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中新社北京 11 月 25 日電（程春雨 種卿） 最近、 ネッ

ト上で「北京の水質汚染により淡水魚が大量に販売棚から

消えた」と言う情報が流れるなどして、北京市民の関心を

高めている。 北京食品薬品監督管理局（FDA）は 23 日、

これら一連の伝聞を信じるに値しないものと断じた。 24

日、国家食品薬品監督管理総局が、北京市や上海など 12 の

省市の水産食品に対する特別調査をするようにと通知を発

出した。中新網記者は、24 日に現場を訪れて取材をし、北

京市の一部のスーパーでは活魚が販売されていず、活魚が

売られているスーパーマーケットでも、その価格が先週よ

りさらに高騰していたことを突き止めた。 

企業からの反応は、季節的なものと販売計画の調整が販

売品種に現れているだけで、正常な商業行為だとのことだ。 

 

国家食品薬品監督管理総局は北京など 12省市に水産食品の検査を指示 

市場で販売されている水産食品の安全品質について更に調べる為に、水産品の表に出てこない品質の安

全性を探るために、国家食品薬品監督管理総局は、北京、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖

北、広東、四川、陝西省の省市における水産食品の重点的な特別検査をするようにと通知を出した。 

通知では、重点水産品の特別検査実施時期は 2016 年 11～12 月とされている。 北京や瀋陽、石家庄、

済南、上海、杭州、南京、武漢、成都、西安、広州、福州市などの大規模・中規模の 12 都市に対して、活

魚や鮮魚などの水産食品集中交易市場や販売業者、飲食業界等へのランダムなサンプル検査が行われる。 

業種別の検査は、レストラン 40％、集中交易市場 40％、スーパーマーケット 20％の比率に基づき行われ、

うち、集中交易市場の特別検査については優先的に水産食品の批発市場（批発とは『卸売市場』のこと）が

優先的に選ばれる。 

 

通知で要求されているのは以下のもの： 

１． 市場を開いているものが水産食品の市場への参入や情報公開、サンプル抽出検査等の管理責任が実

施されている状況を重点に検査するが、販売業者と飲食業界については、水産食品の入荷検査記録

の実施状況なども重点検査の対象となる。 

２． 水産食品品質の安全性及びその経営プロセスにおける禁止薬物の利用状況に重点を置く。 主に、

ここのところサンプル検査で問題が突出しているイシビラメ（中国語では『大菱鮃』：『多宝魚』と

も)、雷魚（中国語では『烏鱧』：『黒魚』とも)、タウナギ（カワヘビともいうが中国語では『鱖魚』

という）とコウライエビ（中国語では『明虾』という）等の

鮮魚活魚水産食品 4 種及びその運送販売プロセス中におけ

る養殖用の水に対するサンプル抽出をし、ニトロフラン類

の薬物やマラカイトグリーン、クロラムフェニコールなど

の禁止薬物の残留状況を特に検査する。 

 

取材――― 

北京の一部スーパーでは活魚が見当たらず、いつ店頭に並

ぶのか不明だと 

中新網記者は 24 日、北京の一部のスーパーを訪れたが、

豊台区六里橋付近のカルフールや永輝スーパーでは既に活

魚は売られていず、冷凍魚類か生鮮食品しか選べなかった。 

『店内では、活魚は売られていません、どうしても買いた

い場合にはお向かいにある農貿市場に行かないと』と六里

図 1：北京カルフールでは活魚の販売は見られなかっ

た。中新網 種卿 撮影 

図 2：北京の永輝スーパーの活魚販売ゾーンはこのよ

うなありさまだ：中新網 種卿 撮影 



橋付近の永輝スーパーの店員はいう。 

この永輝スーパーの水産食品販売コーナーでは、もともと活魚が泳ぎ回っていたが、今では空っぽにな

っており、周辺にはこれについて問いただす客の姿はなかった。 何故活魚が売られていないのか、いつ

になれば活魚コーナーに魚が戻ってくるのかについて、上述の店員は、詳しい事情は知らないとしつつも

『販売停止は少しの間だけのこと、いつになれば活魚コーナーに魚が戻るかについては、通知を待たない

と』と語った。 

六里橋付近のスーパー、カルフールでも活魚コーナーは同様で、取材に訪れた記者を見て店員は当惑気

味に『現時点は、活魚コーナーには魚はいません』と語ってくれた。 記者は、すぐそばに『上海蟹』と書

かれていたコーナーも空っぽであることに気づいた。 

だが、記者が海淀区の沃爾瑪スーパー（WaiMart）を訪れたところ、ここでは活魚が実際に売られてい

た。 店内には、鯉や草魚などの活魚が普通に売られていたが、生きている草魚は 10.8 元/500 グラム、鯉

は 11 元しており、店員は、『活魚については、ずっと販売しているが、先週よりも高くなっている』と語

った。 

24 日の北京青年報によれば、北京にある京客隆の勁松門店では、スズキやティラピアの二種類の魚が売

られているが、この 3 ヶ月で、草魚と鯉は確実に販売されていないという。 この報道では、一部のスー

パーでは『リスク防衛』の為に活魚の販売を全面的にストップしている。 たとえばオーシャン（欧尚）来

広営店や通州区及び朝陽区の物美、永輝、カルフールなどのスーパー店頭全てで、活魚を見つけられなか

ったという。 

 

