題についていろいろな報

道がなされている。食の安全や安保の問題もあるが、一方

では農業改革も進んでいるようだ。日本の食品関係企業も

中国へ進出している。食の安全は中国、日本共通の問題だ。

今日は全体を眺めながらお話を伺えればと思う。 

大島先生のご略歴はお手元の資料に記載されている。東京

農業大学大学院を修了され、青島に 3年間滞在、現在は桃

山学院大学の国際センター長として日本、中国を含めた学

生交流のイニシアチブをとられている。それでは先生、宜

しくお願いします。 

 

【講演】 

 
本日は宜しくお願いします。 

ただいまご紹介いただいたところを少々補足させても

らう。私は元々、農業経済学が専門で、特に中国の農業経

済問題について学び、研究してきた。東京農大には 20 年

ほど勤めたが、その縁から中国の青島農業大学で 3年ほど

教員をさせてもらった。当時は、これからお話するような

食の安全問題が非常に問題になっていて、問題が起こるし

くみや生産体制はどうなっているのか関心を持ちながら

現地に赴いた。 

一方、中国側の大学の意図として、2006～2007 年あた

りから日本でいうところの“農協”を中国にも作りたいと

いう考えがあり、既に類似した組織はあったものの、法人

格も決められた法律も無く、どうにも据わりの悪い状況の

ようだった。中国の農業問題がかなり深刻になり、農民の

所得を高めていかなければならないという事情の中で、ど

のように農民のレベルアップをしていくかを考えた時、や

はり日本の農協のような組織が無いと厳しいだろうとい

う認識を持っていた。それは後述する“合作社”というも

のだが、それを中国に広く作っていきたいということだっ

た。 

青島市のある山東省は中国の中心的農業地域の一つで、

工業だけではなく農業も非常に盛んだ。日本へ食品を送り

だす “基地”のようになっている。農業をさらに盛んに

するには“合作社”が非常に重要だろうということから、

青島農業大学では合作社学院という学部を設け、合作社に

関係する人材を育てようとしていた。そこで日本の“農協”

についても知りたいというところがあり、お互いの目的が

合致したところで、青島で 3年ほどいろいろな調査活動な

どさせてもらったということだ。2011 年に日本に戻り、

現在は大阪の桃山学院大学の経済学部で中国経済論を中

心に授業をしている。また、本学には国際交流を行う国際

センターという部署があり、センター長を務めさせてもら

っている。この夏休みも 3回の出張があり、香港から戻っ

てきたばかりだ。今週末からは青島と上海で学生研修の引

率、9月の中旬には台湾の大学との交流が控えている。 

専門分野では日本と中国、香港、台湾との食料貿易研究

を現在の中心的課題としていて、その中で食品安全問題を

研究している。食料貿易の中で特に最近、関心があるのは

日本の食品企業が中国、台湾、香港に進出していく中で、

どのような問題に直面するかということだ。これらの点に

ついて研究を進めている。 

 

それでは具体的な話に移る。 

2000 年代初めに食品安全問題が非常に深刻な問題とし

て露見した。これはその時に話題になったホウレンソウの

写真だ。食品安全に関わる最初の事件で、冷凍や生のホウ

レンソウから残留農薬が検出され、社会に大きなインパク

トを与えた。その後、2008 年にはいわゆる“毒餃子”事

件があったが、中国国内では牛乳にメラミンが混入し乳児

が死亡する“メラミン事件”があり、非常に深刻な食品安

全問題となっていた。その後もいろいろな食品安全問題が

発生しているが、始まりがホウレンソウということで今日

の資料の最初の写真に使わせてもらっている。 

 

中国農業の現況はどうなっているのか。初めに概略を紹

介したい。中国は国土が広いので耕地面積も 1.22 億 ha

と広大だ。そして農村には相当数の人間がいる。都市と農

村の統計上の人口比率は私が研究を始めた頃とは大分変

わっていて、研究を始めたころは人口の 8割が農村にいる

とされていたが、今はおよそ 5割となっている。しかしこ

れはあくまでも統計上の数字で、農業に従事している人口

は相変わらず多いという印象だ。都市に仕事が無く、農村

に来て農業をするという人がいるなど、日本ではあまり考

えられないような状況も存在する。最近では、日本の企業

が中国に行って農業経営を行うこともあるし、中国の場合

は農村部における労働力の移動はそれほど難しいことで

はない（都市部への移動は相変わらず規制が多いが）。 

統計だけでみると正確に把握できない事実も多い。大雑

把に農村の労働力は約 5 億人程度、内、農業労働力は 3

億人とされているが、中国では現在でも兼業農業の正確な

統計が無く、正しい数字は捉え難い。そうしたなかで、中

国では専業農家はかなり少ないと言えるくらい農家は兼
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業化していて、農業労働力といってもそれが厳密にどうい

う人達なのかということを計る術が無い。とはいいながら

も他に数字を押さえる方法もなく、およそ 3億人といわれ

ている。 

このような状況で、全体面積は大きいが農業人口も多い

ので過剰就業ということになり、一人当たりの耕地面積が

小さくなる。結果、農家一戸あたりの耕地面積は日本の約

3分の 1、農業者一人当たりでは 10 分の 1以下だ。米国や

オーストラリアに比べてアジアは零細農業と言われるが、

ベトナムや中国はその典型的な例で、零細規模であること

から農業は儲からないという深刻な問題に繋がる。これは

私がこの研究を始めてから 30 年間、全く変わっていない。 

 

今日の資料には示していないが、農家の収入における非

農業部門の収入は既に 5割を超えている。つまり、中国の

農家にとっても農業は主要な産業ではないということだ。

日本の場合はそれが 8 割くらいになっているが、つまり、

農民は農業では儲からないので他の産業に従事して所得

を得ている。農業は儲からない効率の悪い産業だと理解さ

れているのが一般的な状況だ。 

 

個別零細経営を何とかしなければいけない。それを効率

よくしていくにはどうしたらいいのか。経営規模を拡大す

る試みは中国政府も以前より進めているが、実情はまだあ

まり進んでいいないと捉えてもらっていいと思う。日本で

も規模拡大はほとんど進まず、現在でも個別経営の平均規

模は 1.3ha 程度と米国の 80 分の 1 くらいだ。中国の場合

はそれよりさらに小さい。何とかしないといけない状況だ

が対策は始まったばかりだ。 

 

