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ブリーフィングペーパー 

2013年 10月 

国内スーパーマーケット大手、相次いでウナギの 

調達方針を改善 
 

世界一大ウナギ市場国であり世界生産量の 70%強が集まる日本でこれまで消費

されてきたウナギのほぼ全ては、ニホンウナギとヨーロッパウナギで占められて

いる。持続可能性を無視した乱暴な漁業、流通、消費が続けられてきた結果、こ

の 2種は現在、ともに絶滅危惧種に指定されている。 

 

絶滅危惧種及び乱獲されている魚介類の薄利多売を問題視するグリーンピース

は 2013年 7月に国内大手スーパーマーケット 5 社（イオン、西友、ダイエー、

ユニー、イトーヨーカドー）を対象にアンケート調査を実施し、レポートを発表

したi。調査を実施した時点では、西友が対象 5 社中で唯一、ワシントン条約対

象種を扱わないとする調達方針に基づき、ヨーロッパウナギを販売していなかっ

たが、同レポート発表以降、新たにユニーとダイエーが同種を取り扱わない方針

を表明。資源状態を考えれば遅すぎる動きではあるが、持続可能な魚介類の調達

方針の作成に向けてようやく大きな一歩を踏み出した。 

 

グリーンピースはこの度、8月 26日から 9月 6日に対象 5社に対して各社のト

レーサビリティ体制の概要を把握するためアンケート調査を実施(表 1)。次いで

その体制の機能性を確認するため、各社の店舗で購入したウナギ加工商品を第三

者機関にて DNA検査（7月 30日から 9月 11日実施）し、2013年 9月 20日

から 27日に該当商品の原料となるウナギの種を各社に再度問い合わせ、その正

確性を確認した(表 2)。 

 

その結果、西友を除く 4社から届いたウナギ加工商品の原料の種に関する回答は、

調査対象の全商品において、グリーンピースによる DNA検査の結果と一致した。

しかし西友に関しては、一部のウナギ加工商品において原料の種の特定をしない

まま、今年の夏の土用の丑の日を含む一時期間、店頭で販売していたことが判明

した。これに際し、同社はウナギの資源状態の悪化を深刻視しているとし、種の

特定ができて全流通経路をトレースバックできる魚介類を原料とした商品のみ

を取り扱うとするトレーサビリティ体制の強化を、グリーンピースに約束した。 

 

家庭の食卓に並ぶ魚介類の 70%の購入先であり、生産者と消費者を繋ぐスーパ

ーマーケットは、販売する魚介類商品の原料の生産においても、持続可能性の確

保に責任を持つべきである。政府や国際機関による資源管理が十分に機能してい

ない中、グリーンピースは豊かな生態系と海の恵みを次の世代の海と食卓に確実

に残すため、スーパーマーケットに対して、絶滅危惧種や乱獲されている種の取

扱いを中止し、持続可能性が確保されている魚介類を積極的に取扱う、魚介類の

調達方針の策定・実施を求めている。 
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1．ウナギを取り巻く現状と日本市場に求められる責任 
 

これまで日本で消費されてきたウナギは、

ニホンウナギとヨーロッパウナギの 2 種

で 99％が占められているii。現在世界のウ

ナギ生産量の70%以上が、世界人口の2%

弱が暮らす日本で消費され、日本は世界一

大ウナギ市場国であるiii。 

 

自然界で生まれるウナギは他の種と同様に、成長して次の世代を生み、命を連鎖させる。

この「再生産」のペースを超えない限り、私たちは持続的にウナギを漁獲・消費していく

ことができる。しかし自然界への影響を無視した乱獲などの影響により、これまで日本の

莫大な需要を満たしてきたニホンウナギとヨーロッパウナギは現在、共に絶滅危惧種に指

定されている。 

 

