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中国における「無公害野菜」生産・販売の現状と課題
一一江蘇省A鎮の農企業主導による契約栽培を中心に一一

鶏 明*・大原輿太郎料

Production and Marketing of “Unpolluted Vegetables" in China: 

The Actual Condition and Future Challenges Taking an Example of Town A of 

Jiangsu Province as Leading Agribusiness on Contract Cultivation 

Ming Zhao (Graduate School， Mie University) 

Kotaro Ohara (Mie University) 

In recent ye訂 s，the production of“unpol1uted vegeta-

bles" in China has incre坦sedcontinuously. This case study 
explains the contractual content of the cultivation of 
unpol1uted vegetables， their sale modes， and the income 
levels of contract farmers. Unpol1uted vegetables紅巴

most1y produced by the al1iance of agribusiness and 
farmers. With agribusiness' technical guidance and other 
measures出atlessen the economic burden on farmers， 
farmers have started to engage in the contract cultivation 
of unpol1uted vegetables. Agribusiness guarantees the 
vegetables' security to a certain extent due to its partic申告

tion in cultivation management. Moreover， when the 
market prices of vegetables drop down unceasingl弘
agribusiness sti11 has to purchase the farmers' products 
according to the contract agreement on quantity and 
prices， which is advantageous for the increase of出e
farmers' income. 
Even if the farmers plant the vegetables according to the 

1 問題の背景と先行研究

1980年代後半から，先進国において.持続性を基

軸概念とする環境保全型農業への関心は高まるよう

になってきた その背景については， 嘉回C1Jは

「①地球規模での人口 ・食料 ・農業問題，②農業そ
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agribusiness' guidelines， the ratio of qualified products is 
stil1 not high because of出efarmers' relatively low 
technical skill leve1. Because the percentage of crop that 
qualifies for the agribusiness guideline is low， i.e 出e
passing ratio is low， the farmers' income is not stable. To 
raise the farmers' overal1 technicallevel is the biggest task 
at present. Th巴 bestsolution is to establish a technique-
transmitting mechanism to improve farmers' skil1s regard-
ing growing unpol1uted vegetables. In the planting process 
for unpolluted vegetables， the accreditation authority 
encourages farmers to use compost actively. But the 
supply of ∞mpost is limited. In areas with insufficient 
supply of compost， farmers need to buy high-price fertiliz- 、

ers. As a result， the cost of production is increased. When 
the production scale of unpolluted vegetables is enlarged， 
the compound of district agriculture is also a problem we 
need to discuss. 

のものの持続性の喪失，③農業の環境に対する負荷

の増大，④農産物 ・食料の安全性への強まる懸念」

と整理したーその後，各国では，化学肥料 ・農薬の

投入を抑える栽培方法，生物の多様性の確保，食品

安全性の確保などについて研究が進んでいる 1)

一方，中国の環境保全型農業に関する研究は.先

進国に比べて遅れているといわれている. しかし

中国における環境保全型農業は農業生産の構造調

整，貧困問題の解決の一方法として研究を行ってい
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るという特徴があり，海外の研究成果の翻訳ではな