農業は儲からない。結局、そこから帰結するところは、

農業、農村、農民が非常に経済的に不利な状況に陥るとい

う、深刻な“三農問題”だ。“農業”問題の根幹は儲から

ないということ、“農村”問題は農業が儲からないことに

起因して農村が経済的に遅れ、インフラが発展せず不便な

状況に陥るということ、“農民”問題は、農業儲からない

ことに起因して農民の所得が低いということだ。 

 中国には戸籍管理制度が存在するので、都市への移住は

難しい。物理的に移動したとしても都市で戸籍を取るのは

難しく、都市で働いても割の良い仕事にはなかなか就けな

い。また、農村の教育、社会資本、医療といった社会イン

フラ整備全体の遅れも深刻だ。最近になって中国政府も

“新農村建設”としてお金を投資し始めているが、中国全

体が非常に広大なため、これもまだまだ始まったばかりと

いうような状況だ。 

 

農業をやっている農家ほど所得が低いという問題は非

常に深刻で、純農村地帯ほど貧困に悩んでいる。都市住民

と農民の所得格差は開いたままだ。1985 年の農民一人当

たりの純収入と都市住民の所得格差は１対 1.86 程度だっ

たが、1990 年には１対 2.20、1995 年には 2.71、2007 年

には 3.33 にまで開いている。今はそれより少し低くなっ

ているものの、格差は相変わらず大きい。これは全国平均

の数値だ。もっと貧しい農村地域に行くと、例えば上海と

甘粛省、貴州省の農村とでは 10 倍近い格差がある。同じ

国内で 10 倍もの所得格差があれば儲かるところへ行こう

というのは当然のことだろう。いくら最近の中国の経済発

展が速いといっても農村は取り残されがちなので、都市へ

の出稼ぎは減らない。1.5 億人規模の出稼ぎが相変わらず

存在する状態だ。 

 

現在の中国の農業、農村の現状をどう理解するべきか。

一つには輸出力で、日本に対しても重要な食料供給国であ

る一方、食料輸入も拡大している。ここは要注意ポイント

だ。例えば大豆だが、中国の大豆輸入量は年間 6,000 万ト

ンを超えている。大豆の世界貿易総量は１億トン弱だとい

われているので、3分の 2以上を中国が輸入しているとい

うことになる。しかも驚くべきことに、1990 年代までの

中国の大豆輸入量はほとんどゼロだったのにも関わらず

だ。それが僅かの間に 6,000 万トンまで増えている。もし、

こうした状況がトウモロコシや米、小麦に波及していけば

世界の食料貿易の攪乱要因となることは明らかだ。輸入国

としての中国の動向も注意していかなければいけない。 

 

もう一つ、中国の経済が発展して、国全体の景気が良く

なる中で、やはり農村が取り残されてしまっている問題が

ある。特に貧困地域の農村の経済開発をどうするかだが、

これは 30 年前からの問題で、現在も変わらず直面してい

る課題だ。貧困を抱える多くの農民や経済発展を目指す地

方行政、企業にとって、農産物を輸出したり農業を発展さ

せたりということは地域経済の発展にとって非常に重要

だ。こういった問題に関心を持つ人も少なくはない。我々

が現在、目の当たりにしている発展は工業部門の発展で、

都市と農村の格差や農村開発をどうするかというのは古

くて新しい問題だ。まだまだ解決できていないのが現状だ

ろう。 

 

 次に日本の農産物輸入の増大と中国への依存という事

実がある。日本の食料輸入は 1960 年代から急速に拡大し

てきて、食料自給率は一貫して低下、現在ではおよそ 39％、

逆に言えば 6 割の農産物、食料を海外から輸入している。

元々はトウモロコシや小麦の輸入から拡大したが、肉類や

果物、1990 年代以降は野菜の輸入も増え、食品安全問題

が起こったにも関わらず、野菜は 300 万トンあまりの輸入

が続いている。しかも、この 300 万トンの輸入の中で 1990

年代以降、急激に増加しているのは中国産の野菜だ。野菜

全体でおよそ 5割、生鮮野菜の 6割が中国から輸入されて

いる。様々な食品安全問題があっても中国への依存はあい

かわらず高い傾向にあるということだ。1995 年の数字を

見ると、中国からの輸入量は 20％しか無かった。野菜は

米国産の輸入が多く、米国からタマネギもかなり入ってい

た。今では米国産たまねぎはほとんど見かけず、中国産に
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変わっている。2000 年で 37％、2005 年で 63％という状況

だ。その後いろいろあって少し低下傾向にはあるものの、

大まかにいって野菜の 6 割は中国から入っている状況だ。 

 

最近は野菜の輸入が非常に多いので、その問題について

少し詳しくお話しよう。 

量的に非常に多いのはタマネギやニンジン、長ネギだ。

長ネギについては 2001 年にセーフガード暫定発動事件が

あった。後でも少し触れるが、1990 年代、日本の商社と

種苗会社がタッグを組み、山東省などで長ネギなどを生産、

輸出するシステムをどんどん作っていた。これが 2000 年

代になってうまくいき始め、日本向けの輸出が急激に拡大

したのだが、このことから長ネギの生産地である農協など

が政府に働きかけ、セーフガードが暫定発動されることに

なった。逆に言うとそれくらい急激に輸入量が増えたとい

うことで、1990 年代の後半に輸入量が 10 倍以上になった

というのはそういうことだ。その後、生鮮野菜における中

国のシェアが拡大した。長ネギ、生姜は輸入量の 90％以

上、にんにくなどもほとんどが中国産だ。 

 

後にも触れるが、最近は野菜を野菜として輸入するのは

少数になりつつあり、そういう意味での統計が取りづらく

なっている。生鮮や冷凍の形での輸入が減り、食品として

の輸入が増えてきたからだ。付加価値を高めるためにゴボ

ウをゴボウとして輸入するのではなく、キンピラゴボウに

加工して味まで付けて冷凍やレトルトで輸入する。しかし、

そうすると元の食品に戻ってゴボウが何パーセントとい

った計算ができず、ゴボウの輸入量が総じて何万トンかと

いうことが分からなくなる。こういったことが 2000 年代

後半から顕著になってきている。 

 

