
中国産米等混入疑惑にかかる調査報告書 

（追加報告） 

ダイヤモンド社が、㈱同位体研究所に検査を依頼した「滋賀こしひかり

（5kg）」、「魚沼産こしひかり（5kg）」と同じもの（精米日及び銘柄が同一

の商品）を販売店から買い戻して厳重に保管していた２点と、産地が明確

なコシヒカリの種子３点を、公正を期すために、元最高検察庁検事の川端

伸也弁護士立会いのもと厳重に封入し、同弁護士の同行のもと㈱同位体

研究所に、産地判別検査および品種判別検査を依頼しておりました（別添

写真集(P18)参照）。 

4 月 11 日にその検査結果が判明し、結果はいずれも「国産米」で「コ

シヒカリ」と判別されましたのでご報告します。

検査結果の詳細は、「分析試験報告書」（※下記注釈参照）の通りであり

ますが、週刊ダイヤモンドで「10 粒中 6 粒が中国産と判別」と掲載され

た「滋賀こしひかり」、および「10粒中 4粒が中国産と判別」と掲載され

た「魚沼産こしひかり」と同じもの（精米日及び銘柄が同一の商品）が、

今回はいずれも「10 粒検査にて 10粒が国産と判別」されました。 

なお、同報告書に記載された「試料名 精米Ａ～Ｅ」の産地・銘柄は次

の通りです。

試料名 精米Ａ：京都府産コシヒカリの種子 

〃  精米Ｂ：滋賀県産コシヒカリの種子 

〃  精米Ｃ：兵庫県産コシヒカリの種子 

〃  精米Ｄ：「滋賀こしひかり」 

〃  精米Ｅ：「魚沼産こしひかり」 

※ 注釈

○ 分析試験報告書（産地判別分）の記載については、別紙１(P13)「産

地判別の為の統計解析法(判別分析)の解説」及び別紙２(P15)「安定

同位体とは？」（いずれも㈱同位体研究所ＨＰより）を参考にしてく

ださい。

○ 分析試験報告書（産地判別分）の「結果注釈」に記載の「本検体 10

粒検査にて 10粒が国産と判別された。」の「10粒」は、㈱同位体研究

所が検体の中から任意に選んだ粒です。

1



分 析 試 験 報 告 書 

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



 

 

 

 

写  真  集 

別 添 

18



京都府産コシヒカリの種子（精米Ａ） 

種子を籾摺りして玄米Ａにする工程  ３月２６日 京都府原種農場にて 

 

種子袋の開封 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 12:58 

 

京都府産コシヒカリの種子であること示す種子保証票（種子合格証） 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 13:03 

 

種子の計量 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 13:04 

 

玄米Ａにするための籾摺り 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 13:16 

 
籾摺りされた玄米Ａ 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 13:20 

 
玄米Ａの袋詰め 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 13:22 
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京都府産コシヒカリの種子（精米Ａ） 

玄米Ａを精米Ａにして封印する工程  ３月２６日 ㈱京山にて 

 

玄米Ａの計量 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:24 

 

玄米Ａの精米 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:27 

 

精米Ａの袋詰め① 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:29 

 

精米Ａの袋詰め② 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:30 

 

精米Ａの袋詰め③ 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:31 

 

精米Ａの封印 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:32 
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滋賀県産コシヒカリの種子（精米Ｂ） 

種子を籾摺りして玄米Ｂにする工程  ３月２６日 京都府原種農場にて 

 

種子袋の開封 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 13:28 

 

滋賀県産コシヒカリの種子であること示す種子保証票（種子合格証） 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 13:28 

 
種子の計量 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 13:29 

 
玄米Ｂにするための籾摺り 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 13:31 

 
玄米Ｂの袋詰め 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 13:50 

 
玄米Ｂの封印 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 13:52 
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滋賀県産コシヒカリの種子（精米Ｂ） 

玄米Ｂを精米Ｂにして封印する工程  ３月２６日 ㈱京山にて 

 

封印された玄米Ｂの開封 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:36 

 

玄米Ｂの計量 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:37 

 

玄米Ｂの精米 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:37 

 

精米Ｂの袋詰め① 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:43 

 
精米Ｂの袋詰め② 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:43 

 
精米Ｂの封印 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:45 
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兵庫県産コシヒカリの種子（精米Ｃ） 