く.固有な内容をもって展開している 2) 多数の研

究者が中国農業は生産量重視から品質重視へ変化す

る中，有機食品，緑色食品 3);などの認証農産物の導

入が必要であり，その生産 ・販売により高付加価値

を実現し，農民の所得向上につなげると指摘してい

る4) しかし，これらの研究は認証農産物の経済効

果に焦点を当てて.必ずしも生産方法に関するもの

ではなかった したがって，農業生産に起因する食

品安全問題はほとんど注目されなかったのである

近年，残留農薬問題を巡り，中国産農産物の安全

性問題が日本をはじめとした世界各国で注目され

ている食品安全問題を解決するために.中国政府

は 2001年に食品の品質と安全の向上を目的とする

「無公害農産品行動計画」を立案し. 2002年から同

計画のもとに，全国で生産技術の指導，生産現場お

よび市場での残留農薬の検査体制の確立を進めて

いる これらの動向をふまえて，中国の食品安全問

題に関する研究調査が多数見られるようになった

これらの研究は 「無公害農産品行動計画」実施の前

後に分けることができる.実施前の研究に関して

は.代表的なものとして梁 C5J等があり，食品

安全の重要性，必要性などを論じている.後期には，

唐 C6J.劉 C7J.常 C8J等がある 認証体制の問

表 l. 認証農産物の種類

発足時期 主導認定機関 技術基準 安全性

有機食品 1994 
環境保護局有機食品発展センター 人工的合成された農薬や肥料を一切使

高
(OFDC) 用しない (注 1)

AA級 1993 
人工的合成された農薬や肥料を一切使
用しない(注 2)

緑色食品 農業部緑色食品発展センター (CGFDC)

A級 1989 
限定的農薬や肥料を使用する 農薬残
留は器準以下

無公害農産品 2001 農業部農産品品質安全センター
限定的農薬や肥料を使用する.農薬残
留は基準以下(注 3) 司旨

放心菜 (注4) 各省 ・市政府の農業担当部門 農薬残留は基準以下 (注 5) 低

注 1)中国 ・有機食品基準 GBff19630.1-. 4に基づく
2)中国 ・緑色食品基準 NYff系列に基づく
3)無公害食品基準 NY5000系列に基づく
4)肉類，野菜，水産品などの食材を含む
5)地方政府の規定に基づく

表 2. 無公害農産品の推進に関する政策

2002年 |無公害農産品管理方法

2002年 1農薬安全管理の強化

2002年 |使用禁止.制限される農薬のリストの公表

2002年 |無公害農産品標識の使用に関する管理方法

2003年 l無公害農産品認証手順に関する公告

2006年 |農産品品質安全法

法律の完備

2001年 |市場准入制度の確立

生産基準 ・監視 I 2002年 |残留農薬の検査に関する公告

システムの確立 I 2002年 1137品目の無公害農産品の技術標準を交付

2005年 140項目の無公害農産品の技術標準を交付

支援策

(江蘇省の例)

認証費用への支援 (5 千元~ 1 万元)

防除ネット利用の推進(lムー 200元)

残留農薬検査設備の提供 (無料~半額)

出所 :W中国農業統計年鑑J2000 年~ 2006年版から作成.
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表 3 年度別新規認証の推移 (単位:件万トン)

