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農産物の中日貿易に関する現状及び展望 

 

要旨： 

日本貿易振興会の資料によると、日中間貿易総額は、2000 年以降３年連続で過去最高

額を更新した。特に 2002 年に 1000 億ドルの壁を突破し、1019 億ドルに達した。最近の

統計資料が示しているところによると、日中間貿易総額は 2003 年に 1200 億ドルの歴史

上最高の額に達することが見込まれている。そのうち日本の対中農産物輸入額は、1984 年

の 150 億円から 2000 年の 635 億円へと 3.2 倍拡大し、同期間中における日本の対中輸入

総額の拡大速度とほぼ同じである。しかし、日中間農産物貿易によって誘発された一連の

摩擦と問題は、日中間の政治、外交、民間交流などにも一定の影響を与えている。例えば、

2001 年の日本政府の対中セーフガード発動及び最近の中国産野菜に関する農薬残留問題

などである。  

本稿は、中国の WTO 加盟後日中間農産物貿易の現状と問題の所在を考察することを通

して、日中間農産物貿易の発展方向を探り、それとともに当面の日中間農産物貿易の緊急

の課題を提起しようとするものである。即ち、本研究の目的は、日中間農産物貿易の動向

と重要性、及びその発展を妨げる要因を明らかにし、農産物貿易関連の制度の改善策を提

案し、両国間の協力を通して農産物貿易の発展を促進させるということである． 
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はじめに 

中日両国は数千年も文明的で友好的に往来している貿易大国である。両国の関

係は地理であっても、需要であっても似ているところがたくさんある。両国の農

産物の付き合いも、中国の唐代から今日まで、すでに数千年の往来史があった。

世界の農産物市場の十分の一は日本から輸入したが、日本の農産物の輸入量の 30

パーセントないし 40 パーセントは中国が提供したのである。 

中国は 2001 年 12 月 11 日に WTO の正式の成員国になった。連続数年も国内総生

産は 9%以上のスピードで急激に発展していた。同時に、日本は 10 年以上続く経



済成長の低迷期限を経ていた。日本へ輸出した中国の農産物はしきりに『新農業

合意』、『技術性貿易障壁合意』などの国際標准より高い日本自制の規定に断ら

れていた。 

中日の農産物の貿易摩擦は絶え間なく、中国の農産物生産者と日本の農産物消費者に深

刻な災難を持ってきた1。これは中日の国民の切実な利益にひどく影響し、両国の人々に

損失をもたらした。中日両国は正しい貿易の紛争解決システムを切実に求め、共に両国の

人々の共同福祉を守る。 

本稿は中日両国の農産物の現状の分析を通して、地区の経済全球化、規模の経済などの

理論を総合的に運用して、中日の農産物の貿易がどうように互いに利益を受けることを検

討してみる。中日の農産物の貿易摩擦が両国の人々に持ってきた不利な影響から、さらに

中日の農産物の貿易摩擦の発生の原因及び持ってくる不利な影響を探求しようとする。そ

してどのように順調に両国の農産物の貿易を推進して、国民の利益を守るか研究してみた

い。 

1.  中日農業の発展現状 

1.1 中国の農業の発展現状 

中央農村工作会議と並行して開かれた全国農業工作会議に関する報道では、孫政才農業

部党組織書記が基調報告し、同年の食糧生産を 4 億 9000 万トン以上として「社会主義新

農村建設」に向けて好スタートを切った」と評価している（『農民日報』2006 年 12 月 26

日）。すなわち同記事によれば、「食糧生産は 85 年以来はじめて 3 年連続の増産で．．．．．

農民の所得も同じく 3年連続で 6％以上の増加となり、綿花、糖料作物、野菜、果物、茶、

146 養蚕、肉類、玉子類、酪農品、水産物のいずれも増産であった」という2。「3 年連続」

と強調される点に、この 20 年来の農業生産の不安定性を垣間みることも可能である。し

かし胡錦涛・温家宝政権としては国民経済の基本となる農業生産を安定的に維持できたと

いう意味で、まさにこの 3 年間に担ってきたところの自らの経済政策に自信を深めてい

ることであろう。 

表 1 では主要作物の生産状況を 1999 年以降の数字でみた。食糧の生産はトウモロコシ

 
1孫東昇.『技術性の貿易障壁と農産物貿易』.中国農業科学技術出版社、2006 年.第 89 ページ 

2柳延恒．「我が国の農産物の日本輸出に対する障害と対策についての分析」. 経済フォーラム、2006（15） 

 



