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洪広玉さんへ： 

こんにちは、私は新華社記者の李丹です。 

あなたは、7 月 9 日に<<話が一転する時が来た：『キョンシー肉』報道は捏造報道>>とする一文を公表しま

した。 文中には何度も私の報道した<<密輸『キョンシー肉』がテーブルに、 誰の仕業か？>>について言

及した上に、『虚偽報道』という結論を出していました。 

この様に軽率な結論に対して、あなたと重要な問題について真面目に議論する必要ありと考えます。 

 

【私の報道が虚偽報道？】 

１．あなたは文章中に一連の問題を提起しているが、回答が一つもない。 そこで質問です。 回答がない

問題にはどのように敷衍したら私の報道が虚偽報道だと言えるのでしょうか？ 

あなたは、「記者はどこから、どのように情報を得たのか？」と質問されていますが、この様な問題に

ついては、私は全て皆藤することができますが、あなたが軽率にも『虚偽報道』であるという結論を

出す前に、私に電話をしてもこなかったし、その他のいかなる経路でも私に質問をしてきたことはあ

りませんでしたね。 

２．あなた自身が『偏見をあまりもたない』メディア人だと称していますが、「偏見をあまり持たない」と

いうあなたは、突っ込んだ調査をしたことがあるのかないのか、どちらでしょうかね。 あなたは『偏

見をあまりもたない』という調査とは、僅か 4 本の電話のことですか？ 

 

私は、インタビューにほぼ一週間の時を費やしましたし、多くの部門に連絡をとり、Face-to-Face での

インタビューでは多くの当事者とお会いしました。 また、新華社広西や広東、雲南分社の同僚も私を

手伝ってくれました。私たちは、海関麻薬取締局や公安等の権威部門にインタビューをし、事件の真

実を客観的に確保するために、初稿が完成したのちにも関連部門にこの事案の中核的な事実について

は二度も確認を採っているのです。 

ここで言いたいことは、インタビュー対象の要求と情報源の保護のため、私たちはインタビュー対象

者の具体的人名を公表していないということです。 また、あなたは「ベテラン記者」として、たった

4 本の電話で私たちのシリーズ報道を『演繹の接ぎ木』だと臆断していますが、同業者として私は驚く

と同時にあなたのプロフェッショナリズムに疑いを持っています。 

 

【『キョンシー肉』は本当に存在しないのでしょうか？】 

３．あなたの目からみて『キョンシー肉』とはどのようなものですか？ 

あなたの文章中では『キョンシー肉』の定義を『数十年保存された肉』とされていますが、では、『何

十年も保存』されていない期限切れ冷凍肉が安全で食用できる『安心肉』だとでも言うつもりですか？

あなたの目からみると何年経ったものが『キョンシー肉』となるのでしょうか？ 

 

『キョンシー肉』はメディアの『発明』ではありません。ラベル化の意味が少なくないとはいえ、一般

人の期限切れで変質してしまった冷凍肉へのイメージ的な表現なのです。 期限切れで変質した冷凍肉

は人体の健康に有害なものであることには間違いない、この点に一点の疑いもありません。 

7 月 8 日、新華社は、中越国境にある雲南省紅河のハニ族とイ族自治州河口県で集中取り締まりをし、

670 トン余りの牛肉や鶏の足などの密輸冷凍製品を押収し、検査をしたところ、最長で数年を経たもの

があり、一部の肉は変質して異臭を発していたと報じました。 

海関総署が提供した正式データによれば、今年 6 月 23 日までに全国の海関で 141 件もの冷凍肉の密輸

事案が立件され、押収した冷凍製品は 42 万トンもありました。 

（期限切れ冷凍肉を含めた）密輸冷凍肉の問題は、関連部門が全力を尽くしているものの、依然とし

て重要な問題であり、国民の関心と警戒心の引き上げは喫緊の問題なのです。 あなたは、この様に公

開されている事実を無視されるおつもりでしょうか？ 

 