農貿市場や批発市場では活魚販売は正常通り 

記者は 24 日、北京豊台区の農貿市場を訪問してみた。 こ

こでは、依然として活魚が販売されていたが、数は少なかった。 

魚販売屋台の親父さんは、『スズキはあと一匹だけ。 500 グ

ラム 25 元だよ』と語った。記者は、そのわきにあった十数匹

のフナを見、この店では販売可能な魚が殆どないということ

を知った。 

 

 あるメディアは、その報道で、農貿市場及び水産食品市場では

鯉や草魚、雷魚などの活魚が正常に販売されているとしている。 

望京街道の便民市場や双井百環青物市場では、売られている活魚

の種類は非常に多く、全て正常な販売がなされているようだ。 

京深海鮮批発市場で記者が見つけたのは、海水魚を販売する店に比較して淡水魚を売る店が少なかった

ことだ。 ある淡水魚販売商は、記者に対して今はフナしか売れるものはなく、概してその他種類の淡水

魚はないと語った。 記者が脱稿する迄、京深海海鮮批発市場の電話はずっとつながらないままだった。 

これ以前に、北京の大紅門京深海鮮批発市場有限公司の責任者が、京深海鮮批発市場では毎日 30 トンの

活魚が供給されているが、北京市全体の活魚供給量の 30％を占めており、うち、海水魚の量では全市供給

量の 70％を占めていると語っていた。 

 

回答――― 

汚染により棚から魚が消えたという情報は信じるべきではない 正常な

調整をしているだけとスーパー 

『沃爾瑪の各店舗の活魚は普通通りの販売がされており、サプライヤ

ーと魚類の品質については、これまでのところまだ問題が出ていない。 

季節と販売計画で妥当な調整を販売品種に行っているだけだ』と沃爾瑪

の責任者は記者に語る。 

23 日の北京食品薬品監督管理局の公式微博によると、物美スーパーの

食品安全課長は、今年 5 月から、北京市の各大型スーパーが相次ぎ草魚

やスズキなどの淡水魚の販売をストップし、よりスーパーに来る人たち

の消費行動に合致した商品ラインに変更している； 現時点では、依然

として生きた淡水魚の販売をストップしているスーパーはあるものの、

年末を控え、スーパーではサプライヤーを調整する時期に入っている。 

スーパーでは、消費者の消費行動と販売量を基に品種の調整を行うのだ。 

これは、企業として正常な商業行為だと語った。 

 

図 3：北京の馬連道付近にある農貿市場の魚容

器：中新網 種卿 撮影 

図 4：北京海淀区の沃爾瑪スーパ

ーには活魚が普通に販売されてい

た：中新網 種卿 撮影 



北京の水質汚染が原因で生きた淡水魚が大量に棚から排除されたという情報がネットで伝えられたこと

に対し、北京市 FDA は 23 日、本年度の北京市における水産食品のサンプル抜き取り合格率は 9 割以上に

達しており、北京市の水質汚染や水の汚染が淡水魚を汚染しているとの情報は信用に値しないと発表した。 

（完） 
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＜＜图 1＞＞北京一家家乐福超市内并无活鱼售卖。中新网 种卿 摄 

 中新网北京 11 月 25 日电(程春雨 种卿)近日，网传“因北京水质污染造成淡水活鱼大量下架”等说法引发北京

市民的关注。北京食药监局 23 日澄清表示，这些传闻不可信。24 日，国家食药监总局通报称，近日发出通知，对

北京、上海等 12 个省市的水产品进行专项检查。 

 中新网记者 24 日走访发现，北京市部分超市未见到活鱼在售，有活鱼在售的超市，其价格较上周亦略有上涨。

企业回应称，根据季节和销售计划调整在售品种，属于正常商业行为。 

 

国家食药监总局对北京等 12个省市开展水产品检查 

 为进一步了解市场销售的水产品质量安全状况，摸排水产品的主要质量安全隐患。国家食药监总局近日发出通知，

在北京、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东、四川、陕西省等省市开展经营环节重点水产

品专项检查。 

 通知显示，重点水产品专项检查实施时间为 2016 年 11 月-12 月。对北京、沈阳、石家庄、济南、上海、杭州、

南京、武汉、成都、西安、广州、福州等 12 个大中城市，经营鲜活水产品的集中交易市场、销售企业和餐饮服务

单位组织开展随机性专项检查和抽样检验。各类单位检查比例按照餐馆 40%、集中交易市场 40%、超市 20%进行分

配，其中对集中交易市场的专项检查应优先选择水产品批发市场。 

 通知要求，一是，重点检查市场开办者落实水产品市场准入、信息公示、抽样检验等管理责任情况，以及销售者

和餐饮服务提供者建立并落实水产品进货查验记录等制度情况。 

 二是，重点水产品质量安全及其在经营环节违规使用违禁药物情况。主要针对近年来部门抽检监测问题相对突出

的大菱鲆(多宝鱼)、乌鳢(黑鱼)、鳜鱼和明虾等 4 种鲜活水产品及其运输和销售过程中的养殖用水进行抽样，对其

中硝基呋喃类药物、孔雀石绿、氯霉素等违禁药物残留情况进行检验。 

 

