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納豆の産業構造の変化と納豆メーカーの製品戦略

田口光弘＊

1 .はじめに

大豆加工食品の中で、納豆は近年まで家計

消費が唯一増加のトレンドにあった食品であ

ったが、現在は需要が頭打ちになり、納豆市

場は成繋胡に移行したと考えられる。産業ラ

イフサイクル論によれば、市場が成長期から

成熟期へと移行する過程では価格競争、販売

促進活動が活発になり、シェア競争が激しく

なると言われているが（Po飴rl1 ］）、納豆産

業では 90年代になって上位企業への販売集

中が進み、企業問の淘汰が顕著になってきた。

このような淘汰は、特に中小メーカーにおい

て進展しており、大手メ

ーカー1）が対応していな

いニッチマーケットを発

見・開拓し、いかに安定

的な顧客を衝尋するかカミ

中小メーカーにとって重

要な課題となっている。

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

。

隠さ言f調査年制によれば、大豆加工食品

への一人当たり年間支出金額（実質値〉は、

2005年時点で納豆 1,230円、豆腐 2,024円

であり、納豆は豆腐の半分ほどの水準となっ

ているが、この 40年間の増加率は大豆加工

食品の中では最も大きなものであった。 1965

年の水準を 100として、一人当たり支出金額

の推移を表わしたのが第1図であるが、他の

大豆加工食品が減少もしくは停滞のトレンド

を示す中、納豆は減少する時期があったもの

の基本的には増加傾向にあり、2005年時点で、

1965年の約3倍の水準となっている。

このような背景を踏ま

え科高では、納豆の消費

構査と産業構査がどのよ

うに変化してきたのかを

概観した上で、圏内大豆
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産地との連携により製品 第1図大豆加工食品の一人当たり購入金額の推移（1965年＝100)

資料総務省『家軒調査年報』より作成。

開発を行っている中小メ

ーカーの事例を基に、中小メーカーの生き残

このような納豆の消費量の増加は、以前か

ら納豆をよく消費していた関東以北での消費

量の増加に加え、あまり消費していなかった

関西方面での大幅な増加によりもたらされた。

第1表は、納豆への一人当たり支出金額の推

移を地方別に見たものであるが、1980年時点

で支出金額が全国平均値を上回っていた北海

道、東北、関東、北陸はこの 20年間で2倍

りの方策について考察する。

2.納豆の消費構造と産業構造の変化

1)消費構造の概要

＊中央農業総合研発センター
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弱の増加に留

まっている中、

もともと支出

金額の少なか

った東海以西

の地域では、

第1表地方別に見た納豆の一人当たり年間実質購入金額の推移
1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年

北海道 1,303 1,306 l(100) 1,407 l(108) 1,193 l(92) 1,390 l(107) 1,473 l(113) 

東北 1,309 1,298 !<99) 1,431 !(109) 1,438 !(110) 1,571 !(120) 1,693 !(129) 

関東・東山 799 989 l(124) 1,343 l(168) 1,213 l(152) 1,366 l(171) 1,470 l(184) 

北陸 677 602 i(89) 959 i<142) 893 i(132) 1,116 i(165) 1,331 i(197) 

東海 396 428 i(108) 582 i(147) 690 i(174) 844 i(213) 1,084 l(274) 

近畿 259 320 l(123) 507 l(196) 461 l(178) 682 l(263) 854 l(330) 

中国 249 275 :(110) 443 :(178) 527 :(211) 661 :(265) 893 :(358) 

四国 119 182 !(153) 333 !<200) 414 !(347) 601 !(505) 882 i<740) 

3倍以上の増 九州 422 550 i(131) 717 i(170) 829 i(197) 928 l(220) 1,135 i<269) 

沖縄 92 118 i(128) 367 i(397) 385 i(417) 554 i(601) 874 i(948) 

全国平均 605 697 !C115l 938 !C155) 905 :(150) 1,074 :(178) 1,230 l(204) 加を示してい
：総務省『家計調査年報』を基に作成。

る。 特に、 四 註）数値1;1:2人以上世帯（農林漁家世帯を除く）のもので、品目別の消費者物価指数（2005年基準）Iこより実即時行っている。0肉の
国では7倍強、 数値は、1捌年の数値を100とした時の指数である。