ヨーロッパウナギは、1990 年代に中国などを経由して日本へ輸出される販路が定着すると、

輸出量の激増に伴って資源状態が激減した。国際海洋探査委員会（ICES）によると、ヨー

ロッパ 12 カ国にある 19 の河川で漁獲されたウナギの稚魚（シラスウナギ）の量は、1980 

年から 2005 年までに、平均で 95％から 99％も減少しているiv。2007 年に開催された第

14 回ワシントン条約締約国会議で国際取引の規制が決まり、2008 年には国際自然保護連

合（IUCN）の絶滅危惧種リスト（レッドリスト）で「近い将来の絶滅の危険が極めて高い

種」に指定v。2009 年に実際に国際取引が規制されることとなった。 

 

ニホンウナギは、農林水産省によると稚魚（シラスウナギ）の池入れ量（採捕量と輸入量

の合計）は 2009 年の 28.9 トンから 2013 年では 12.6 トンとなっており、その量は激

減しているvi。環境省は 2013 年 2 月 1 日に同種を「近い将来に野生での絶滅の危険性が

高い」として絶滅危惧種に指定したvii。また同年、国際自然保護連合（IUCN）も絶滅危惧

種に指定することを検討しているviii。 

 

古くから暑い時期を乗り切る栄養をつけるためにウナギを食べる習慣のある土用の丑の日

は今や、日本の食文化において重要な位置付けにあると同時に、国を挙げて絶滅危惧種を

消費する日という側面を持ち、ウナギ食の持続可能性を脅かしている。私たちは食文化と

多様性に富んだ海を次世代に引き継ぐことが出来るかどうかの瀬戸際にある。絶滅の危惧

にまで追い込んできた乱獲は莫大な需要に後押しされており、世界最大のウナギ消費国で

ある日本は対応を求められている。 

 

2．持続可能な調達方針の策定へ、各社の取り組み 

 
ウナギ資源減少の大きな要因は、主としてスーパーマーケット、コンビニエンスストア、

ファストフードショップ等が展開する薄利多売型ビジネスにある。特にスーパーマーケッ



3 

 

トは、それまで襟を正して食べに行く晴れの日の食材であったウナギを、家庭で気楽に楽

しめる大量消費型商品へと変化させた。ウナギの資源を持続可能に利用し、次世代に残し

ていくためにスーパーマーケットが果たすべき責任は大きい。 

 

グリーンピースは 2013 年 7 月に国内ス

ーパーマーケット大手 5 社（イオン、西

友、ダイエー、ユニー、イトーヨーカドー）

に対してアンケート調査を実施、絶滅危惧

種及び乱獲されているウナギの調達方針

について質問した。その結果、対象全社と

も絶滅危惧種や乱獲されているウナギの

資源状態の回復に向けた積極的かつ効果

的な取り組みを行っておらず、持続可能性

を優先した調達方針を策定していない実

態が明らかとなったものの、各社より調達方針が示された。今回さらに、8月 26日から 9

月 6 日に対象 5 社に対して実施したアンケート調査によって、各社にウナギ商品の取り扱

いについての調達方針に動きがあったことが分かった(表 3)。 

 

 ヨーロッパウナギ、大手 5 社中 3 社が取扱いを中止 

 

ダイエーはヨーロッパウナギの取り扱いについて「在庫終了

以降、仕入れ中止」を方針とすること、ユニーもヨーロッパ

ウナギを「今後は取り扱わない」ことを方針とすることが今

回のアンケート調査によって明らかになった。 

 

前回の調査において、西友はヨーロッパウナギを取り扱わな

い方針を示し、イオンは方針こそないもののヨーロッパウナ

ギを取り扱っていない旨を明らかにしているix。今回の調査

でヨーロッパウナギが原材料となる商品が確認されたイト

ーヨーカドーは、「今年度の扱いについては年度内で終売、

次年度の取り扱いについては未定」としており、取扱いが決まれば来年度、大手 5 社の中

で唯一ヨーロッパウナギを販売するスーパーマーケットになる可能性が高い。 

 