1990 年代以降、食料貿易が日中間で急激に発展した要

因は一般的に 2つあると言われている。 

一つは日本国内に安価な輸入農産物を求める産業が存

在するということだ。中心は外食産業や中食産業、食品企

業で、そういう企業は安い農産物を手にしないと勝ち残っ

ていけない。折しもバブル崩壊後の日本は非常に景気の悪

い時期が続き、安売り合戦を繰り返していた。そこに必要

なのは安い輸入農産物だ。そこに旺盛な需要が生まれた。 

これに目を付けた日系商社と種苗会社がタックを組み、

中国や東南アジアで開発輸入を始めた。開発輸入とは中国

や東南アジアでその農産物が食べられ、作られていたかと

いうことに関係無く、日本で売れるかどうか、どうしたら

日本で売れる農産物を作れるか、日本人が食べるような食

品を中国や東南アジアでどう作っていくか、というノウハ

ウを作り出すことにある。そのノウハウを蓄積し、一つの

システムを構成するのが開発輸入だ。例えば日本風の長ネ

ギ（白ネギ）は中国では元々生産されていなかった。中国

のネギは関西風の青ネギで、白ネギは食べる習慣も作る習

慣も無い。ネギがどうして白くなるかというと畝立てをし

て遮光するのだが、それを日本に輸入するために、作り方

を現地農民に指導して、3年くらいかけて定着させ、輸入

するシステムを作った。それが開発輸入の実態で、そうい

う状況がどんどん他の作物にも波及していった。 

 

中国がＷＴＯに加盟したのは 2001 年、丁度、中国でも

農産物貿易が盛んになり始めていた頃で、これ以降、中国

における大豆の輸入なども激増している。中国としては農

産物貿易における貿易赤字を縮小したいという考えから

農産物の輸出に積極的になる。それでもやはり零細農業構

造のため、米国やカナダに比べると穀物は弱く、労働集約

的作物を中心に海外へ輸出するという戦略を取らざるを

得ない。その対象が日本だったり東南アジアだったりする

のだが、そういう事情で野菜や果実などの輸出に積極的に

なったのである。以前は中国の一番の農産物輸出相手国は

香港だったが、1989 年以降は日本がトップになった。最

近の比率は少し落ちているが、つまりは、日本の農産物需

要に中国の供給が対応するというシステムが作られたの

だ。 

 

 そのような中で、2000 年代に入ると、様々な食品安全

問題が日本社会や中国国内を騒がせることになる。初めが

2002 年の野菜の残留農薬問題だ。冷凍、生鮮合わせて 56

件の違反が露見し社会問題化した。一番多かったのがホウ

レンソウなどの葉茎菜類だ。後で聞いたのだが、根菜類は

土の中で肥大するので農薬を直接浴びることはあまり無

く、残留農薬が出る可能性は低い。やはり葉茎菜類が多い

ということだった。2002 年の事件の時は中国政府や各企

業による検査が大分強化され、事態は一旦、収束している。

ところが 2003 年夏、少数の企業だがまた同じような問題

が発生し、これは偶発的問題ではなく構造的問題なのでは

ないかという疑念が生じた。この（ホウレンソウを調整し

ている）写真だが、当時は割合に牧歌的というか、黄色く

色が変わった葉っぱや虫が喰っている葉っぱを取り除く

ということが作業の関心だった。それが問題発生後は残留

農薬の検査に注意が向くようになる。 

 

そもそも、何故、残留農薬問題が起こったのだろうか。

この問題が根深いと思った逸話がある。2003 年春だった

ろうか、私と農水省の何人かで中国の農業部に話を聞きに

行ったことがあるのだが、農業部で残留農薬問題をどの部

署で扱っているかと聞くとよく分からないと言う。問題の

所在がはっきり把握できていないのだ。日本で言うところ

の食品安全委員会が中国で発足するのはこの 10 年ほど後

と、それまで食料安全問題をあまり深刻に考えてこなかっ

たのだろうと思われる。 

現実に、この分野は各省の管轄の狭間のようなところに

ある。農業生産を直接管理するのは中国では農業部、日本

では農水省だ。食品衛生は日本では厚生労働省の管轄にな

る。そうなると、その境のところを誰が管理するか。そこ

がはっきりしていなかったということで、そういう事情が

中国側にもあったのだと思う。私の記憶では、2002 年の
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残留農薬問題が発生した当時、厚労省では冷凍野菜の検査

をしていなかった。冷凍野菜は生鮮野菜から作られるから

生鮮野菜を検査すればいいという考え方だったからだ。現

実に、当時残留農薬問題を告発したのは厚労省ではない。

ある民間団体がどうも何かおかしいと検査をして発見し

ている。毒餃子事件の時も同様で、同じ理屈から当時は食

品を検査しておらず、食品というものは検査した生鮮野菜

や果物から作られるからそれらを検査していれば安全だ

とされていた。しかし、今はどちらも検査している。当時

は日中双方とも楽観的だったということだ。 

 

 1990 年代以降、中国、香港では毒菜（農薬に汚染され

た野菜）問題が深刻になっている。いろいろな理由がある

だろうが、大きく分けて 2つの背景があると考えられる。 

私は 1985 年、南京大学に１年間留学したのだが、その

頃の様子を今の中国人留学生に話してもなかなか信じて

もらえない。何かというと、例えば当時は中国語で“超市”

と呼ばれるスーパーマーケットが無かったということだ。

農産物は周辺の農民が自分の畑で切ってきた作物を自転

車に乗せて運び、青空マーケットのようなところ（自由市

場）で販売し、全て売れたら帰る、そういう流通が殆どだ

った。トラックで運ぶような大規模流通の必要は無く、広

州から北京へ運ぶというようなことも全く想定されてい

なかった。1980 年代後半でも冬の北京では生鮮野菜が殆

ど無かったと思う。白菜があるだけで、それで餃子や鍋を

作ったりしていた。それが 1990 年代に入ってから改革開

放政策が本格化し、大規模流通が生まれ、冬場の北京でも

野菜が手に入るようになった。やがて今まで無かったもの、

例えば鮮度の維持や見栄えの良さが求められるようにな

る。農民としてはたくさん収穫し、たくさん売れる方がい

い。どうしたらいいかというところで、たくさん収穫する

ために肥料を多く撒き、見かけの良い野菜のために農薬を

使う。逆に言えば、中国農業では 1980 年代初めまで農薬

や肥料は殆ど使われてこなかったのだ。 

 