合計 栽培業 漁業 畜産業

企業数 (注2)商品数生産量 企業数商品数生産量 企業数商品数生産量 企業数商品数生産量

2003 1563 2071 1131 1566 174 231 258 274 

2004 6255 10343 4569 8102 718 1191 948 1050 

2005 (注1) 2768 4290 3296 1889 3169 3118 405 604 45 474 517 133 

2006 3581 5680 3417 2326 4056 3087 672 981 70 583 137 260 

出所・中国農業部行政公告 2003-2006年12月 26日

注 1) 2005年のデータには北京市など一部の都市のデータを含めていない.
2)近年，中国で注目されている様々な名称の農民の協同組織も含めている

題点.品質標準の確立についての政策論的なものが

多いが，内容的には政策の解説と概括的な提言に止

まっている.これと対照的に日本では，村山 ・木南

C9J.菅沼 ClOJ.森路 ・大島 CllJ.蔦谷C12J等

が，政策論だけではなく.海外輸出を行う農企業の

実態調査を踏まえながら，品質を確保する上で輸出

企業による直営農場の設立及び健全な検査体制の

必要性，農地流動化システムの形成の重要性につい

て取り上げている.しかしこれらの研究は輸出企

業を対象に分析を行なったため，中国圏内における

無公害農産品の生産 ・販売実態については明らかに

されていない

無公害農産品計画により食品安全性がどのように

改善されるかを考察する際に，その制度的枠組み以

上に重要なのは，その具体的な生産 ・販売の実態を

解明することである.また，前述の先行研究は，認

証農産物の生産 ・販売により高付加価値を実現でき

ることを根拠に，農民の所得向上につながると指摘

している ただし農家にと ってどのようなメリッ

トを受けることができるのかが，十分に明 らかにさ

れていない そこで¥本研究では，先行研究の成果

を踏まえ.無公害農産品に関する政策の動向を明ら

かにすると共に，こうした抽象的な分析でトは十分に

把握できない部分を無公害野菜の取り扱い企業 rA
鎮野菜販売協会J5)を事例にその生産管理 ・出荷 ・

販売の実態について考察を行う また，無公害野菜

を栽培する農家の収益を検証するためには.上記の

企業だけでなく，生産者の実態も検討する必要があ

る.そこで.A鎮野菜販売協会と契約栽培を行う農

家も取り上げる.これらの事例分析を通じて今後.

無公害農産品計画の定着における課題を提示する.

調査地域の選定理由は.A鎮所在の江蘇省は，無公

害野菜の栽培面積 ・出荷規模が全国的に見て高い水

準にあり 6) そして農企業による契約栽培の発展も

比較的進んでいるためである.

以下では，第 2節において，中国の無公害農産品

に関する政策の動向を整理する第 3.4節では，調

査地域における無公害野菜の契約栽培 ・出荷 ・販売

方法.契約栽培による経済効果を明らかにする.第

5節では，分析結果から，今後の課題を指摘する

2 中国における「無公害農産品」に関する政策

の動向

(12 ) 

中国では，従来，食の質よりも量の確保を重視す

る時期が長く続いたため，食品安全に関する意識は

極めて希薄であった しかし. 1990年代から，国民

所得水準の上昇とともに，都市部の住民を中心とし

て，食品安全の意識は徐々に向上している.一方，

中国政府は，農民所得の向上のために農産品の輸出

に積極的に取り組んでいるが，残留農薬等の問題で

圏外から中国産農産品の安全性に対する不信感が増

している こうした背景の下.2001年に中国政府は

「圏内で生産される農産品の農薬.化学肥料，栽培

方法等に関する国全体の安全基準を引き上げるた

めJC13Jに無公害農産品行動計画を作成した こ

れは食の安全性のみならず，農業生産の構造調整，

農村環境の改善，農民の所得増加にも資することが

目指されている

無公害農産品とは.r生産地の環境，生産過程，製

品品質が国家の関係基準を満たしているとして認証

を受け，認証証書を得，無公害農産品の標識の使用

許可が許された未加工，または初期加工の食用農産

品であるJC13J.表 1に示したように，中国では，

認証農産品の種類は 「有機食品J. r緑色食品J. r無
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表 4. A販売協会における無公害野菜の契約栽培の契約内容

無公害キュウリ栽培 ・購入契約書

甲方 A販売協会乙方農家 (名前略) 立会方 A鎮×村村民委員会

野菜の生産収益を高め，農薬管理を強めて農薬の残留値を抑えるために 甲.乙双方は平等互恵の原則に基づいて下記
のとおり契約を結ぶ

l 供給品目.キュウリ

Z 栽培面積 3.3ム一場所.省略

3 供給数量。 17.000kg 

4 納期 2005年5月1日-2005年6月25日 2005年8月 15日-2005年 10月15日

5 価格 1. 35元-1. 5元A沼

6 甲方は乙方にキュウリの種を提供し.費用は後払いで入荷する時に清算する

7 甲方は乙方に定期・不定期な技術指導を提供する

8 乙方は甲方からの無公害キュウリ栽培技術に基づいて栽培する

9 使用農薬は甲方の指定したものを使うこと 甲方は市場より安い価格で乙方に農薬を提供する

10 甲方が入荷する前に，乙方は甲方に農薬の使用記録を提出すること

11 甲方は規定供給量以上出荷した乙方に，超える量により奨励金を賞すること

12 市場価格が大きく変動する場合。甲方.乙方及び立会方の協議で価格を決める

出所 :A販売協会の資料より作成

公害農産品J. ["放心菜」の 4種類がある これまで

すでに海外市場を狙って.高付価値商品として推進

されてきた 「緑色食品J，["有機食品Jと異なって，

無公害農産品は圏内の食品の安全性に関わる基本的

な基準として推進されているものである.