IUCNのレッドリストで絶滅危険性が最も高い「近い将来の絶滅の危険が極めて高い種」に

指定されているヨーロッパウナギの取り扱いを中止する決断は歓迎される。しかし、事態

は一刻の猶予もない。日本のウナギ市場においてヨーロッパウナギと両翼を担ってきたニ

ホンウナギは、未だスーパーマーケットで大きなシェアを占めているが、その資源量は過

去約 30年間で約９割減少したとみられており、2013年 2月に日本の環境省のレッドリス

トで絶滅危惧種に指定、IUCNでもレッドリストへの加入が検討されている。手遅れになる

前に、他種の取り扱いについても対応が急がれる。 
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 ニホンウナギとアメリカウナギ及び他の代替ウナギの取扱いについて 

 

前回のアンケート調査で 5社中唯一、ヨーロッパウナギを取り扱わない方

針を表明していた西友は、今回の調査で以前は取り扱いのなかったアメリ

カウナギを新たに取り扱い始めたことを公表し、その理由として「ニホン

ウナギ以外の販売を検討」しているとした。 

 

西友のニホンウナギ以外の種の取り扱いを検討する姿勢は、ニホンウナギ資源の保護とい

う観点からは前進と評価される。しかし、1つの種を獲りつくし、代替として他種へ移行す

るやり方では絶滅の連鎖が続くだけであり、根本的な解決には至らない。現にアメリカウ

ナギは、絶滅の危機に瀕している種として、アメリカの「絶滅の危機に瀕する種の保存に

関する法律」でリストアップされることが検討され、2012年のワシントン条約締約国会議

で対象種となる案も浮上したx。代替種に移行するという短期的対応のみでなく、持続可能

性が確保されたウナギを調達するなど長期的視野に立った方針の策定が求められている。 

 

3．スーパーマーケット国内大手 5社、トレーサビリティの実態 
 

「調達方針」は、その方針が機能しているかどう

かを確認するシステムがなければ机上の空論でし

かない。資源管理に関する調達方針の実施を確認

するために最も重要なシステムとして、トレーサ

ビリティ(その商品が生産から最終消費されるま

での段階が追跡可能であること)体制の強化が挙

げられる。特にウナギ市場は流通の過程が不透明

であり、それが資源管理を困難にしている要因の

１つであるともいわれているため、誰がいつどこ

で生産した何という種のウナギがどのような経路

を辿って店舗に並べられているのか、生産から流通の過程で違法漁業や環境破壊などに従

事する業者は関わっていないか、スーパーマーケットが把握している流通経路や種と実際

のそれらとの間にかい離はないか、チェック体制を確立・強化することは急務である。 

 

各社のトレーサビリティ体制とその実際を把握するため、グリーンピースは、2013年 8月

26日から 9月 6日、2013年 9月 20日から 27日の 2度に渡り、スーパーマーケット対

象 5社に対しウナギの流通に関するアンケート調査を再度行った。  
 

 店舗販売する商品の種について ――西友 

 

グリーンピースは、トレーサビリティ体制が実際に機能しているかを確認す

るため、対象 5社の店頭にて商品を購入し第三者機関において DNA検査を

実施した。また、対象商品の原材料であるウナギ種を各社に質問票にて問い

合わせ、回答と検査結果を比較した(表 2)。 
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その結果、西友の販売する商品の中から、「種の特定ができていない為、店舗在庫終了を以

って終売」となる商品（即席きもすい）があることが分かった。この商品のウナギ種は DNA

検査の結果、ニューギニアウナギと特定されている(表 2 SEISHI 20130828_3)。対象商

品について、西友は「該当商品の販売期間は 2013年 6月から 10月 1日であり、種の特定

が困難であることが判明した 9 月中旬に、即日で終売を決定した」としているが、一時期

とはいえ種の特定ができていない商品が店頭に並んでいた事実は、トレーサビリティ体制

の実際の機能性が疑われる。資源の減少が問題視されている種を取り扱わない方針を持っ

ていても、実際に販売している商品の原材料が特定できない状況では、その方針の実行性

を担保出来ない。 

 