私の記憶では、1980 年代の日本の対中ＯＤＡ重要項目

の中に、当時の中国にはあまり無かった化学肥料工場を作

るというプロジェクトがあった。そのころから化学肥料や

農薬が劇的に使われるようになる。肥料や農薬を使えば収

穫量も上がるし見栄えも良くなる。しかしそこには大きな

ギャップがあった。農薬を使う農家の技術水準が非常に低

かったのだ。1978 年から 1983 年の間に人民公社が解体し

てからは農村の組織がなくなり、農民に農薬の使い方を教

えられる組織が事実上無くなっている。今は県政府が少し

指導を行っているものの、十分な人員が無く、それほどき

ちんとやれていない。以前、青島の農村で聞いた中でとり

わけ印象深かったのは、今、自分達が作っているトウモロ

コシや小麦の技術を誰からどう勉強したかと聞いた時、誰

も教えてくれないので勉強などしたことはない、隣の人が

たまに教えてくれるのと、肥料を売りに来る商人が教えて

くれるだけだと言う話を聞いた。そんな状況では正しい農

薬の使い方など分かるはずがない。農薬を散布する時は大

抵、希釈するものだが、どれくらい薄めるかで効力が全く

違ってくる。10 倍なのか 100 倍なのか 1,000 倍なのか。

そういうことを誰も知らないままやっている。本来は何十

倍、何百倍で薄めないといけないものを原液のままかけて

しまうということも起こりうる。1990 年代から 2000 年代

の初めに中国でこのような問題が深刻になった背景には

こういったことがあったと思う。中には意図的なものもあ

ったかもしれないが、それはごく僅かだろう。使用上の過

誤、間違いが殆どの原因だと思う。 

また、1995 年から香港に 1 年滞在したが、その秋、香

港では毒菜－農薬に汚染された野菜－問題が非常に話題

になった。香港の街市（市場）で買った野菜を食べた人が

ひっくり返るという事件が発生したのだ。今、お話したよ

うな背景があったのだと思う。食料安全問題は中国国内に

もあったということだ。国際的な問題に発展したのは中国

の野菜が海外にどんどん輸出され始めたからだ。 

 

残留農薬問題が出始めたあたりから中国政府は新しい

対応を始めている。先ほど述べたように、それまでどの部

署が問題を扱うか定かではなかったが、農業部の中に専門

部署を作ったり“無公害食品行動計画”の試験実施を始め

たり、2007 年には国務院の中に食品安全指導小組が作ら

れている。これは後に“食品安全委員会”という組織に変

わり、問題を統括的に扱う部署となった。 

 

 中国における有機農産物の認証はかなり早い時期から

あったが、それをさらに細かくした制度が作られた。 “緑

色食品”と、2000 年代半ばからは“無公害食品”の認証

指定が制度化されている。ちなみに“無公害食品”の認証

基準が一番緩く、“有機”が一番厳しい。その中間にある

のが“緑色食品”である。無公害食品は認証を取らなけれ

ば販売もなかなかうまくいかないというような制度だ。右

側の写真が“緑色食品”で、中国に行かれた方はお分かり

だと思うが、“緑色食品”として認められたものにはこう

いうロゴが入る。日本でいうところの減農薬野菜とか減農

薬食品といったところだろうか、全くの無農薬という厳し

い基準ではない。この写真の“放心菜”は“安心野菜”と

いった意味で、残留農薬の検査済みという意味だ。 

 

食品安全問題の発生により、企業と産地の状況にも大き

な影響が発生した。2002 年の残留農薬問題が発生した時

は日本社会でも大きな問題になったが、現地でも日本向け

の輸出量が激減し、輸出企業が倒産したり合併させられた

りと再編が進んだ。同時に新しい法整備も進み、農産物を

輸出する会社は残留農薬を検査する機器を備えることが

義務づけられ、また、もう一つ重要なこととして、自社農

場で生産せよという規定も作られている。つまりは不特定

多数の農家から買い集めたものを輸出してはいけないと

いう仕組みだ。 

中国の野菜生産農家の数は非常に多い。輸出会社がそれ
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らを統括するのはかなり煩雑で難しい。2000 年代に残留

農薬問題が発覚するまでは産地仲買人が農家から野菜を

買い、輸出会社に集めてから調製して出荷し、日本の商社

に回ってくるというシステムが一般的なルートだった。こ

こで何が一番問題になるかというと、農家自体の数があま

りに多く、一戸一戸の農家がどのように野菜を作っている

か輸出会社が把握できないということだ。間には産地仲買

人も入っている。残留農薬の有無など分からない。 

果たして中国政府が出した法律によって自社農場が作

られるようになると、輸出会社は地元農民から農地を借り

入れて直営農場を作り、彼らを雇用する。グループ単位で

農作業を行わせ、農薬等の規格を統一化する。そして作ら

れた野菜を自分のところで調製して出荷する。今ではこの

ような方法でなければ基本的に輸出は認められない。これ

は山東省の写真だが、それまで農村にはこのような商人－

産地仲買人の買い付けステーションがいたるところにあ

り、農民が作物を持ってきて売るというシステムになって

いた。しかしそれだけでは十分な量が集まらない。さらに

仲買人は農家の庭先に赴き、作物を買い付ける。ここに机

が写っているが、中国ではこういった売買は必ず現金で行

われる。契約書のサインに必要な机だ。仲買人は腹巻の中

に何万元と入れて買い付けに行くのが普通で、今でも中国

国内に出回る農産物はこういったシステムで買い付けら

れている。前述したように、日本など国外に売るものの生

産・流通システムは変わったが、国内用は変わっていない。

中国には農協のような組織が無く、共同出荷できないから

だ。 

 

これは福建省で撮った写真だ。仲買人が来て、今年はニ

ンジンが良くできたから買い付けよう、日本へ輸出しよう

というところだ。しかしこの状態で残留農薬があっても誰

が作ったか分からないのでどうしようもない。 “トレー

サビリティ”が不可能なのだ。農薬が検出されれば捨てる

しかない。日本側の社員も心配なので調べはするものの、

ニンジンを捨てたとしても根本的な問題の解決にはいた

らない。 

一方で、農業企業はこれをむしろチャンスだと捉え、多

くの企業が輸出農産物取扱に参入してきた。写真には“緑

色是金”とあるが、緑は金なり、農業は儲かりますよとい

う意味だろうか、自社農場を持ったり、1台 1,000 万円す

るような検査機器を買ったりできる企業しか輸出できな

い仕組みなったのである。中小規模の企業は排除され、資

本力があるところにチャンスが生まれる。新しい企業がど

んどんと食料輸出に参入してきた。これは福建省の自社農

場の写真だ。元々は普通の日本の農村のような小さな畑だ

ったが、集積され整地され、自社農場を運営するシステム

になった。写っているおばさんたちは地元の農家の人達だ。

農地を貸して暇になったので会社に雇用されている。右側

のおじさんは企業の管理者だ。農薬や作業の内容を管理し

指導する。戸別農家それぞれに作らせていたら、一体どう

なるか分からない。食品の安全を担保するために自社で作

るシステムだ。こういう会社が特に福建省、山東省、浙江

省などでは増えている。 

 