農業部農産品品質センターによれば.数年後に無

公害農産品が圏内の農産品の品質と安全性でスタン

ダード化してくる可能性もある無公害農産品を円

滑に推進していくため.表 2に示したように，政府

は主に①関連法律の制定，②生産基準，監視システ

ムの確立，③生産， 加工，認証に関する経済的支援

の3つの政策を実施している これらの推進政策の

下で，無公害農産品認証は，年々増えている.表 3

によれば， 2003年に 1，563社であった新規認証生産

企業数は，2004年には 6，255社に増加している.そ

の内訳を見ると.栽培業の割合が平均で7割前後を

占めている 認証数の増加は，消費者からの認知を

受けた結果だと予想される.また，認証を受けてい

る主体は，すべて企業であるため，家族経営を中心

とする日本と異なり，企業的な経営体が認証の主体

であることがわかる.このことから，中国における

無公害農産品の生産 ・販売の現状と課題を解明する

には，こうした企業の分析が不可欠であると考えら

れる

(13 ) 

3. 事例分析-A鎮野菜販売協会7)

(1) A鎮野菜販売協会の概要

A鎮は江蘇省の南京市北側のZ市に所在する.鎮全

体の農業人口は 5，789人耕地面積は 6，165ムー (1

ムー約 6.67a)である 1950年代から米生産を主

とする地域だが， 1990年代後半から，農業の構造調

整のため， A鎮全域が米生産から野菜生産へ転換し

現在では江蘇省において有名な野菜産地として知ら

れるようになっている.

A販売協会の設立以前は，A鎮の野菜農家の販売

lレートは主に二つあった.第一は.パス，自転車を

利用して，直接市街地および住宅団地周辺の農産物

市場に持ち込んで直販するケースである.第二は，

買い付け商人が畑まで貰いっけにくるケースであ

る.鎮政府の責任者によれば， 1998年に Z市がA鎮

を野菜モデル地区として指定し，野菜産地の強化を

目指したその後 A鎮全体の野菜生産量が大きく拡

大してきたが，野菜農家 1戸あたりの栽培規模は 3

ムーに止まっている生産量の拡大は個々の生産者

の規模拡大というより，むしろ栽培農家数の増加に

よってもたらされた.個々の農家の規模は小さいた

め，買い付け商人が週一回しかこない時が多く.そ

の場合，野菜農家が販売コストの高い第一ルー トを

利用せざるを得なかった

販売ルートの拡大と販売コストを抑えるために，
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2000年に A鎮政府が販売に関する経験豊富な 36名

農家を組織し販売協会を設立した設立当初は農

家と市場の仲介役を目指していたが，手数料だけで

は協会の維持が困難であるため.鎮財政から 63万

元(1元約 14.5円)を借りて 2001年から本格的

な卸売事業を展開した最初は慣行栽培の野菜 3品

目程度の取り扱いであったが， 2002年の無公害農産

品行動計画の全国推進をきっかけに，無公害野菜の

実験栽培も開始した 2004年に同協会は 4品目野菜

の無公害農産品認証を取得した現在，副鎮長を兼

務している会長の下.販売員 46名，技術指導員 5

名，選別担当のアルバイト 13名の体制lで運営され

ている 2005年末には会員数 1，686戸，慣行栽培の

野菜を含め，年間売上高は約 4，200万元，契約栽培

面積は年間延べ 6，000ムーとなっている

(2) A販売協会による無公害野菜の生産 ・販売の

仕組み

1)契約栽培の内容

A販売協会では，会員との契約栽培で無公害野菜

の生産体制を整えている.会員が無公害野菜の栽培

基準に従って生産を行い，協会は会員に定期 ・不定

期の技術指導と生産資材の提供を行っている.A販

売協会と会員との契約内容は表 4のとおりであり，

その中で以下の 3つの特徴が特に注目される.