４．あなたは『食品安全のベテラン記者』と称していますが、なぜあなたはこのように重要な情報を選ん



で無視することができるのでしょうか？ 

あなたの報道が新華社内部の多くのメディアを含めていることに鑑みれば、きっと 2015 年 2 月の『南

方週末』で、広西食品薬品管理監督局の書波局長の報道をご覧になっているのでは？ あなたは中央電

視台の『朝聞天下』であなたがおっしゃる、長沙海関密輸取締局の楊波副局長のインタビューが最近

放映されたのも見られたのでしょうね？ 

言わせてもらいます。書波がインタビューの際に「これらの牛肉は、多くが何年も冷凍され手織り、

酷いものでは数十年のものがあり、変質の問題があり得る。 一部の商人には良い肉に変質してしまっ

た肉を混ぜて販売するものもいる。」と語っています。  

楊波副局長は、記者インタビューの際に「主要なものは一部国家の戦略備蓄肉であり、戦略備蓄は数

年すると交換されるが、必要であれば処理をすることになる。 処理価格は相対的に安いものだ。」と

語っています。 

再確認のために、私は 10 日の日にあなたの文中で触れていた関連部門に電話インタビューをしまし

た。あなたは、自分に都合のよい部分だけを引用したり、重要な情報の一部を敢えて外したりしたと

いうことはありませんか？ご自分の良心に問うてみてください。（宮本注：以上が反論全文です） 

 

＊＊＊＊＊＊＊ 

関連記事： メディア曰くキョンシー肉はねつ造記事か （原文記事からの一部抜粋になっている） 

 

6 月 23 日、新華社ネット（長沙）は<<密輸『キョンシー肉』がテーブルに、 誰の仕業か？>>と題す
る報道をしたが、現場レポートはどうやら長沙海関が捜査した案件の報道のようだ。 

『キョンシー肉』はここで命名！  報道の中で『劇のストーリー』が現れた記者が理解したところで
は、一部の輸入冷凍肉の包装上に『肉齢』30～40 年という生産日時が明示されているものがあった。 

このあたりから『キョンシー肉』という言葉が迅速に伝わり世論の注目を浴びだすことになった。 

これらの報道の真偽を確かめるために、私は関係した部門に再びインタビューを試みた。 

 

先ずは、長沙税関密輸犯取締局の楊波副局長の回答（メディアが最も早くたどり着いた税関）から： 

『私たちはキョンシー肉を取り締まったことは一度もありません。 これは全国一斉行動であり、その
他の取締局が押収したのか否かは私も知らないことです。 逆に言えば我々は押収したことはないし、
元からこのような情報を対外公布したことはありません』 

 

『広西の某チェックポイント』で押収された可能性があるのであればと、広西南寧海関の宣伝課に連
絡をとり、張という課長に聞いてみた： 

『ここの所こんな報道が多いのですが、我々は既に専門化による検査を終了していますが、こんな情
報を誰にも出したことはありませんし、キョンシー肉については、話をしたこともないのです。 また、
何年経過したのかといった問題についても話をしたことはありません。 誰が書いた原稿なのかについ
て、あなた方の方で、それが誰なのかを聞いてみればどうですか？』 

張科長は最後に、2013 年初めの頃に『南寧の警察が 1967 年の肉を発見した』という報道はネット上に
確かにあったぞと教えてくれた。 

探そうとした記事は、温州日報の比較的前の報道であった。 

注目に値するのは、この文章の最後に『新華社によれば』という注釈があったことだ！！！ 

その中の一つは： 

今年 5 月（つまり 2013 年）、南寧市の警察が、20 トン余りの偽の鳳爪（鶏の足調理品）や鶏の足、牛
の胃袋、牛黄喉等の偽造された密輸原材料を捜査押収した。また、ある拠点の冷蔵庫から、民警が見
つけたのは、一部の原材料（鶏爪）のパッケージ上に印刷されていた非杖が 30～40 年前のもの。 う
ち最も古い鶏爪の包装日は 1967 年となっていた、というものだ。 