西友はこの他にも、販売側が回答した種とDNA検査結果が異なった商品を販売していた(表

2 検体番号: SEISUN20130730_1)。対象検体について西友は、グリーンピースからの質

問に対して原材料ウナギを「ジャポニカ種」と回答したが、DNA 検査の結果「アメリカウ

ナギ」であったことが判明した。この件について同社は、グリーンピースが DNA検査結果

を伝え該当商品の種を再確認した際に、「該当商品はニホンウナギからアメリカウナギへ原

材料となるウナギ種が移行期にあったものであり、質問票を回答する際に商品情報を十分

に確認せずに誤答してしまった」旨をコメントしている。 

 

 店舗販売する商品の生産について ――ダイエー 

 

「ウナギの流通に関する質問票」(表 1)では、ウナギに関するトレーサビ

リティ体制について質問し、取扱商品の原材料となるウナギ種を特定する

手段が明らかとなった。各社共、取引先業者からの商品カルテ等による申

告、公的機関の発行する書類に加えて自社又は公的機関を利用した各種検

査を行っており、取引先からの申告のみに依拠するのではなく、独自の検

査体制があることは評価できる。しかし、全商品に占める検体数のパーセンテージ、検査

回数等の検査体制、申告書類の詳細は明らかにならず、その妥当性については各社疑問が

残る。 

 

また、前回のアンケート調査において「トレーサビリティ実施の徹底」を調達方針として

明言し、対象 5 社中、イオンと共に持続可能性について流通業界をけん引する方針を示し

ていたダイエーが、自社店舗で販売するウナギ加工商品の原料を養殖する生産者からシラ

スウナギ（ウナギの稚魚）の情報を全く入手していないことは憂慮される(表 1 5-2.)。現

在、市場に流通するウナギの 99％は養殖ウナギであるといわれているxiが、ウナギにおけ

る「養殖」は、天然のシラスウナギを自然界から獲りいけすで成長させたものを指すのが

現状である（人工採卵孵化し成長した親魚から更に人工採卵孵化をする「完全養殖」は、

まだ実験段階で商業ベースになっていない）。産卵する前の成長段階にあるウナギを大量に

自然界から獲ってしまうシラスウナギの乱獲は、再生産のサイクルを狂わす大きな問題で

あり、ウナギ資源の持続的な利用のためには管理が不可欠である。原材料となるウナギの

種の特定のみならず、そのシラスウナギが持続可能に獲られたものであるかどうかを確認

しなければ持続可能性を担保しているというには不十分であり、ダイエーが方針として掲

げたトレーサビリティ実施を徹底しているとは言いきれない。 
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4．店舗販売する商品の種の特定について、これからの西友の動き 

 
2013年 10月 3日、グリーンピースは今回の調査結果を、種が判別しないまま商品を一時

期販売していた西友に伝えたところ、同 7 日、同社はウナギの資源状態の悪化を深刻視し

ているとし、全流通経路をトレースバックできる魚介類を原料とした商品のみを取扱うと

共に、種を特定できる魚介類を原料とする商品のみを取り扱うためのトレーサビリティ体

制を強化することを約束した。 

 

今回の調査で、種が判別しないまま流通されていたものは西友が販売していた一商品のみ

となった。しかし、西友は対象 5社の中で最も取引業者数が多く、今回の DNA検査のため

のサンプリングでは最もウナギ加工商品数の多い企業であったために、サンプル数が増え

たことが結果に反映されているとも考えられる。実際に各社のトレーサビリティ体制を比

較して、西友の体制が他 4 社より脆弱であるとはいえない。本調査で明るみになった流通

経路の闇は、西友 1 社のみの問題ではなく氷山の一角である可能性が高く、各社共にトレ

ーサビリティ体制の強化が急がれる。 

 

次世代へと食文化を引き継いでいくためには、短期的な利益のみを優先し、獲りつくした

ら他種へ移行するのではなく、長期的な視野に立った調達方針こそ急務である。日本の食

卓にのぼる魚介類の約 70％の購入先であり、膨大な仕入力・販買力によって生産から流通

まで大きな影響力を持つスーパーマーケットは、水産資源の行く末を握っているといって

も過言ではない。消費者と生産者を繋ぐ窓口でもある小売業者は、販売のみならず生産の

現場にも責任を持つことが求められる。 
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5．このままでは未来に残せない魚介類は、ウナギだけではない 
 