 その後、いろいろな規制強化が行われたが、日本側にと

っておそらく一番重要だったのは 2006 年のポジティブリ

スト制の実施だろう。「残留農薬基準が設定されていない

農薬が残留する食品の流通を禁止する目的の、残留農薬基

準の強化」ということで、簡単に言えば検査する農薬の数

が激増した。それまで 40 種類程度だったものが現在では

400 種類以上になっている。検査する農薬の種類を増やし

たということだ。企業にとっては検査コストがアップして

非常に負担になるが、その分、安全は確保される。2002

年の問題発生以降、日本側の規制も厳格になったが、ポジ

ティブリスト制の実施がかなり大きな影響を与えている。 

 

2007 年、2008 年には餃子事件で再び安全問題が発生し

たが、この事件は残留農薬問題とは性質が異なる。残留農

薬問題を回避するような農産物の生産システムの改善と

は次元の異なる問題だと理解してもらえればいい。 

もう一つ重要なのは 2008 年に中国国内で発生したメラ

ミン事件だ。これは中国国民に非常に大きな影響を与えた。

今でも中国には絶対に牛乳は飲まないという人がたくさ

んいる。それくらいインパクトの大きい事件だった。中国

国内でも食品の安全がいかに重要かという意識が高まっ

ている。 

 

その後、中国側の検査はかなり強化された。企業は日本

への出荷を自粛し、中国国内や東南アジアへの販売に転向、

むしろ最近では国内販売が主流になっているところも少

なくない。円安傾向もあり、中国から日本へ輸出するのは

厳しいという事情もある。日本の基準が非常に厳しい上に、

万一、厚労省の検査で違反が発覚すると新聞に社名が出て

しまう。これは死活問題だ。日本に出しにくい状況の中で

日本離れが進みつつあるが、これは中国企業に限った話で

はない。中国に出て行った日本企業も日本の市場に出すと

危ないと言われている。円安では出荷してもメリットが少

なくリスクが大きい。 

 

さらに、中国産と表示すると印象が悪いということで、

ベトナムやインドネシア、タイなどに生産基地をシフトし

ているところもあるが、これがなかなかうまくいかない。

これらの国で生産を中国レベルにシステム化するには相

当のお金がかかるし、この辺りは中国より暑い。そういう

ところで生産するとなると相応の農薬が必要で、残留農薬

を回避するためにベトナムへ出ても、また残留農薬問題が

発生しかねない。これまで何件か相談を受けているが、モ

ンゴルが良いなどということも言われている。モンゴルで

は農業をやっている人は少ないが、冷涼な気候で農薬の必

要性があまりないからだ。このように、中国から他の地域

に移った会社もあるが、それほど目立った動きではない。 
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全体的としていえることは、中国、日本の規制強化がか

なり厳格になり、輸入食品の安全性が確保されてきたとい

うことだ。残留農薬問題に関しては今後、それほど大きな

問題にはならないだろうと思う。 

 

日本離れが進んでいることで、今は日本の方が問題を抱

えつつあるのではないかと私は見ている。円安、規制強

化・安全への不安から来る輸入量の減少、こういったこと

が顕著になって中国では日本に農産物を輸出できる状況

では無くなりつつある。コストが合わないのだ。早急にベ

トナムやインドネシアに移すということも検討されてい

るが、システムの構築が難しく、またいずれの国も中国よ

り遠いため、船の輸送コスト増が無視できない。悩んでい

る会社が多いと思う。 

 

一方で中国国内の末端農家の農薬管理に改善がみられ

たかというとそうではない。2000 年代以降システムが改

善されたのは輸出する部分だけだ。中国の野菜の生産量は

大体 5 億トンくらいだが、海外輸出は多くても 600～700

万トン－１％程度で、99％は中国国内で消費されている。

その部分の安全が確保されているかというと道半ばとい

う状況だろう。この中国国内の根本的な解決がなければ問

題の全面的解決には至らない。となれば、輸出されるもの

の中に再び問題が発生する可能性もある。やはり最終的に

は中国国内に流通する野菜の安全が全面的に確保される

ようにしないといけないのだ。 

 

日本は食料の 6割を海外に依存している。全てを自給す

るなどできない。ある程度の輸入を前提として、輸入農産

物の安全性を相手国政府や諸機関と協力しながら確認し

ていくことが重要だ。中国にはこれまで築いてきた流通イ

ンフラがあるのだから、それを活用しないというのも残念

なことだろう。円安で中国の野菜離れが進み、それでは野

菜をどこから持ってくるのか、総合的な食料の自給政策、

供給政策が試されている時なのではないかと思う。他の国

という選択もあるだろうが中国国内に新しい動きもある。

例えば農協のような組織が中国でも出来始めているので、

そういうところと提携するのも一つの手かもしれない。

様々な模索がこれから進んでいくだろう。 

 

 最近の話題を少し紹介しよう。一つは、最近の円安と中

国側の人件費の上昇は日系企業にとって非常に大きなイ

ンパクトになっている点。もう一つは、中国側でもみられ

はじめた変化として、例えば市をあげて食品安全を担保し

ようとか、中国の国内に農産物を販売するという動向もあ

る。 

 市をあげた食品安全への取り組みに山東省の“安丘モデ

ル”がある。輸出するものだけが安全というのではなく、

市で生産する野菜全てが安全だという仕組みを作りたい

として、個人経営の農薬販売店を一切不許可にした。個人

経営の農薬販売店にはいろいろなものが入っているので

必ずしも良い品だけを扱っているわけではないからだ。農

薬肥料販売店は市直営のものだけになった。さらに、市内

の企業が保有する残留農薬検査機器を有効利用して検査

頻度を上げ、市内の農産物の安全性を高める。こういう動

きが一部とはいえ見られるようになってきた。中国国内に

おいて安全な農産物のニーズは非常に高まっており、それ

に対応した仕組みを作ったということだ。 

 

円安と人件費の上昇に対応した日本企業の取り組みに

ついていえば、中国国内への販売に転換した企業が多い。

例えば山東省莱陽市にあるＮ社の工場は、元々は日本に肉

製品を輸出するために作られた工場だ。それが 2～3 年前

の状況では半分を中国内販売向けに転換している。半分ま

で転換できたのは日系外食大手との提携がうまくいって

いるからだ。日系外食大手某社は上海で店舗展開を進め、

80 店舗くらいある。こういうところへの供給を通して中

国市場を開拓するという事例になる。 

もう一つ、アサヒビールの子会社の朝日緑源の例がある。

ここでは牛乳を作っているが、丁度始めた頃にメラミン事

件が発生した。安全な牛乳へのニーズが高まり、１リット

ル 500 円の高い牛乳が売れる。最近、明治乳業も参入した

ので、今、上海に行くと朝日と明治、両方の牛乳が売られ

ている。いずれも安全需要にマッチした供給で商売がうま

くいっているという話だ。 

 