を除き基本的に峠を越えたと判断される。総じて畜産、酪農、水産業は成長部門で、野菜

も含め主食以外の商品作物の需給量も今後とも伸びそうな趨勢であるが、綿花の場合は変

動が大きすぎる嫌いがある。また表 2 では主要農産物についての生産及び輸出入の変動

を含む供給状況をみたが、稲や小麦、トウモロコシの場合は国内生産の変動を補完する形

で貿易が変動していると考えられる。しかし綿花や大豆の場合は表１と対照すれば明らか

なように、国内供給の如何にかかわらず輸入が増大している。  

 

 



 

 

農産物の対外貿易は中国の対外貿易の重要な構成部分である。改革開放以来、我が国は

いくつか伝統製品の輸出の増加を維持する同時に、高い付加価値のある農産物の輸出をだ

んだん増加した。それによって、農業生産の構造調整を動かし、農村の経済の発展を促進

した。 

 

1.2 日本の農業の発展現状 

日本は農業の近代化がレベルの高い国である。20 世紀の 70 年代の初め、急速の経済発

展に適応するため、日本政府は農業の投資に対して増大し、その上先進的な科学技術と装

備を使って農業を装い、農業に急速に機械化を実現させて、生産効率を高めた。米の生産、

林業、牧畜業、水産、野菜、果物なども大きく発展を遂げた。しかし、日本人が多いのに

対して土地が少なく、農業の提供した製品は国内の消費のニーズを満足させにくい。特に

経済の発展に従って、国民の消費水準は日に日に高まって、もっと多い農産物を求める。

米と卵が 100%近くの自給率を維持することができる以外、日本の食用農産物と食用水産

物の自給率は年々下がってきた。 

米の 2007 年の生産量は 8,714 千トンであり、新潟県 、北海道 、秋田県 、福島県 、

山形県 、宮城県 と続く。北海道、東北地方の生産量の合計は 3,034 千トンとなり、日本

における生産量の 34.8%を占める。 

長年にわたる 品種改良 により コシヒカリ 、あきたこまち 、ササニシキ 、きらら

397 、はえぬき 、ひとめぼれといった品種が開発され、食味の良いブランド米の多くは

本州の内陸部や北海道などの寒冷地で生産される。 

麦の 2007 年の生産量は、 小麦 、 二条大麦 、 六条大麦 、 はだか麦 の 4 麦合計で

1,105 千トンである。小麦の生産は北海道が全体の 63.9%の 582 千トンを生産し、以下、 



福岡県 、佐賀県と続く。また、大麦の生産は佐賀県、 栃木県 、福岡県と続く。食生活

の洋風化に伴い小麦の需要量は国内の生産量を大幅に超過しており、小麦の自給率は 13%

程度 に過ぎず、多くをアメリカ、カナダ、オーストラリアからの輸入に依存している。 

大豆は古くから、味噌、豆腐 、納豆 、醤油といった加工食品や 大豆油 の原料として

使用されているが、国内の生産量は 229.4 千トンにすぎず、国内の自給率は 5% [32] に

すぎない。トウモロコシは主に飼料用として利用されるが、飼料用トウモロコシのほぼ

100%を海外からの輸入に依存している。 

野菜は鮮度が重要なこともあり、79%の比較的高水準にある。都市近郊の 愛知県 や 茨

城県 、 千葉県 、 群馬県 などでは近郊農業がおこなわれているほか、 レタス 、 キャ

ベツ 、 白菜 などは 長野県 などで高原野菜として夏に収穫され、 宮崎県 や 高知県 

など温暖な地方は、 ビニールハウス を利用し冬に ピーマン や きゅうり を生産して

射る。 

果実 の自給率は 1960 年の 100%から 2006 年の 39%にまで大きく低下しているが みか

ん の生産量が減少していることと連動している。果実は土地の気候、土壌などが左右さ

れることもあり、各地域により生産されるものが大きく異なる。みかんの 2006 年の生産

量は 841.9 千トンであり 和歌山県 、 愛媛県 、 静岡県 、 九州地方 といった温暖な地