薄利多売が後押しする乱獲により資源状態が深

刻な状態にあるのは、ウナギだけではない。例

えば、日本で世界総漁獲量の約 80％が漁獲・消

費される太平洋クロマグロ（ホンマグロ）は、

未開発時の 3.6％しか海に残っていないと言わ

れているxii。 

 

既に、世界の海洋漁業資源の内でまだ開発の余

地のあるものは全体の 13％しかなく、残りは

「過剰開発の状態」あるいは「十分に開発され

た状態にある」とされているxiii。このまま絶滅危

惧種や乱獲された種の薄利多売が続くようでは、

豊かな生態系と魚料理を次世代の海と食卓に残

せなくなる。 

 

世界有数の魚介類消費国である日本において、

スーパーマーケットは家庭で消費される魚介類

のおよそ 70%を販売する、漁業や消費の持続可

能性の確保に大きな影響力を持つチャネルである。政府や国際機関による資源管理が十分

に機能していない中、消費者に大量の魚介類商品を直接提供するスーパーマーケットは、

漁業及び食文化の持続可能性の確保に一層の力を注ぐことが求められる。 

 

グリーンピースは、豊かな生態系と恵みを

次の世代の海と食卓に確実に残すため、大

手スーパーマーケット各社に対して、絶滅

危惧種や乱獲されている種の取扱いを中

止し、持続可能性が確保されている魚介類

を積極的に取扱う、魚介類の調達方針の策定・実施のためのトレーサビリティ強化を求め

ている。その取り組みの一環として、各社の魚介類の調達方針を調査しその持続可能性及

び安全性を評価する「お魚スーパーマーケットランキング（最新版：2013 年 2 月発表）」
xivや、大手スーパーマーケットや業界団体に消費者の声を届けるオンライン署名「1 週間、

魚食べずに過ごせる？」xvなどを展開している。
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【表 1：「ウナギの流通に関する質問票」回答一覧】 

1. ウナギ商品の仕入れの際、取引先にウナギ種を指定していますか。している場合、指定内容をご記入ください。 

イオン ジャポニカ種： 国産、中国産。   ロストラータ種：中国産。   ビカーラ種 ：インドネシア産。 

ダイエー 基本は、Anguiiia  japonica 種を指定しています。 

西友 ワシントン条約でレッドリストに指定されているヨーロッパ種以外で商談し選定 

ユニー ニホンウナギ（アンギラ ジャポニカ） 

イトーヨーカドー ニホンウナギ 

2. 取引先より申告されたウナギ種と、実際の商品の種に違いがないか確認する手段がある場合、どのような手段で確認していますか 

イオン 国産は製品化後、輸入は通関後にＤＮＡ鑑定を実施。今後、養殖環境の変化により検査回数を増やす計画です。 

ダイエー 年１回全アイテムについて自社検査機関で店頭抜き取り DNA検査を実施しています。 

西友 
シラス入札時の納品書・買付後の養鰻業者による検査（自社検査室）・商品カルテ及び見積もり書確認（西友） 

追加情報: 検査室で行われる DNA解析試験や微生物検査等の結果が自主検査票に纏められる。 

ユニー 産地証明書、関税書類で確認、ニホンウナギ、ヨーロッパウナギは養殖池は別で行っている。 

イトーヨーカドー 産地証明書など 

3. ウナギ商品に関する取引先の数をご記入ください。 

  生産者数 仲介業者数 

イオン 17 7 

ダイエー 
 

7 

西友 47 3 

ユニー 3 4 

イトーヨーカドー 
 

5 

4. 仲介業者を通じた取引の場合、商品の生産者を特定できていますか。下記より選択してください。 

  はい 一部の商品のみ特定 いいえ 

イオン ○ 
  

ダイエー ○ 
  

西友 ○ 
  

ユニー ○ 
  

イトーヨーカドー ○ 
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5-1．生産に関する情報を入手している場合、生産者の生産体制に関するどのような情報を、どのように入手/確認しているかご記入ください。 