＜＜图 2＞＞北京一家永辉超市活鱼售卖区空空如也。中新网 种卿 摄 

 

探访—— 

北京部分超市未见活鱼在售 不确定何时再上架 
 中新网记者 24 日探访北京部分超市发现，丰台区六里桥附近的家乐福和永辉超市已经不卖活鱼，只有冷冻鱼类

和生鲜可供挑选。 

 “店内没有活鱼了，要买只能去对面的农贸市场。”位于六里桥附近永辉超市的一位店员说。 

 在这家永辉超市的水产售卖区，原本盛放活鱼的鱼缸空空荡荡，周边亦没有询问的顾客。至于为何不卖活鱼、何

时才能再上架，上述店员表示并不知情，“停售有一段时间了，再上架还要等通知”。 

 六里桥附近一家家乐福超市内，活鱼区域同样冷清，见记者过来询问店员略感诧异。“现在都没有活鱼了，”这位

店员说。记者注意到，旁边标注“大闸蟹”的货架也是空的。 

 不过，记者在海淀区一家沃尔玛超市里发现有活鱼在售。店内鲤鱼、草鱼等活鱼正常销售，活草鱼 10.8 元每斤，

活鲤鱼每斤 11 元，店员表示，“活鱼一直有卖，只是价格比上周涨了一点。” 

 据北京青年报 24 日报道，在京客隆劲松门店，鲈鱼、罗非鱼这两种活鱼还在正常销售，近三个月以来，草鱼和

鲤鱼确实都没有销售。该报了解到，有部分超市为了“防控风险”全面暂停销售活鱼，例如在欧尚超市来广营店、

通州区以及朝阳区的物美、永辉、家乐福等超市门店都难觅活鱼。 

 

＜＜图 3＞＞北京马连道附近一家农贸市场内的鱼摊。中新网 种卿 摄 

 

农贸、批发市场有活鱼在正常销售 

 记者 24 日中午在丰台区一家农贸市场发现，在这里活鱼依然有售，但数量不多。售鱼摊的老板说，“鲈鱼就剩一

条了，25 元一斤”，记者发现，算上旁边的十几条鲫鱼，这家鱼摊已没有多少活鱼可卖。 

http://www.chinanews.com/cj/2016/11-25/8074028.shtml


 有媒体报道称，在农贸市场和水产市场上，鲤鱼、草鱼、黑鱼等活鱼都在正常销售。在望京街道便民市场以及双

井百环菜市场看到，这里的活鱼品种很多，都在正常销售。 

 在京深海鲜批发市场，记者发现，与大批售卖海货的商铺相比，卖淡水鱼的店面较少，一家售卖淡水鱼的商户告

诉记者，目前只有鲫鱼在售，其他品种一概没有。截止记者发稿，京深海鲜市场水产部的电话一直无人接听。 

 此前，北京大红门京深海鲜批发市场有限公司负责人表示，京深海鲜批发市场每天供应活鱼 30 吨，占北京市活

鱼供应量的 30%，其中，海水鱼供应量占全市 70%。 

 

＜＜图 4＞＞北京海淀区一家沃尔玛超市内正常售卖的活鱼。中新网 种卿 摄 

 

回应—— 

网传污染致下架不可信 超市称属于正常调整 
 “沃尔玛各门店的活鱼销售正常，供应商和鱼类品质方面并未出现问题，根据季节和销售计划适当调整在售品种。”

沃尔玛相关负责人对记者表示。 

 据北京食药监局官方微博 23 日发布信息，物美超市食品安全经理表示，今年 5 月份起，北京市各大超市门店陆

续停止了草鱼、鲈鱼等淡水活鱼的销售，改为销售更符合超市消费者购买习惯的冰鲜鱼类；目前仍有超市有停止销

售淡水活鱼的打算，主要由于接近年底，超市进入供应商调整时期，超市根据消费者购买习惯和销售量进行品种的

调整，这是企业正常商业行为。 

 针对近日网传的因北京水质污染造成淡水活鱼大量下架等说法，北京市食药局 23 日表示，近年，北京市水产品

抽检合格率达 9 成以上，网传北京市水质污染、水体污染导致淡水鱼污染的传闻不可信。(完) 
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