方で生産されている。 リンゴ の 2006 年の生産量は 831.8 千トンであり、寒冷な土地で

の栽培が向いていることもあり、 青森県 や長野県で全体の 4 分の 3 を占める生産量を

誇る。2.  中国農産物の競争力についての分析 

2.1 中国農産物の市場占有率 

2004 年以来、中国は輸出した農産物の品種が 900 種から 1300 種へ発展した。その市場

は 209 個の国家と地区へ拡大し、優勢のある農産物の国際競争力と市場占有率は明らか

に高まった。 

その中で、たくさんの日用雑貨は「大きな市場」を作った。例えば、中国の毎年のニン

ニクの輸出は 6 億ドルに達し、落花生の仁、キノコの缶詰、苹のジュース、ウナギなどの

労働密集型と高度加工の農産物は毎年の輸出額が平均して 3 億ドルを上回って、世界の

首位に位置する。お茶、トマトケチャップの缶詰、蜂蜜、タバコ、トウモロコシの輸出量

の世界は第 2 に位置する。 

 そして、食肉用のニワトリの加工業はすでに世界の超一流水準を達成した。養殖から、

加工、マーケティング、新しい製品開発まで、すでに完備している産業チェーンを形成し



た。 

また、山東省の野菜、雲南省の花卉、陝西省のジュース、新疆省のトマト製品などによ

って、中国各地はすでに特色で優勢のある農産物生産、加工基地を形成した。 
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2.2 中国農産物の RCA 

表3  中国农产品显示性比较优势(RCA) 时间序列(1978 - 1998 年) 

年份1978   1979   1980   1981   1982    1983   1984 

   RCA   2. 0559   1. 8597  1. 7086  1. 621  1. 5611  1. 5759  1. 

056 

年份1985  1986   1987     1988    1989     1990    1991 

    RCA   1. 5446  1. 5823  1. 5055  1. 4662  1. 4346  1. 2956  1. 2162 

年份1992   1993    1994     1995      1996    1997        1998 

RCA     1. 0964   1. 0633   0. 9952   0. 8296  0. 8458   0. 7778     0. 

7264 

表3によって、中国の農産物のRCAは1978年以来、ほとんど年々下がって、しかも1994年

にもとの比較優位を失ったことを私たちは見抜くことができる。中国の農産物の比較優位

の変化の全体の特徴をいくつか発見することができる。 

（1）穀類を含める食糧の製品は大体比較優位を失った。食糧の製品は土地の密集型の製

品で、中国で一人で平均して土地の資源率を占有するのがわりに低く、競争の優位を備え

ない。中国は現在、米、トウモロコシ、小麦といった比較優位の農産物がある。 

（2）肉の製品と生きる動物はずっと比較優位がある。現在、中国の生きたブタなどの畜

産品は多く農家が分散して養う方式で、中国の労働力資源は比較的に優勢を持つ。肉類と

関連した製品の加工製品も消費者が好きなため、一定の比較優位がある。 

（3）油類の製品の比較優位がはっきり変化した。その中の固体状態の植物油は比較優位

から比較劣位になった。 

（4）園芸類の農産物は依然として比較優位がある。主に各種の果物、観賞類の木及び野

菜を含める。その多くは労働密集型の農産物である。中国はこの種類の製品の上で豊かな

労働力という比較優位がある。 

（5）紡織繊維は比較優位を失った。主な原因は植物繊維と黄麻繊維が比較優位を失った

のである。綿と蚕糸はもともと中国の比較優位があった農産物だが、1990年代以来、国内

のニーズの激増と生産コストの高めのため、1995年まであちこち比較優位を失った3。 

 