イオン 
どのような情報 生産履歴、投薬履歴、餌（成分、量）、水質などの情報 

どのように入手/確認 商品カルテ、ポジティブリストなど 

ダイエー 
どのような情報 検査体制、原料鰻の仕入先、製造工程、トレース体制について 

どのように入手/確認 毎年、調査票を入手／必要に応じて工場立入りを実施しています。 

西友 
どのような情報 

輸出時検査（輸入品）・生産履歴記録・製品微生物検査・製造工程管理表・給餌記録・分養記録・生簀管理記録 

投薬記録・商品カルテ（西友仕様） 

どのように入手/確認 取引先より入手し確認 

ユニー 
どのような情報 通関書類、生産日報、加工指示書等 

どのように入手/確認 仲介業者から入手、産地視察による確認 

イトーヨーカドー 
どのような情報 生産履歴など 

どのように入手/確認 都度/確認 

5-2．生産者のシラスウナギ調達に関するどのような情報を、どのように入手/確認しているかご記入ください。 

イオン 
どのような情報 主要取引先とシラスウナギの価格、採捕時期、海域などを確認しています。 

どのように入手/確認 工場訪問時、商談時に確認。 

ダイエー 
どのような情報 なし 

どのように入手/確認   

西友 
どのような情報 原産地証明・回答２－１,５－１に同じ 

どのように入手/確認 取引先より入手し確認 

ユニー 
どのような情報 県の入札情報 

どのように入手/確認 池入れされた養殖場の日報 

イトーヨーカドー 
どのような情報 入手情報 

どのように入手/確認 都度/確認 

5-3．生産者がウナギ種を特定する手段を把握していますか、またその実施を確認していますか。 

イオン 
生産者の種特定手段の把握 活鰻池上げ時、加工場搬入時、原料 1次処理時に目視によるチェックを実施。 

生産者の種特定実施の確認 工場訪問時、商談時に確認。        

ダイエー 
生産者の種特定手段の把握 トレース帳票調査を毎年実施 

生産者の種特定実施の確認 納品書や活鰻産地証明書等を確認しています。 
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5-3．生産者がウナギ種を特定する手段を把握していますか、またその実施を確認していますか。 

西友 
生産者の種特定手段の把握 養鰻業者による検査（自社検査室）・商品カルテ及び見積もり書確認（西友） 

生産者の種特定実施の確認 同上 

ユニー 
生産者の種特定手段の把握 一部公的機関での検査、分析 

生産者の種特定実施の確認 必要に応じて公的機関へ検査依頼 

イトーヨーカドー 

生産者の種特定手段の把握 
している 

追加情報：生産者によるウナギ種の指定と検品。 

生産者の種特定実施の確認 
している 

追加情報：検品結果を受けている。 

6. ウナギ商品のトレーサビリティについて消費者に公開する手段がありますか。 

イオン いいえ 

ダイエー 各工程での管理状況を、ダイエーホームページで紹介。 

西友 
お問い合わせを受けたものについて、取引先からの情報を開示・生産者の売場パネル表示 

追加情報：売れ筋商品を中心に、売上構成比の約 60％を占める商品について情報をパネル表示。 

ユニー お客様からの問い合わせがあれば店舗または本部より適正に回答します。 

イトーヨーカドー 
安全・安心ボ-ドを掲示 

追加情報：各店に配布した安全・安心ボードは、トレースの流れ、検査回数。対象商品は、国産鰻・輸入鰻について記載。掲示している。 
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【表 2：第三者機関 DNA検査結果と「ウナギ調達方針及び各商品における種の特定に関する質問票」回答結果の比較】 

 検体名 商品 検体購入店舗 検体購入日 DNA 検査結果 回答結果 

イオン AEOSUN 20130731 ウナギ加工品(蒲焼) 南砂町スナモ店 2013 年 7月 31日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

AEOMIN 20130731 ウナギ加工品(蒲焼) 南砂店 2013 年 7月 31日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