第一に， A販売協会は契約農家の栽培を管理する

ことである.項目 7，8， 10にあるように， A販売

協会が契約農家に対して技術指導を行い，農家はそ

の指導に従い無公害野菜を栽培する.農家が出荷す

る前には農薬の使用記録をA販売協会に提出するこ

ととなっている.また.項目 9に示したように， A

販売協会は指定した農薬を使用することを農家に義

務つけているー2002年以来，中国政府は農薬の安全

使用を強化しているー農薬の使用においては.慣行

栽培より無公害農産品の方が，より厳しく管理され

ることが当然である.すでに交付された無公害農産

品の技術標準によると， 一品目に 15~ 20の基準値

が設定されている 8) 使用される農薬を指定しない

と検査機関による残留農薬の検査 9)が合格になら

ないことも考えられる.この場合，取得した無公害

農産品の認証を取り消され.協会と農家双方にとり

大きなダメージである

第二に，A販売協会は出荷基準に達した野菜の買

取り数量.価格を明示していることである 中国国

内の野菜産地と生産量が増えることにより，野菜の

市場価格が低下しつつある中，買取り数量と価格を

約束することは農家にとり.非常に有益な条件であ

り，契約栽培を受け入れるインセンティプも考えら

れる また項目 12に示したように.価格変動のよ

うなトラブルが生じた時，村民委員会が立会人とし

て，双方を調整する役割を果たすため.農家にも安

心感を与える

第三に， A販売協会は契約農家の支払い負担を軽

減することである 項目 6，9に示したように.種

子の代金の後払い，市場価格より安い価格での農薬

の提供は農家の負担を軽減させるまた，項目 11

にあるように.約束の数量以上に出荷した農家に対

しては一定の奨励金を支払うことで.契約農家の積

極性も高めることができる.

2)販売方法

A販売協会は設立以来，販売先の拡大を強化して

いる契約栽培で生産された野菜は重さ，外観など

の基準で無公害野菜.放心菜，食品の加工原料に分

けられ販売されている.販売量は①>②>③の順に

なり，販売方法は以下のとおりである.

(14 ) 

① 無公害野菜:農家から入荷した野菜を束ねて

専用の箱に入れて箱詰めする 地名である IA鎮」

というプランドで無公害農産品販売コーナーを持つ

大手スーパー，周辺都市の卸市場へ出荷している.

2004年に無公害野菜の販売を開始して以来.消費者

からの信頼性が上がっているため，現在では，日平

均 9万元の売上を維持している 毎日，電話もしく

はファックスで注文を受け，その翌日の朝 4時に配

達する.販売価格は 2003年は慣行栽培の野菜の約

2倍を実現していたが，その後の価格差が縮小し

現在は 5~6 割のプレミアムとなっている.

②放心菜:重合 外観などの原因で無公害野菜

の出荷基準に達しなかった野菜は放心菜として販売

されている.野菜をネットで梱包し取引先が週三

回月，水，金曜日の夜 8時に取りに来るという方法

を採用している.販売価格は慣行栽培の野菜より l

~2 割高く設定しているが，取引先にとって，農家

との直接取引より流通コストが軽減でき，安定的な

供給量の確保が魅力であるため.選平均 15万元の

売上を達成している.