3.  日本へ輸出した中国農産物の障壁と影響 

 
3張慧智.「中日韓の自由貿易協定の中の農産物貿易の問題についての分析」.当代日本経済、2006，(04) 

 



3.1 日本へ輸出した中国農産物の状況 

3.1.1 中国の農産物対日貿易の発展 

日中農産物貿易の重要性についてであるが、次の視点から再認識が必要であることを述

べた。すなわち、①日本が最大の受益国であること、②日中の経済と貿易には補完関係が

あること、③開発輸入が増加していること、④日中農産物貿易拡大の効果が大きいことな

どである。 

中国の農産物はその4分の1が日本へ輸出する。1995 年以来、中国からの日本へ輸出さ

れる農産物は、全農産物輸出の4 分の1以上を占めており、この分野では、日本が中国の

最大のマーケットとなっている。品目別では、最も多いのが水産物であり、1998年の日本

への輸出額は約7.37 億ドルである。ついで野菜が多く、特に、近年の伸びが大きい、ね

ぎ、しいたけ、にんじん、さといもなどは、国内農家の経営にも大きな影響を及ぼしてい

る。 

しかし、最大の輸入先国である中国における食品の安全性への懸念から、輸入野菜は減

少傾向に転じている。2006 年以降で見ると、2006 年 5 月 29 日、日本でポジティブリスト

制度が導入され、中国側が残留リスクの高い葉物、豆類などの輸出の残留農薬検査体制を

強化したこと、日本においてたびたび残留農薬が確認され中国側が 2006 年 8 月 25 日か

ら 1 ヵ月間の残留農薬検査強化のため輸出を自粛したことなどから、一転して中国産の

生鮮野菜輸入量は大幅に減少した。一方、冷凍野菜などの加工野菜の輸出は、資本力のあ

る大規模輸出企業が主体であり、冷凍野菜においては微生物などの検査体制が既に確立し

ていたこと、ポジティブリスト制度導入までの期間において、日本のパートナー企業から

十分な情報を入手し事前に対策を実施していたことなどから増加傾向が続いた。しかし、

その後も日本において残留農薬が確認されたことなどにより、2007年は9月に中国側が、

しょうが、ねぎの輸出自粛による輸出体制の強化を実施し、2008 年は 2 月の冷凍ギョー

ザ事件、9 月の乳製品の安全性問題により中国産の輸入量が大幅に減少し、2007 年以降の

野菜輸入量は減少傾向に転じている4。 

対日輸出においては、2006 年 5 月 29 日に日本でポジティブリスト制度が導入されたこ

とにより主に生鮮の葉物野菜や豆類の対日輸出量が減少したものの、制度への対応を進め

ていた冷凍などの加工野菜では対日輸出は増加し全体の輸出金額・数量は増加した。2007

 
4陳永福.中日の野菜の貿易戦争の原因分析と対策探求.世界農業、2001(08) 