AEOSUN 20130826_1 ウナギ加工品(蒲焼) 南砂町スナモ店 2013 年 8月 26日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

AEOSUN 20130826_2 ウナギ加工品(蒲焼) 南砂町スナモ店 2013 年 8月 26日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

AEOSUN 20130826_3 ウナギ加工品(蒲焼) 南砂町スナモ店 2013 年 8月 26日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

ダイエー DAISHO 20130803_1 ウナギ加工品(蒲焼) 湘南台店 2013 年 8月 3日 ニホンウナギ ジャポニカ種 

DAISHO 20130803_2 ウナギ加工品(寿司) 湘南台店 2013 年 8月 3日 ヨーロッパウナギ アンギラ種（ヨーロッパ種） 

DAIYOK 20130827_1 ウナギ加工品(蒲焼) 横浜西口店 2013 年 8月 27日 ニホンウナギ ジャポニカ種 

DAIYOK 20130827_2 ウナギ加工品(蒲焼) 横浜西口店 2013 年 8月 27日 ニホンウナギ ジャポニカ種 

DAIYOK 20130827_3 ウナギ加工品(蒲焼) 横浜西口店 2013 年 8月 27日 ニホンウナギ ジャポニカ種 

DAIYOK 20130827_4 ウナギ加工品 

(きもすい) 

横浜西口店 2013 年 8月 27日 ニホンウナギ ジャポニカ種 

西友 SEIAKA20130730_1 ウナギ加工品(寿司) 赤羽店 2013 年 7月 30日 ニホンウナギ ジャポニカ種 

SEIAKA20130730_2 ウナギ加工品(蒲焼) 赤羽店 2013 年 7月 30日 ニホンウナギ ジャポニカ種 

SEIAKA20130730_3 ウナギ加工品(蒲焼) 赤羽店 2013 年 7月 30日 アメリカウナギ アメリカ種 

SEISUN20130730_1 ウナギ加工品(蒲焼) サンシャイン西友

店 

2013 年 7月 30日 アメリカウナギ ジャポニカ種１ 

SEISUN20130730_2 ウナギ加工品(蒲焼) サンシャイン西友

店 

2013 年 7月 30日 ニホンウナギ ジャポニカ種 

SEIFUJ 20130803 ウナギ加工品(蒲焼) 藤沢石川店 2013 年 7月 30日 ニホンウナギ ジャポニカ種 

SEISHI 20130828_1 ウナギ加工品(蒲焼) 下高井戸店 2013 年 8月 28日 ニホンウナギ ジャポニカ種 

SEISHI 20130828_2 ウナギ加工品(蒲焼) 下高井戸店 2013 年 8月 28日 ニホンウナギ ジャポニカ種 

SEISHI 20130828_3 ウナギ加工品 

(きもすい) 

下高井戸店 2013 年 8月 28日 ニューギニアウナギ 種の特定ができていない為、

店舗在庫終了を以って終売 

  

                                                   

１ グリーンピースがこの件について問い合わせたところ、「該当商品はニホンウナギからアメリカウナギへ原材料となるウナギ種が移行期にあった

ものであり、質問票を回答する際に商品情報を十分に確認せずに誤答してしまった」と回答があった 
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 検体名 商品 検体購入店舗 検体購入日 DNA 検査結果 回答結果 

ユニー APIHIY 20130803_1 ウナギ加工品(蒲焼) アピタ日吉店 2013 年 8月 3日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

APIHIY 20130803_2 ウナギ加工品(蒲焼) アピタ日吉店 2013 年 8月 3日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

APIHIY 20130803_3 ウナギ加工品(蒲焼) アピタ日吉店 2013 年 8月 3日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

APIHIY 20130827_1 ウナギ加工品(蒲焼) アピタ日吉店 2013 年 8月 27日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

APIHIY 20130827_2 ウナギ加工品(蒲焼) アピタ日吉店 2013 年 8月 27日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

APIHIY 20130827_3 ウナギ加工品(蒲焼) アピタ日吉店 2013 年 8月 27日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