中国ではマクドナルドよりケンタッキーの方が多く、お

よそ 6,000 店舗ある。山東省即墨市のＮＳ社はケンタッキ

ーに唐揚げ粉を供給し順調にいっている。 

また、最近成功している例として上海のベジタベがある。

日本料理店だけでなく高級ホテルや個人を対象に有機野

菜の宅配事業を展開しているが、販売が非常に好調で、こ

の 2年くらいで農場規模が 3倍になったという。裏返せば

中国市民や在留邦人がいまだに漠然とした不安を持って

いて、安全な野菜を食べたいというニーズにマッチした商

売が拡大したということだ。 

山東省のＡ食品は元々冷凍食品を日本に輸出していた

会社だが、ここも宅配事業に着手している。 

中国国内販売の成功例として有名なのはジャスコ－イ

オンだろう。山東省と広東省でこれでもかというほど店舗

展開している。中国や東南アジアでの店舗展開が非常に明

確で、これも中国市場向けの一つの大きな動きだろう。 

 

日本の食品企業が中国で販売するにあたっては、いろい

ろな問題－代金の回収問題や入店料（商品を置いてもらう

時に徴収される付加金）がある。そういった負担に頭を痛

める企業が多いが、イオンなどはそういった制度に日本式

の小売業のやり方を導入して風穴を開けた。小売業や外食

産業に日本企業が入ることにより、中国に進出した日本の

食品産業が助けられる面がある。まさにコラボレーション

だ。 

 食品産業にとっての日本市場が今後、縮小し厳しくなる
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であろうことは想像に難くない。勝機を拡大するのであれ

ば様々な形で中国国内や東南アジアへの販売を強化せざ

るを得ないという状況になるだろう。 

 

 さいごに、昔の写真も少し含まれているが、中国から日

本に輸出される農産物がどうやって作られているかをお

見せしたい。 

先ず、どのような地域で作られているかというと、輸出

向けの殆どの農産物は山東省から福建省にかけたこの間

（沿海地域）で作られている。何故か。輸出するために港

が必要だからだ。 

 

ニンジンは元々中国ではあまり生産されていなかった

が、日本側のニーズが高まったことから輸出が拡大した。

長ネギは最近では中国でも普通に作られるようになった。

これらは市場に販売されるものもあるが、殆どが外食産業

や弁当屋に出される。 

生姜は輸入量が多く中国産の比率も高いが、おそらくこ

れからは東南アジア産にシフトしていくだろう。ご存知の

方も多いと思うが、生姜は連作障害が出やすい。中国で長

年作っていると生産上の問題もいろいろと発生するので、

ある程度の産地のシフトがあると思う。 

これはギンナンを採るために栽培されているイチョウ

で、こういったものも山東省で作られている。 

先ほど開発輸入のお話をしたが、開発輸入ではその作物

が日本で食べられるかどうかが重要なので、中国で食べる

かどうかは関係ない。話によるとゴボウは中国原産らしい

のだが、今の中国では食べる習慣は殆ど無く、日本の商社

が生産を拡大させた。ゴボウは労働力を非常に必要とする

ため日本の農家はあまり作りたがらなくなっていて、海外

にシフトし始めている。 

輸入量で非常に大きいのはタマネギだ。この写真は少し

古いが、この当時は農家のおばさんたちを雇って皮むきな

どしてもらっていた。最近ではこういう風景も段々と見ら

れなくなっている。当時、10 年くらい前は一日当たり 20

元くらいで雇用できたが、最近は 100 元でもなかなか人が

集まらない。労賃上昇が激しく厳しい状況になっている。

もう一つの特徴として、タマネギを皮むきし過ぎて白くな

っているのがお分かりだろう。これらはスーパーに並ぶも

のではない。ユーザーは日本の中食産業や弁当屋、外食産

業だ。東京で皮をむくとゴミも出るし労賃もかかる。全て

現地でむいて皮むきタマネギという商品になる。こういう

ものが幾らでも存在するのだが、こういうシステム全てを、

ベトナムやインドネシアで作れるかどうか。それが今のと

ころまだよく分からない。 

 

 ところで、日本人好みの野菜を開発輸入で作るには、そ

の作物の種が必要で、種の供給システムをどうやって確保

するかが重要だ。山東省や福建省あたりでは支店を多く出

して種を供給する会社もあるが、これを東南アジアででき

るだろうか。なかなか難しいかもしれない。 

 