年以降では、残留農薬対策を進めている中国国家質量監督検査検疫総局が対日輸出検査強

化を実施し、生鮮や冷凍野菜の対日輸出が大幅に減少する中、日本を除くアジア地域など

への輸出先国が多様化し、全体の野菜輸出金額・数量は増加している。冷凍野菜の輸出で

は、日本への輸出金額は 2006 年をピークに減少し、輸出金額全体に占める割合は、残留

農薬問題などの安全性問題により 2002 年の 71％から 2009 年の 41％に低下しているもの

の、依然として中国にとって日本が最大の輸出先国となっている5。しかし、韓国や西欧、

北米諸国などへの輸出が増加しており、生鮮野菜と同様に輸出国の多様化が進展してい

る。 

3.1.2 中日の農産物貿易の摩擦 

中国の農産物にとって日本は最大の輸出市場であり、ここ数年その輸出額は毎年 40 億

ドルを超え、中国の農産物輸出全体の約 3 割を占めている。中国の農産物の品質面や価格

面での競争力が増すにつれ、対日輸出は増加一方である、市場シェアはますます拡大し、

日本の農民や関連産業・協会の不評を買ってきた。2001 年 4 月 23 日、日本は中国産ネギ、

生シイタケ、畳表の農産物 3 品目に対して、緊急輸入制限措置（セーフガード）を発動し

た。4 月 23 日から 11 月 8 日までの 200 日間、日本に輸出されるネギ、生シイタケ、畳表

の量が日本が決めた割当量を超えた場合、関税を現行のそれぞれ 3％、4.3％、6％から

256％、266％、106％という驚くべき率に引き上げるというものである6。中国のネギ市場

がセーフガードの影響で大きな打撃を受けている。 

中国は 2001 年 6 月 22 日から日本製品 3 品目に対し 100％の特別関税を実施していた。

対象は、乗用車、四輪駆動車、旅客用車輌など中国税関進出口税則に記された 60 種類に

及んでいた。 

7 月 4 日、中国と日本の両政府が貿易問題を話し合う高級事務レベル協議が始まった。

両国政府は、中国産農産物 3 品目に対する日本の緊急輸入制限および日本の工業製品３

品目に対する中国の特別関税措置について、自国の立場を表明した。中国の石広生・対外

貿易経済協力省が今野経済産業審議官と会談し，制限措置の撤回を求めた。今野審議官

『WTO のルールでは暫定措置には対抗措置を取れない』と説明して、石対外貿易相『中国

は WTO に加盟してない．日本が措置を取るのであれば中国も取る』と反論している。 

 
5甲斐諭.中日の野菜の貿易摩擦と日本の緊急輸入制限の経済に関しての分析.農業経済問題、2005(11) 

 
6国家統計局農村社会経済調査司編, 2006b『2006 中国農村統計年鑑』中国統計出版社 



そして、双方は『ネギ貿易戦』について何度も協議を続けてきたが、いずれも実質的な

進展は見られなかった。12 月 21 日、ついに双方が合意した覚書によると、日本側は中国

産農産物 3 品目に対するセーフガードの本発動を回避。中国側も日本の自動車や携帯電

話、エアコンなどに対する 100％の報復関税を取り消すことを決定した。 

3.2 日本へ輸出した中国農産物の障壁 

中国から見ると、日本は奇妙な国である。農業と食品行政にゆがみを作り出す保護政策、

過剰なガードにしか見えない農薬のポジティブリスト制度、中国から輸出された農薬入り

餃子事件の際に見られた、おもしろがっているかのようなマスコミの反応など、おかしな

ことだらけである。例えば、放射線照射食品に対する日本の対応についても解せないこと

がある。放射線照射は、香辛料や乾燥野菜に付着した大腸菌などの体内への侵入を抑制す

る目的で行なうものだ。製品をいためることもなく、安価で済むという画期的な技術でも

ある。それゆえ香辛料への放射線照射は、米国、カナダ、ＥＵ加盟国、オーストラリア、

ニュージーランド、韓国、中国など 46 カ国で認められている。特に中国は、アジアで生

産される放射線照射食品の 80％を生産しているといわれるほどの放射線大国である7。 

日本ではジャガイモに限り放射線殺菌が認められているものの、被爆国ということもあ

って、香辛料や乾燥野菜などでは認められていない。検査による取り締まりも行なわれて

おり、2008年11月には、中国が日本に輸出したトウガラシに放射線照射の痕跡があると、

食品衛生法違反で摘発したこともある。農産物が残留放射線のない状態で出荷されても、

照射によってできる成分から使用の有無を判定できる技術が開発され、検知できるように

なったためである。中国で乾燥野菜を扱っている日本出資のＤ社は、「これで中国の乾燥

野菜会社と競争できる」と検知技術の導入を喜んでいた。中国の食品会社では、清掃や洗

浄をろくにせず放射線照射で簡単に済ませて商品にしてしまうことも珍しくない。それに

比べてＤ社は、見学に行ってみると、ここまでするのかというほど極めて厳重な管理をし

ている。その強みを発揮できる好機の到来というわけだ。しかし、この検知技術は、後に

Ｄ社にとって大きな障害となる。 

3.3  日本へ輸出した中国農産物の障壁の原因 

 
7汪琦.WTO 骨組の下で「合規性貿易障壁」を運用して農業の策略性保護を実行する米日間の違い.国際貿

易問題、2005(11) 