イトーヨーカドー IYDSHO 20130803_1 ウナギ加工品(蒲焼) 湘南台店 2013 年 8月 3日 ヨーロッパウナギ ヨーロッパウナギ 

IYDSHO 20130803_2 ウナギ加工品 

(うな重) 

湘南台店 2013 年 8月 3日 ヨーロッパウナギ ヨーロッパウナギ 

IYDSHO 20130803_3 ウナギ加工品(蒲焼) 湘南台店 2013 年 8月 3日 ニホンウナギ ニホンウナギ 

ITOTHU 20130827_1 ウナギ加工品(蒲焼) 綱島店 2013 年 8月 27日 ニホンウナギ ニホンウナギ 
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【表 3：「ウナギ調達方針及び各商品における種の特定に関する質問票」回答項目 1 -各社ウナギ調達方針の変更まとめ-】 

  ニホンウナギ ヨーロッパウナギ アメリカウナギ その他のウナギ 

変更の 

有無 

変更内容 変更の 

有無 

変更内容 変更の 

有無 

変更内容 変更の

有無 

変更内容 

イオン ○ 水産庁の推奨に基づき  

ニホンウナギの表記につい

て実施する方向で調整中 

×  ×  ×  

ダイエー ×  ○ 在庫終了以降、 

仕入中止 

×  ×  

西友 ×  ×  ○ ニホンウナギ以外の 

販売を検討し 

中国加工品を導入 

×  

ユニー ×  ○ 今後は取り扱わない ×  ×  

イトーヨーカドー 検討中 産地と連携をとっての 

対応を図る 

検討中 扱いにおいて 

未定２ 

×  ×  

2013 年 7 月時点での各社ウナギに関する調達方針については、ブリーフィングペーパー「国内大手スーパーマーケットにおける絶滅危惧種および乱獲されているウナギの調達方針に

ついて」(http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20130717_eel.pdf)をご覧ください。 

                                                   

２ グリーンピースが回答の詳細について問い合わせたところ、「今年度の扱いについは、年度内で終売。『次年度については未定』」と回答があった。 

http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20130717_eel.pdf
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i レポート「国内大手スーパーマーケットにおける絶滅危惧種および乱獲されているウナギの調達方針について」 

http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20130717_eel.pdf 
ii グリーンピース調べ 

iii グリーンピース「国内大手スーパーマーケットにおける絶滅危惧種および乱獲されているウナギの調達方針について」 

http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20130717_eel.pdf 

iv The IUCN Red List of Threatened Species Anguilla anguilla http://www.iucnredlist.org/details/60344/0 

v The IUCN Red List of Threatened Species Anguilla anguilla http://www.iucnredlist.org/details/60344/0 

vi 水産庁 http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/unagi.html 

vii 環境省報道発表資料 第 4 次レッドリストの公表について（汽水・淡水魚類）http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16264 

viii Kyodo News International, June 22, 2013. IUCN considering designating Japanese eel as endangered species 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/kyodo-news-international/130622/iucn-considering-designating-japanese-eel-endangered-s 

ix グリーンピース「国内大手スーパーマーケットにおける絶滅危惧種および乱獲されているウナギの調達方針について」 

http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20130717_eel.pdf 

x U.S. Department of the Interior http://www.doi.gov/index.cfm 

xi グリーンピース調べ 

xii International Scientific Committee for Tuna and Tuna-like Species in the North Pacific Ocean Pacific Bluefin Tuna Stock Assessment Summary 

http://isc.ac.affrc.go.jp/pdf/Stock_assessment/Final_Assessment_Summary_PBF.pdf 

xiii Food and Agriculture Organization of the United Nations『世界漁業・養殖業白書 2012 年(要約版)』 国際農林業協働協 

xiv 国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン 「お魚スーパーマーケットランキング 2」 http://www.greenpeace.org/japan/seafood2/ 

xv 国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン オンライン署名「一週間、魚食べずに過ごせる？」 http://www.greenpeace.org/japan/ja/Action/susea2 

http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20130717_eel.pdf
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