大葉も中国では食べられていない。この写真を撮った時

に、従業員からこれは何なのかと聞かれたくらいだ。大葉

はアシが早くすぐに傷むので飛行機で運ばなければなら

ず、そのため、上海の空港近郊で作っている。 

こちらは冷凍野菜で菜花やキヌサヤだ。これらの輸入量

もかなり多い。 

お茶にはここ何年かで大きな変遷があった。専門の方は

よくご存知だが、日本の緑茶と中国緑茶では加工方法が異

なり、荒茶の作り方が全く違う。日本風にやらないと日本

の味が出ないので、中国の一部でも日本風にやっているの

だ。かつて緑茶飲料は殆どが輸入品だったが、実は今でも

中国茶葉はかなり使われている。カテキン緑茶のカテキン

は殆どが輸入もので、中国の緑茶からカテキンを作って輸

入するというパターンだ。 

バナナは最近、あまり中国からの輸入は無い。 

シイタケは生シイタケ、干しシイタケとかなり輸入が多

い。こんにゃくも中国から入っているが、群馬県の農家を

守るため、こんにゃくには高関税がかけられていて精粉は

入らず、製品のしらたきが入ってくる。こういうものはミ

ャンマーとかに移るかもしれない。 

梅干し。もちろん中国にも梅はあるが、梅干を作る習慣

も食べる習慣もない。そこに目を付けた日本の業者が中国

で梅干を作っている。10 年くらい前は輸入したこれを和

歌山産だとして販売して問題になった。 

ミカンの缶詰は今や殆どが輸入品だ。 

この調理済み食品はファミリーレストラン用に作られ

ている。すぐに調理できる段階にして輸入されている。こ

れらの商品などは、日本の商社と中国側の生産者がうまく

コラボレーションして進めているところで、こういうシス

テムをもう一つ海外に作り、新しく進めていくのはなかな

か難しいのではないかという印象がある。 

水産関係も中国からの輸入は多い。中国では水産資源は

かなり枯渇しているので、例えばロシア産のエビを中国で

加工して日本に持ってくるというようなシステムが作ら

れている。加工だけであればベトナムやインドネシアでも

コスト次第でできるかもしれない。 

お弁当に使う調理済み食品などもいろいろ作られてい

る。 

それから 100 円ショップで売られているような物。100

円ショップの商品は殆どがベトナム製か中国製だ。中国人

旅行者が 100 円ショップで“爆買い”するらしいが、元々

は中国で作られたものなのにと思う。何故、そのような仕

組みになっているか研究してみたら面白いかもしれない。 

時間になったのでこの辺で締めるが、何かご質問があれ

ばお答えさせていただく。ご清聴に感謝する。 
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【質疑･応答】 

（倉澤上席フェロー） 

 ありがとうございました。会場から質問を受ける前に私

から一点、伺いたい。中国の輸入食品の安全性は改善され

ていると考えていいか。 

 

（大島） 

 現地の会社を視察したら、とても綺麗な食品工場で驚い

たという話をよく耳にする。残留農薬問題が発覚する

2002 年以前はいろいろな問題があったことを認めざるを

得ないが、本日お話したような形で企業が大分改善してい

る。昔より安全は担保されるようになった。ただし、中国

国内で作られ、中国国内で消費されているものの安全がす

べて確保されているかというとそこには疑問が残る。最終

的にそこが改善されなければ、輸入物全てが安全とは言い

切れない。非常に大きな問題だが、そこをどうするかとい

う段階にきているのだと思う。 

 

（倉澤上席フェロー） 

 ありがとうございます。それでは、会場でご質問がある

方は挙手いただけるだろうか。 

 

（フロア） 

 今年 4 月に決定され、10 月 1 日から交付される新しい

食品安全法は大分厳しいと聞く。中国で食品関係の製造を

行う企業にとって特に注意すべき点、注目すべき点を教え

ていただきたい。 

 

（大島） 

私が 5 月くらいに中国の日系企業でヒアリングした時

は内容がまだよく分かっておらず、企業側の対応もあまり

進んでいなかった。これから今年の 11 月頃、もう一度、

現場を回って聞いてくるつもりだ。5月の時点ではどこの

会社も大変になると言っていたが、そういうわけで現状で

は明確なお答えができない。保留させていただけるだろう

か。 

 

（フロア） 

今日の話題とは逆の、日本からの農作物の輸出について

現状をお聞きしたい。日本の農業もいろいろな意味でたい

へんなところにあるが、例えばキロ 1,000 円もする最高級

のコシヒカリや１個 1,000 円する福岡産の梨を買ってく

れる層があるというのは本当だろうか。この将来性は日本

の農業に寄与すると思われるか。 

 

（大島） 

非常に良い質問だと思う。この講演会の少し前に香港で

食品展示会があり、出展する日本の食品企業や農協の人手

が足りないということで、学生達にサポートさせるインタ

ーンシップの引率として香港に行ってきた。そこで見たと

ころ、日本ブースは大人気だ。今年のフードエキスポに出

展していた日本企業はおよそ 250 社だが、最後は押すな押

すなの大盛況で、海外における日本食品のニーズが高いこ

とを再認識した。人気なのは食品そのものだけではない。

香港には日本のラーメン屋が 170 軒と店を出していて、毎

日、人で溢れている。日本の外食産業の人気も高い。これ

は中国でも同様だが、中国の場合はいろいろな規制があっ

て入りづらい。ご存知の通り、生で輸入できるものは米と

リンゴと梨だけ、野菜は加工していないとダメだ。今、私

が一番注目しているのは牛肉である。上海などに駐在した

方は目にされていると思うが、神戸何とかという焼肉店が

たくさんある。日本でＢＳＥが発生した関係上、日本の牛

肉は入らないよう規制されているが、牛肉のニーズは高く、

香港やマカオ、ベトナム、カンボジア経由で実際はかなり

の量が入っているとみていい。日本の牛肉はベトナムやカ

ンボジアに相当量輸入されているが、現地でそれほど消費

されているとは考えられないからだ。大部分が中国に流れ

ていると思う。日中間の交渉が何らかの形でうまくいき、

和牛が中国に入れるようになれば相当なビジネスチャン

スになるかもしれない。果物もいいだろうが、果物は量的

にも価格的にも厳しいものがある。そこはやはり牛肉に圧

倒的な優勢があるだろう。近年香港にも、牛肉がかなり入

るようになり、日本からは年間 200 トンくらい入って定着

し始めている。いろいろなグレードがあって安いオースト

ラリア産などもあるが、差別化していろいろな商売が生ま

れている。 

質問に簡単に答えれば可能性は非常に高い、しかし中国

に関しては制度規制が非常に多いので、そこさえ何とかな

れば可能性が高まるだろうということだ。 

 

 

（倉澤上席フェロー） 

私の方からもう一問、伺いたい。米国の穀物メジャーな

ど欧米の会社は中国に対してどのような戦略を持ってい

るのだろうか。 

 

（大島） 

輸入国としての中国の位置づけは以前に比べて非常に

高くなっている。その一例が先ほどお話した大豆の輸入拡

大だ。おそらく今後は小麦の輸入が増えると思う。量的に
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足りないという面もあるが、むしろそれより品種的な問題

だ。これまで中国の人達は小麦製品というと饅頭（マント

ウ）や餃子で、それを作る分には中国産小麦で何ら問題は

無かったが、最近、パンの需要が顕著に増えていて、私が

青島にいた 2007～2008 年頃にはそれほど無かったパン屋

が、今では非常に増えている。パスタの需要も増えたが、

中国産小麦でそれらを作るのは難しい。そうなると自ずと

輸入が増える。量、質の両面だ。小麦の後はトウモロコシ

が増えると思う。トウモロコシは中国でも増産しているが

食肉需要が急速に増大しているので足りないからだ。中国

は世界有数の穀物輸入国になるかもしれない。そういう意

味でも穀物メジャーは中国に注目しているだろう。 

 

（フロア） 

 中国での遺伝子組み換え作物の社会需要について、状況

を教えてほしい。 

 