 



日中農産物貿易摩擦の要因については、日本は中国からの新鮮野菜の輸入が急増し、農

家の被害が発生したために農家を保護する目的で、2001 年 4 月 23 日から 11 月 8 日まで

の 200 日間、日本政府は、中国産の生シイタケ、イグサ、白ネギの農産物 3 品目に対しセ

ーフガードを暫定発動した。2002 年 5 月から、日本のマスコミでは、中国からの野菜の

残留農薬問題についての報道が多く目についている。この残留農薬報道は、セーフガード

と同じように、貿易保護手段と見ることができる。日中農産物貿易の摩擦を引き起こした

要因としては、①日中貿易バランスの変化、②日本における中国脅威論の影響、③日本国

内衰退産業への保護、④経済、貿易以外の要因があげられる。 

中国は、安価な労働力などを武器に、ねぎに代表される開発輸入と言われる手法により、

輸出企業による日本種子の導入および日本などからの栽培技術の移転などによる品質向

上や、低温冷蔵庫の拡充、リーファコンテナや高速道路の普及などのインフラ整備による

低温輸出体制の整備、冷凍食品などの食品加工産業の発展を背景に、1985 年 9 月のプラ

ザ合意に始まる円高の進展、台風や天候不順などによる国内産の不作を契機として中国か

らの生鮮野菜、冷凍野菜などの輸入が増加した。日本国内が不作となるたびに、「また、

海外に産地を作ってしまった」というような市場関係者の声も聞かれた。 

また、日本における消費形態の変化も大きな要因となっている。日本の消費形態が家計

消費から加工・業務用にシフトするに従い、「定時」「定量」「定価格」「定品質」が求めら

れる中で、中国が、安価で、日本のユーザーから求められた品質・規格で、日本のユーザ

ーが求める時期に、安定供給を実現としたことにより中国の対日輸出は増加していった。 

4. 対中貿易の障壁への中国の対応措置 

貿易紛争の解決策については、次のような解決策があげられる。すなわち、①貿易紛争

緩和への取組みである。すなわち、貿易摩擦を緩和するために、また未然に防ぐために、

日中では政府間・民間による定期的な話し合いや情報交換の枠組みを整備していく必要が

ある。②中国における食品安全確保のための体制強化である。すなわち、中国では、食品

安全保障の法規を強化し、輸出農産物の品質管理を整備し、中国国内における全般的な食

品安全管理体制を構築する必要がある。③日中両国政府の政策についてである。すなわち、

日本は経済の再活性化のために、衰退産業の海外移転と国内の新産業の育成を組み合わせ

た｢空洞化なき高度化｣戦略を採択すべきである8。その一環として、中国経済の活力を生

 
8盧立岩.我が国の農産物の輸出はどのように日本の技術性の貿易障壁に受け答えるのか.国際経済探

求、2006(04) 