③ 加工原料の提供 .地元の漬物加工企業に販売

している.
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4 事例分析一契約栽培農家側の検証

(1)調査農家の概況

表5は調査対象農家の概況および無公害栽培へ取

り組み状況をまとめたものである調査対象は A販

売協会の会員 6人である N05， N06を除きすべて

無公害栽培に取り組んでいる しかし栽培年数か

ら見れば経験が少ないため，無公害野菜の栽培技術

はまだ定着していないと言えよう.調査対象農家に

よれば，農薬を購入する際に， A販売協会からその

使用方法について指導を受けたが.栽培技術に関す

る現場での指導は年 1~2 回しか行われていなかっ

たーA販売協会は技術指導員 5名を採用しているが，

1， 600名余りの会員に対して，頻繁に現場指導を行

うことは不可能である.そのため，毎月.協会が編

集 した技術普及の雑誌 「農事通信」を会員に配って

いるが.農家の教育レベルが低く，経験も少ないた

め，その効果が薄いと考えられる また，技術習得

については，各自の経験に頼っている農家がほとん

どであり，より積極的に新しい技術を習得しようと

表 5. 調査対象農家の経営状況

農業所得>非農業所得

N01 N02 N03 

出身地 県外 県外 県外

世帯主年齢 (注1) 58 (小) 45 (中) 53 (中)

家族人数 4 3 3 

投業技術の習得
技術指 農業雑誌+

経験
導者+経験 先進農家

技術指導を受ける頻度 年 1-2回 年 1-2回 年 1-2回

栽培履歴 なし 準備中 なし

無公害野菜栽培年数 3 2 

チシャ チシャ チシャ

契約栽培の品目 キュウリ キュウリ キュウリ

ニフ セロリ セロリ

農業従事者数(年間180日以上) 2 2 2 

兼業 。 。 。
子供 2 I I 

臨時雇用者人数 (注2) 1 

経営 借地 (ムー) (注 3) 4.58 3. 69 4. 9 

面積 請負地 (ムー) 。 。 。
農業所得(家族) (千元) 10-12 10 7-8 

所得
非農業所得(注 4)(千元) 千元以下 千元以下 1-2 

協会 (%) 80 80 80 

販売
買い付け商人 (%) 10 15 15 

方法

直販 (%) 10 5 5 

出所 2006年 l月の調査により作成 数値が 2005年のものである
注 1) ( )内は教育レベル

2)一日 (約5時間)20-30元

3) 2005年の相場 300-450元/ム-
4)非農業所得=自営業所得+工賃

(15 ) 

J::!業所得与非農業所得 農業所得く非農業所得

N04 N05 N06 

地元 地元 地元

61 (小) 39 (高) 40 (高)

6 3 3 

技術指導者+経験 経験 経験

年 1-2回 。 。
なし なし なし

2 。 。
チ シ ャ ニ ラ

キュウリ ニフ
キュウリ

2 

2 l 

2 l l 

。 。 。
O. 8 。 。
4. 2 O. 8 L 1 

15-17 2-3 3-4 

13-14 5-7 7-8 

80 35 30 

。 。 40 

20 65 30 
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いう姿勢は見られなかった.この原因として，A鎮

において，大多数の農家が自ら無公害野菜の栽培に

取り組もうとする意識が低く，政府の指示で契約栽

培を始めるなど，農家の主体性が足りないことが挙

げられる.そして，技術に対する関心も低いため.

要求された農薬の使用記録以外に，栽培履歴を用意

する農家も少ない

(2)調査対象農家の経営概況

表5に示したように，調査対象の所得構造により，

6名の農家は三つのグループに分けられる.

① 農業所得>非農業所得 (N01~ N03) 

A販売協会から「模範戸」に選ばれる 3戸の農家は

元々内陸に住んでいた A鎮にいる親友の呼びかけ

で 1995年前後に A鎮に移住してきた 最初，親

友の土地を受託経営していたが，徐々に受託面積を

拡大し，現在の経営規模はいずれも A鎮の平均規模

の3ムーより大きい夫婦で無公害野菜の契約栽培

を行い，生産した野菜の 8割を A販売協会に出荷し

ている.農業所得は 3戸とも 1万元前後であり，農

家 l人あたりの総収入が 5，276元 10)である江蘇省

では，農業所得だけで非農業所得を持つ農家に劣ら

ない所得を確保している.