 

最後に、記者は『南寧警察サイド』、つまり広西南寧市公安局に連絡をとり、呂という宣伝処の責任者
が、こう答えてくれた： 

『この報道が出てきてから後（つまり 2013 年 7 月）、我々が調査した際に、そんな事案を処理したこ
ともないし、外部にこのような情報を出したこともありません。 全く持って変な話です。』 

これらから、いずれの政府関連部門も『30～40 年も保存されていた』という肉を押収したということ
を正式に発表していないことが判る。 2013 年にどのようにしてこの報道が書かれたのかの考証は難
しいが、新聞報道の角度からみれば、そこには明確な情報源がなく、事案の具体的な地点や当事者が
ないこの様なニュースについては、人々を信用させることは極めて難しいと言える。 



全体的にいって、密輸肉は以前から存在してきた問題だが、『キョンシー肉（特に数十年保管されてい
たとする肉）』の報道は、『旧聞』から『接木』、『敷衍』されたものなのだ。 

文 / 洪広玉（食品安全ベテラン記者） 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 

http://news.ifeng.com/a/20150712/44150956_0.shtml 
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新华社记者李丹回应“僵尸肉假新闻”事件 
凤凰网资讯 news.ifeng.com 2015-07-12 11:25 来源：新华网 

-------------------------------------------------------------------------------- 

洪广玉： 

你好。我是新华社记者李丹。 

你于 7 月 9 日发布了《剧情逆转的时候到了：“僵尸肉”报道是假新闻!》一文。文中多次提及我的报道《走私“僵

尸肉”窜上餐桌，谁之过？》，并作出该报道“是假新闻”的结论。 

面对这样轻率的结论，我觉得有必要与你郑重商榷几个问题。 

 

【我的报道是假新闻吗？】 

一、你在文章中提出了一连串问题，却无一解答。请问，一堆没有解答的问题，如何演绎出我的报道是“假新闻”

的结论呢？ 

你提出的问题“记者是从哪了解到的？是怎样了解到的？”这些问题其实我都可以回答你，但你轻率地做出“是假

新闻”这一结论之前，没有给我打过一个电话，也没有通过任何其他途径就这些问题询问过我。 

 

二、你说自己是“不嫌事多”的媒体人，“不嫌事多”的你有没有进行过深入调查，你“不嫌事多”的调查就是 4 个

电话吗？ 

我的报道采访花了近一周时间，联系到多个部门，面对面采访多位当事人，而我的广西、广东、云南分社的同事也

给我提供了帮助。我们采访了海关缉私局、公安等权威部门，为确保稿件真实客观专业，初稿完成后，我们还请相

关部门对稿件中核心事实进行过两次确认。 

需要指出的是，出于采访对象的要求和对消息来源的保护，我们没有点出采访对象具体人名。而你作为“资深记者”，

仅凭 4 个电话就臆断我们的系列报道是“嫁接演绎”，作为同行我感到十分惊讶，同时不能不对你的专业素养和职

业操守表示怀疑。 

 

【“僵尸肉”真的不存在吗？】 

三、你眼中什么才算是“僵尸肉”？ 

你在文章中将“僵尸肉”定义为“特指封存几十年的肉”，那么，除了“封存几十年”外，过期几年的冷冻肉品难

道是可以安全食用的“放心肉”吗？在你眼中，多少年算“僵尸肉”呢？ 

“僵尸肉”并非媒体的“发明”，虽说不乏标签化意味，但它，却是老百姓对过期变质冻肉的形象说法。食用过期

变质冻肉的确对身体健康有害，在这一点上是毫无疑义的。 

就在 7 月 8 日，新华社报道中越边境云南省红河哈尼族彝族自治州河口县集中销毁查获的 670 余吨牛肉、鸡脚等走

私冻品，查获后经检验，冰冻时间最长的已达数年，有的已变质发臭。根据海关总署提供的权威数据，截至今年 6

月 23 日全国海关共立案侦办冻品走私犯罪案件 141 起，查证走私冻品 42 万吨。 

走私冻肉(包括过期冻肉)的问题，虽然有关部门一直在全力查处，但形势依然严峻，亟需引起公众关注和警惕。你

为何无视这些公开的事实？ 

 