かして、比較優位による国際分業体制の構築を目指すべきである。また、両国政府は、日

中友好の雰囲気を創造して、日中貿易関係を順調に発展させていく必要がある。 

4.1 中国政府の対応政策の制定 

中国商務部対外貿易局と中国食品特産物畜産物輸出入商会はこのほど、連名で「対日輸

出農産物リスク評価報告」を発表し、農産物輸出事前警報システムを正式にスタートさせ

た。リスク評価は次のように指摘した。中国が輸出する肉類製品、野菜、果物とその製品、

水産物、食用菌、茶葉、穀物は、日本がポジティブリスト制度を実施すると、輸出リスク

がかなり高くなる。「評価報告」は、近年の対日農産物輸出の全般的状況、対日輸出農産

物が遭遇した貿易障壁と技術障壁の状況についても分析している。 

商務部対外貿易局は次のように指摘した。今回の「評価報告」は商務部が輸入国の重大

な政策見直しに合わせて、中国の輸出商品について初めて行う全面的なリスク評価で、農

産物輸出業界が初めて発表する事前警報情報でもある。商務部は今後も「ポジティブリス

ト制度」の実施状況を注意深く見守り、タイムリーに事前警報情報を出し、関連商品の輸

出企業がリスクを回避し、積極的に対応するのを支援していく。 

ポジティブリスト制度は 5 月 29 日から実施される。この制度の対象となる食品は 202

種類、農業化学品は 799 種類、残留基準は 5 万 4782 種類で、中国の対日輸出農産物に対

する技術的ハードルは全面的に引き上げられることになる9。 

国際貿易の中で、たびたび問題となった農産物の農薬や薬物などの残留問題は貿易にお

いてはマイナスな影響をもたらす反面、中国政府あるいは関連企業や農業者にとって農産

物の安全性問題を重視するようになり、国内の食品安全性問題への取り込みに拍車をかけ

る形となった。2005 年１月「食品安全基準体系設定向けの意見」が生産、流通、輸出、

品質管理などの担当省庁７部門の連名で公示され、2005 年末までに「全国食品基準2004-

2005 年発展計画」に設定された食品の国家基準や業種基準を改正し、食品基準の国際基

準採用率を現行の23％から55％へと引き上げる。このように2000年以後政府の農産物ある

いは食品の安全性問題への取り込みが本格化し、「食品安全法」成立に向けての取り込み

の加速化、「無公害食品行動計画」、「無公害農産物管理方法」、「緑色食品」の促進、「輸出

入検査検疫リスク警戒及び迅速反応管理規定」など法制の整備、認可制度の強化などさま

ざまな面から動き始めた。 

 
9尹峰.日韓農産物の貿易保護政策の比較.広州外国語学院学報、2007，(10) 



4.2 中国の農産物販売企業の対応 

中国の農産物に対する日本の貿易障壁に面しては、中国の農産物企業は新しい技術の開

発を行うべきである。企業の技術での創造能力は企業の競争力の核心からである。農業企

業の科技と教育の投入を増え、絶えず新しい製品を開発するのは貿易の技術的障害を突破

した前提条件である。農産物にとって、国際標准によって、生産、加工、包装、運送と販

売をすべきで、革新の能力と吸収能力を強化すべきである。そして、直ちに先進的な国際

技術の標準を採用し、できるだけ早く輸入国の認可と品質認証を得る。 

その他に、緑の有機的な農産物を開発するのに努めている。有機的な農産物はますます

日本の消費者の歓迎を受けている。日本では大体 300 万ないし 500 万ぐらいの消費者が

よくグリーン食品を買って、有機食品の市場は毎年 15000 億円に達するのを予想する10。

しかし、グリーン食品の輸出額がただ我が国の農産物の輸出額の 1/40 だけを占める。従

って、中国は農産物の源の建設をしっかりつかむべきで、強力に緑の有機的な農産物を開

発し、輸出志向型で無公害生産の技術模範基地を創立する。産前、産中、産後の全過程の

無害で技術的で生産して管理するのを本当に実現する。 

5.  おわりに 

日中間の農産物貿易が WTO 体制下に拡大し増長していくことは争えない事実になるで

あろう。日中両国は、WTO 体制の枠組み下どのように貿易紛争と摩擦を解決するか、両国

の農産物貿易を引き続き、安定的に発展させなければならないことは、両国の政府と国民

の当然負うべき責任である。しかし、日中両国間の政治情勢の変化が激しい。政治情勢の

悪化は、日中両国の経済貿易の交流と提携に打撃をもたらすことと考えられる。従って、

日中両国の政治関係の順調な発展を擁護することは、両国経済貿易の発展を促進する必要

な条件だと見られる。経済貿易の面に対し、日中両国政府から民間まで WTO の枠組み下

に、「互恵合作、友好協議、求同存異、共同発展」という原則を踏まえ、一致協力し、日

中両国の経済貿易交流、更に両国間の政治関係を正常的な軌道で運行させるということ

は、日中両国の友好を希望する人々の切実な願いである。 
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