表 6. 無公害キュウリの収益と費用の試算

(単位元/ムー)

無公害

組収益(注1) 4， 900 

物財費

種苗費 100 

肥料費 210 

農薬費 80 

濯瓶費 (注2) 150 

光熱動力費 125 

その他諸材料費 1. 100 

諸負担金 70 

減価償却費 178 

合計 2， 013 

雇用労働費 700 

支払う地代(注3) 420 

支払う利子 60 

費用合計 3， 193 

所得 1，707 

出所 Z市農業局の資料より作成.
注 :1)無公害=3500kgX 1.4元

慣行栽培=3600kgx1.2元

慣行栽培

4，320 

100 

170 

65 

150 

110 

895 

100 

126 

1，716 

650 

420 

60 

2， 846 

1， 474 

2)一部の水利施設負担金も含めている.
3)請負地も， 2005年度借地の相場で計算する

② 農業所得与非農業所得 (N04) いこととその他材料費の高騰による.近年，無公害

A鎮では裕福な農家とも言われた N04では.老夫 野菜の生産にあわせて，農薬メーカーが毒性の低い，

婦と嫁の 3人で、無公害野菜の栽培を行っている.軽 分解しやすい農薬を次々に市場に提供しているが.

トラ ック l台を持っているため.週 3回の市内の農 価格が一般の農薬より高いため，農家の経営コスト

産物市場への直接出荷や.個人経営の飲食庖への直 の増加につながっているーまた肥料の使用について

販も行っている販売量がそれほど多くないものの， は，認定機関である中国農業部農産品品質センター

できる限りより高い価格で販売しようという強い姿 に有機堆肥の使用を薦められたが，安い畜糞を調達

勢が見られた できない農家では，高価な販売堆肥を利用せざるを

②農業所得<非農業所得 (N05~ N06) 得ない これらの費用増加に対し，政府は栽培者に

A鎮では典型的な兼業農家である2戸の農家は，妻 1ムーあたり 30元の負担金の軽減を実施している

が農作業を担当し，夫が市内で出稼ぎをしている. が，効果は低い.

生産規模が少ないため，契約栽培にはあまり熱心で、 収益と所得の試算を見ると，キュウリの lムーあ

はない生産した野菜は自分での直販及び買い付け たり収穫量が 3，500 kg前後であり.契約書の約束

商人への販売で十分対応できる. 価格は1.35 元~ 1. 5元であるから，平均値の 1.4

(3)調査農家の収益と費用の分析 元で計算すると 1ムーあたり 1，707元の所得が予想

品目別無公害野菜の経営費に関する調査が少ない される慣行栽培と比較すると lムーあたり所得は

ため，ここでA鎮所在のZ市農業局が2005年に行っ 233元高く，無公害栽培の方が収益性は高いと言え

た無公害キュウ リの経営費調査の結果を参照し，収 る.しかしながら， 1. 4元という価格は出荷基準に

益と費用の構造を明らかにする.表 6に示したよう 達したものの価格であり，実際には栽培農家の技術

に物財費が慣行栽培より lムーあたり 297元高い. レベルがまだ低いため，合格品率が高くない.A販

これは主に無公害野菜に使う農薬，肥料の価格が高 売協会によれば，現時点で:無公害野菜の出荷基準

(16 ) 



越 ・大原;中国における「無公害野菜」生産 ・販売の現状と課題 [309J 

に達している合格品率は 5~6 割に留まっているー

すなわち農家の所得が合格品率に大きく左右される

ため，所得は不安定である.

5. おわりに

中国において，無公害野菜は生産 ・販売ともに拡

大傾向にある.本稿の分析によると，次の四点が課

題として指摘できる

第一に，2001年に公表された無公害農産品行動計

画の下で，地方政府が積極的に無公害農産品の生

産 ・販売を推進している 中国では. トップダウン

の体制が機能しているため，政府側がキャンぺーン

を必要と判断すると.一気に推進することは珍しく

はないそして無公害農産品行動計画の推進によっ

て，農家が無公害農産品の生産に取り組むように

なった.農産品の安全性に対して.ある程度の効果

は表れたといえる しかし，農家側に自発的に取り

組む意識が低いため，希望通りの利益が確保できな

い場合に生産から撤退することは懸念される.