種子を籾摺りして玄米Ｃにする工程  ３月２６日 京都府原種農場にて 

 

種子袋の開封 

撮影者:稲葉征二 撮影時刻： 13:53 

 

兵庫県産コシヒカリの種子であること示す種子保証票（種子合格証） 

撮影者:稲葉征二 撮影時刻： 13:54 

 

玄米Ｃの袋詰め① 

撮影者:森川大輔 撮影時刻： 14:08 

 

玄米Ｃの袋詰め② 

撮影者:稲葉征二 撮影時刻： 14:09 

 
玄米Ｃの封印 

撮影者:稲葉征二 撮影時刻： 14:10 

 
封印された玄米Ａ・Ｂ・Ｃをスーツケースに入れ施錠 

撮影者:稲葉征二 撮影時刻： 14:11 
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兵庫県産コシヒカリの種子（精米Ｃ） 

玄米Ｃを精米Ｃにして封印する工程  ３月２６日 ㈱京山にて 

 

封印された玄米Ｃの開封 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:50 

 

玄米Ｃの計量 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:50 

 

玄米Ｃの精米 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:51 

 

精米Ｃの袋詰め① 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:56 

 

精米Ｃの袋詰め② 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:56 

 

精米Ｃの封印 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 15:57 
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滋賀こしひかり（精米Ｄ）・魚沼産こしひかり（精米Ｅ） 

日本穀物検定協会に検体提出後、残量の検体を封印・保管する工程 

２月２７日 日本穀物検定協会にて 

 
滋賀こしひかり(5kg)を開封して検体を採取 

撮影者：藤本伸幸 撮影時刻： 17:17 

 
魚沼こしひかり(5kg)を開封して検体を採取 

撮影者：藤本伸幸 撮影時刻： 17:18 

 

両検体の残量を梱包後封印 

撮影者：藤本伸幸 撮影時刻： 18:10 

 

封印された両検体 

撮影者：藤本伸幸 撮影時刻： 18:11 

 
両検体をスーツケースに入れて施錠 

撮影者：藤本伸幸 撮影時刻： 18:12 

 
スーツケースを川端弁護士の事務所で保管 

撮影者：山下義昭 撮影時刻： 21:38 
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滋賀こしひかり（精米Ｄ）・魚沼産こしひかり（精米Ｅ） 

残量から再度検体を採取・封印し他の検体と合わせて一括封印する工程（№１） 

３月２６日 ㈱京山にて 

 
封印された残量の滋賀こしひかりと魚沼産こしひかり 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:03 

 

残量の滋賀こしひかり 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:04 

 

滋賀こしひかりの計量 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:06 

 

滋賀こしひかり(精米Ｄ)の袋詰め 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:06 

 

滋賀こしひかり(精米Ｄ)の封印 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:08 

 

2月27日残量の魚沼産こしひかり 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:15 
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滋賀こしひかり（精米Ｄ）・魚沼産こしひかり（精米Ｅ） 

残量から再度検体を採取・封印し他の検体と合わせて一括封印する工程(№２) 

３月２６日 ㈱京山にて 

 

魚沼産こしひかりの計量 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:17 

 

魚沼産こしひかり(精米Ｅ)の袋詰め 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:17 

 

魚沼産こしひかり（精米Ｅ）の封印 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:18 

 

５検体(精米Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ)を同位体研究所向けに梱包 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:28 

 
５検体を一括して封印 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:32 

 

スーツケースに梱包 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻 16:33 
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５検体（精米Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ）を㈱同位体研究所へ持ち込んだときの様子 

３月２７日 ㈱同位体研究所にて 

 

同位体研究所に到着 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 11:53 

 

５検体の入ったスーツケースを開錠 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 11:59 

 

５検体の各袋を一つずつ開封 

撮影者：稲葉征二 撮影時刻： 12:01 

 

同位体研究所員が精米Ｃを開封 

撮影者：森川大輔 撮影時刻： 12:01 

 
川端弁護士立会いのもと、 

分析依頼書を同位体研究所員に手交 

撮影者：森川大輔 撮影時刻： 12:02 

 

同位体研究所員が検体の受領書に署名 

撮影者：森川大輔 撮影時刻： 12：03 
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