四、你自称“食品安全资深记者”，为何选择性忽略一些重要信息？ 

鉴于你的报道是针对包括新华社在内的多家媒体，那么你看过 2015 年 2 月《南方周末》专访广西食药监局局长韦

波的报道吗？你关注过央视《朝闻天下》近日对你提到的长沙海关缉私局副局长杨波的采访吗？ 

我来告诉你，韦波在采访中说，“这些牛肉，不少冷冻多年，甚至数十年，可能存在变质问题。一些商贩还会把好

肉和变质肉搀在一起卖。” 

杨波在接受媒体记者采访时也说过，“主要是一些国家的战略储备肉，战略储备隔几年是要换掉的，换掉的话就要

进行处理，而且处理的价格要相对便宜一些。” 

为了再次核实，我 10 日电话回访了你文中所涉及的相关部门。你扪心自问，在你呈现电话采访内容的时候，有没

有断章取义、选择性忽略掉一些重要信息？ 

 

http://news.ifeng.com/a/20150712/44150956_0.shtml


 

相关报道：媒体称僵尸肉或为假新闻 

 

6 月 23 日，新华网(长沙)发表了一篇标题为“走私“僵尸肉”窜上餐桌，谁之过？”的报道，访报道算是对长沙海

关破获的案件的深入报道。 

该文首次给“僵尸肉”命名！报道里出现了“剧情”：记者了解到，一些走私冻肉包装上的生产日期显示，“肉龄”

竟然长达三四十年。 

从这里开始，“僵尸肉”的说法迅速传开，舆论被引爆了。 

为了核实这些报道，我对涉及到的部门分别再次采访。 

首先出场的是长沙海关的回应，缉私局副局长杨波的话： 

“我们并没有查到过僵尸肉，这是全国一起搞的行动，其它局有没有查到我不知道，反正我们没有，也从来没有对

外发布过这样的消息。” 

既然可能是“广西某口岸”查处的，所以又联系到了广西南宁海关宣传科，这是张姓科长的话： 

“最近太多这样的报道，我们已经专门核实过了，我们从来没提供过这样的消息，既没有说过僵尸肉的事，也没有

说过年份的问题，是谁发的稿子，你们就去问谁吧。” 

 

张科长最后提醒我，早在 2013 年，网上就有“南宁警方发现封存于 1967 年的肉”的报道。 

 

值得注意的是，该文最后注明“据新华社”！其中有一段内容是：今年 5 月(指 2013 年)，南宁市警方曾在一窝点缴

获 20 多吨假冒伪劣凤爪成品及鸡爪、牛百叶、牛黄喉等走私原材料。而在这一窝点的冷藏库里，民警发现其中一

些原材料(鸡爪)包装袋上印制的包装日期竟然是三四十年前，其中“资历”最老的鸡爪，包装日期显示封存于 1967

年。 

 

最后，记者联系到“南宁警方”，也就是广西南宁市公安局，宣传处一位吕姓负责人回应： 

“这个报道出来后(指 13 年 7 月)，我们就查过，我们从来没有办过这样的案子，也从来没对外发布过这类信息。

真的是莫名其妙的事。” 

由此可见，没有任何官方发布过查获所谓“封存三四十年”的肉。至于 2013 年的那则报道从新闻报道的角度来看，

它没有确切的信息源，也缺乏案件具体地点、当事人这样的新闻细节，很难让人相信。 

 

总体来说，走私肉是一直存在的，但“僵尸肉”(特指封存几十年的肉)的报道，是从一则“旧闻”不断嫁接、演绎

而来的。文/洪广玉(食品安全资深记者) 
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