第二に，認証を受ける主体のほとんどが農企業で

あり，実際の生産は企業の契約農家で行うため，企

業+契約農家という体制が無公害農産品の生産体制

と言える しかも.資金力，情報がある企業側は契

約農家より圧倒的な強さを持っている.企業側が契

約農家への技術指導，経営負担の軽減などの対策を

行っているが，生産規模を確保するために多数の農

家と契約するため，その対策の効果が低い.結果と

して，農家側が栽培基準に従って生産しても，技術

レベルが低いため，合格品率が高くない.このこと

から，農家全体の教育レベルが低く ，技術力が弱い

中国においては.栽培基準等を確実に農家に普及す

ることが当面の最大課題である.そのための技術普

及体制の整備が不可欠である.

第三に，無公害野菜の生産においては，有機堆肥

の使用を認定機関が薦めているが，現実的には堆肥

の確保そのものが困難である堆肥使用の推薦はコ

ストの削減を図ったものだが，堆肥を確保できない

地域としては，逆に堆肥の代わりに高価な肥料を購

入するため生産コストの増加となる.無公害野菜の

生産規模が鉱大するに伴い.地域農業の複合化も検

討課題となる.

第四に.企業側は契約農家の栽培管理に関与する

ことにより，栽培状況に関する情報が把援できる

(17 ) 

しかし，出荷の段階では.同時に多数の零細な農家

から買い付けるため，安全性に関するトレーサビリ

ティを確保することが困難である.契約栽培により，

限られた範囲での安全管理体制は構築されつつある

が，全体においてはまだ課題が多い システムとし

ての安全管理体制が必要である

注1)嘉田 OJ

2)李里特 [2J

3)中国緑色食品発展センターの定義によれば。安全.優

良な品質。健康によい食品(原料及び加工品を含む)

の総称である

4)例えば.陶 [3J 顧 C4J

5) A鋲野菜販売協会は地元の工商管理局に企業 (有限会

社)として登録したため守本研究では同協会が組合性

格を持つ農企業として認識している.

6)中国農業部農産品品質センターの公告[l4Jによると

2005. 2006年江蘇省の無公害野菜の栽培商積.出荷規

模が山東省に続いて 2番目である

7) A販売協会会長の呉順山氏への聞き取りに基づく

8)参考までに無公害食品基準のうち，ニラについての

農薬残留基準をあげるについての農薬残留基準をあ

げる

無公害 ポジティプリスト

BHC O. 2以下 0.2以下

dimethoate l以下 l以下

fenvalerate O. 5以下 O. 5以下

chlorpyrifos l以下 0.01以下

dichlorvos 0.2以下 0.01以下

phoxim 0.05以下 0.02以下

fenitrothion 0.5以下 O. 2以下

quinalphos 0.2以下 0.05以下

DDT 0.1以下 0.3以下

trichlorfon 0.1以下 0.5以下

cypermethrin l以下 6.0以下

malathion 検出不可 2. 0以下

chlorothalonil l以下 2以下

acephate O. 2以下 0.5以下

注 1) BHCがα-BHC.s-BHC. y-BHC. o-BHCの総和
2) DDTが DDD. DDEを含む

資料 日本食品化学研究振興財団ホームページ (2006.6.2)
中国 ・無公害食品基準

9)検査は主に 2種類がある.第 lは検査機関による土嬢

f車境 ・空気 ・農薬残留 ・重金属残留等の不定期の検査

を毎年 2-3回を行う 第 2は政府が卸売市場に残留農

薬検査専用のステージを設定し毎日サンプル検査を

行う
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10)江蘇省統計局の 2005年のサンプル調査によれば.2005 

年農民 l人あたりの平均総収入は 5.276元，中には工

賃収入 2.786元，農業所得 2.125元 また中国統計局

によれば。 2004年に，全国農民の l人あたりの平均総

収入は 2936.4元，中には工賃収入 998.46元，農業所

得 1745.79元である
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