（大島） 

中国政府は遺伝子組み換え作物の輸入は認めていない

ので基本的に無いはずだが、様々な形で入っているという

噂はある。日本でも消費者のニーズは非組換大豆について

大きいが、世界の趨勢を見ると、組み換えでは無いものの

方が少なくなってきている。非組換大豆の生産量が減って

いるので、いくら組み換えでないものが欲しいといっても、

現実に無いという状況になっていくと思う。中国でも大豆

の輸入量が激増しているので遺伝子組み換えの輸入を認

めざるを得なくなるかもしれない。ところで、中国の大豆

輸入量が激増しているということで、国内の大豆生産量が

減っているのかというと、そういうことではないという特

徴がある。1,000 万トンから 1,500 万トンくらいは変わら

ず生産していて、輸入で増えた 6,000 万トンはそれまで消

費されていなかった大豆油などの需要が純粋に高まった

ことによる。 

 

（フロア） 

山東省の安丘モデルが面白いと思った。これは現在もう

まくいっているのだろうか。また、こういった仕組みを、

例えば山東省や他の市でやるような動きはあるのだろう

か。もう一つ、食品安全法が施行され、国内のものが大分

強化されるというが、このモデルで加速するというような

ことが考えられるだろうか。 

 

（大島） 

このモデル自体が出来てからまだそれほど経っていな

いので、はっきりしたことは言えないが、2年ほど前に訪

問した時には省レベルの役人なども、これは国をあげてや

っているシステムなのでどんどん普及させると言ってい

た。しかし安丘市には特殊な事情がある。安丘市は元々野

菜の産地で日本や海外向けの野菜の生産量が非常に多い

地域だ。輸出企業が多いということは残留農薬を検査する

機器を持っている会社も多いということだ。普通の農村で

は検査機器を買うお金などなく、当然ながら買ってもいな

い。予算次第だが、このモデルを全国に広げるのは厳しい

かもしれない。最近では市場で残留農薬検査機器を買い、

抜き打ち検査をすることが多いらしい。いろいろな形で安

全確保の対策は進んでいるが、果たして安丘モデルが全国

的に進むかどうかはやや疑問だと言わざるをえないだろ

う。 

 

（フロア） 

中国では全ての産業を発展させるためインターネット

プラスという計画が実行されている。ネット販売だけでな

く、インターネットの発展によって農業の販売や生産の仕

組みを変えるということもあるかもしれない。これは農業

改革にどのように影響するとお考えだろうか。 

 

（大島） 

現場ではネット販売を始めたという話をよく聞く。中国

は広いのでなかなか流通がうまくいかない。ネット販売の

拡大が新しいモデルとしてどんどん進み、他分野でもかな

りの販売額になっているという。そうなると農産物の会社

や食品企業がネット販売市場に参入するのは一般的な流

れだろう。例えばアサヒビールはインターネットを重要な

販売ツールとして進めている。中国のビール産業には大手

４社があるが、競争が激烈かつ価格も安く儲かりにくい。

日本から行ったビール会社も皆、苦戦している。その中で

アサヒビールの考える発展方向は 2つあるらしく、一つに

ネット販売、もう一つは和食屋での販売を増やすというや

り方だそうだ。そういう意味ではこれからネット販売がさ

らに拡大される可能性は高いが、農産物の場合、ネット上

で見たカタログと実際に届くものの相違が大きいと信用

問題に関わる。その辺をどうクリアするかが難しいかもし

れない。 インターネットを利用した生産についてはよく

分からないのでご容赦いただきたい。 

 

（フロア） 

中国野菜の輸出について、近ごろは円安と日本の基準が

厳しく日本離れが進んでおり、元々、日本向けに作ってい

たものの一部が中国国内に流れているということだった。

開発輸入で作られた、元々中国では作られていなかった野

菜も中国市場に流れているのか。 

 

（大島） 

実際、流れている。例えば白ネギは関東で売れるので

1990 年代後半に日本商社が持ち込み、3年間程かけて山東

省で定着させたが、2001 年にセーフガードで一時輸入で

きなくなった。その時、中国国内に出してみたが、馴染み

がないので初めは売れなかった。それから 10 年以上、今

では柔らかくて良いと、中国国内でかなり売れるようにな

っている。こういう農産物はこれからも増えるだろう。上

海や北京に和食店がたくさんある。そういうところのニー

ズや、例えば香港の中華料理店でも日本的な食材を使った
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店が増えている。日本向け野菜が国内や香港で売られてい

ても違和感の無い状況になりつつある。 

日本の外食産業の進出は目覚ましい。香港では日本食屋

が 1,200 店、その内 170 店がラーメン屋だ。１杯 90～100

香港ドル、日本円で 1,500 円くらいするラーメンに人が並

んでいる。700 万人の香港でそういう状況だから 13 億人

のところで火が付けば日本向け野菜が中国国内で販売さ

れても何ら問題無い。むしろその方がいいという状況にな

るかもしれない。 

 

（フロア） 

青島では大学による農業指導－農薬、化学肥料、生産部

分といった生産に関わる取り組みが進んでいるのだろう

か。 

 

（大島） 

難しい質問だ。日本と同じくらいではないかと思う。も

ちろん、全く関係無いということはないが、積極的に生産

や流通分野に関与しているかというとそうでもない。農家

の技術面で大きな力を果たしているのは山東省の場合、合

作社だが、侮れないのはやはり商人だろう。農薬商人、化

学肥料商人の力が相変わらず強い。県の普及センターなど

もあるが人手が足りず、それほどちゃんとやっている感じ

ではない。80万人、100 万人規模の山東省の県の役所でも

農業普及関係の役人は 2、3 人がいいところだ。この人数

でできるわけがない。そういう中で何とかやっている状態

だと理解してもらえればいいと思う。 

 

（フロア） 

大手企業には自社で残留農薬を検査するシステムがあ

るというが、中国農業の全体として検査、分析、遺伝子解

析の需要はあるのか。 

 

（大島） 

2002 年の残留農薬事件以降、輸出分野では必ず検査し

ないといけなくなった。自社に無ければ検査企業に委託す

ることになり、実際、青島にはそのような需要でできた民

間企業がある。検査が厳しくなった以上、需要はできるだ

ろうが、円安が進み日本への輸出量が減るようになるとニ

ーズも落ちる。今後の動向は状況にもよるだろう。現状、

言えるのは、事実として検査を商売にしている民間企業が

あるということだ。 

 

【閉会】 

（JST 倉澤上席フェロー） 

まだまだご質問はつきないだろうが時間のためこれに

て終了する。本日はありがとうございました。 

 

               （了） 

2．講演資料 
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