沖縄では9倍強と支出金額が大幅に増加して

いる。

その結果、納豆への支出金額に関し、地域

間の格差は減少してきた。1980年時点で支出

金額の最大値は東北地方の 1,309円であり、

最1Jvf1直は沖縄の 92円で、その差は 1,217円

であったが、 2005年時点では、最大値1,693

円（東北地方〉に対し最小値は854円（近畿

地方）で、その差は839円と 80年に比べ400

円近く減少している。

それでは、西日本を中心とした家計での消

費量の増加は、どのような要因によりもたら

されたのであろうヵ、まず努ーに考えられる

のは、血栓溶解酵素のナットウキナーゼの存

在が 1986年に報告されたりし納豆の健康へ

の効能が徐々に明らかにされ、その↑静財宝消

費者に広まり、健康志向と相侯って健康のた

めに納豆を食べる消費者が増えてきたという

ことである。業界団体である「全国納豆協同

組針車合会」が中心となって納豆の健康への

影響に関するf静Rを発信しており、テレビの

健康番組でも納豆が取り上げられる等、納豆

の機能性についての情報に触れる機会は増え

てきている。

さらに、大手メーカーが西日本の消費者向

けの製品開発に力を入れてきたことも要因と

して考えられる。茨城など東日本に本社を置

く大手メーカーは、1980年代半ばから西日本

に営業所や工場を建設し、西日本の消費者向

けの製品開発・販売を積極的に行うようにな

つk-o例えば、茨城県に本社を置く全国販売

額1位（2004年度）のタカノフーズ社は、

1985年に大阪営業所を開設、 1989年に三重

県に工場を建設し、操業を開始している。ま

た栃木県に本社がある全国販売額3位のあ

づま食品社は、 1993年に関西、北陸、東海也

区の拠点として三重県に工場を建設し、操業

を開始している。そしてこれら大手メーカー

は、甘みを強くするなど西日本の消費者の噌

好に合ったタレを耐寸したり、しそ海苔や大

根おろしをタレに加えてさっぱりと食べられ

るようにした商品や臭いの少ない商品等を開

発・販売することで、西日本での納豆の消費量

の増加に努めた。

このように納豆は他の大豆加工食品とは

異なり、西日本を中心に需要が拡大してきた

食品であるが、近年は需要は頭打ちになり、

現在の納豆産業は成熟産業へ移行したと言え

る。このような中、大手メーカーは値下げや

新製品の投入によりシェアを拡大し、それに

より納豆産業では上イ企企業への販売集中が進

展してきでいる。

2）納豆の産期葺造の変化

第2図は、2004年における全国販売額上位

5社について 1984年以降の市場シェアの推

移を表わしたものであるが、上位5社以外の

企業のシェアの総和が 79.5%から 31.5%へ

と大きく減沙、してきでおり、上位5社への販

売集中が顕著となってきている。特に1位企

業のタカノフーズについては 7.9%から
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30.4%へと最も大きく

シェアが増加しており、

近年の納豆産業はタカ

ノフーズ社を中心とし

た上位企業への販売集

中が著しいと言える。
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→ーヲカノフーズ
4 ーミツカン（旧朝日食品）

ー←あづま食品

→←くめ・クオリティ・プロダクツ
→←旭松食品
→ーその他（よ位5社以外合計）

このような上位企業

への販売集中が進んだ

要因として、まず努ー

に挙げられることは、

前項で、述べたように、

関東に本社を置く大手

メーカーが 80年代後

半から西日本に工場・

営業所を建設し、西日

本での納豆の販売促進

v争 Y合政 Y争 中歌歌歌 v争政 Y争
、以舎やや ε~ zず今や命令今
ら~おら .cy .cy .cy .cy ら勺む

～~，～ 

第E図 全国納豆販売額上位5社の市場シェアの推移 （判）

資料 日刊経済通信社調査出版部 『酒類食品産業の生産 ・販売γェア』の昭和62年度版、平成元年度版、 平成 3年度版、 平成 5

年度版、 平成7年度版、平成9年度版、平成 11年度版、 13年度版、 15年度版、 17年度版のデータを基に作成。

註 1）ミツカンは 1997年に朝日企品を買収して納豆事業に参入した。

註 2）旭松企品の 1991年以前のデータは入手できなかったa

を図っていったという

ことである。西日本の消費者の噌好に合うよ

うタレの甘みを強くした商品や、臭いの少な

い商品、タレに大根おろし等を加えてさっぱ

りと食べられるように工夫した商品を開発・

販売することで、大手メーカーは納豆をあま

り食べ慣れていない西日本の消費者への販売

促進を図り、西日本での売上を伸ばしていっ

た。

第二の要因として、量販店が成長し小売業

での寡占化が進展する中で、そうした量販店

の要請に応え、量販店と結びついた大手メー

カーが順調に売上を伸ばしていったとし、うこ

とが考えられる。量販店からの大量かっ安価

な商品納入の要請に大手メーカーは応え、そ

うして各社のレギュラー商品が量販店の“特

売品”として売り出されることとなった。こ

こで、レギュラー商品とは、輸入大豆を使用し、

オーソドックスなタレとカラシが付いた商品

で、大手メーカーの売上の多くを占める看板

商品であるが、このようなレギュラー商品が

量販店の集客に使われる特売品として売り出

され、その結果、量販店に納入する大手メー

カーの販売量も増えていったと考えられる。

このように、大手メーカーは量販店からの

大量内入と安価な商品納入の要請に応えつつ、

一方で新たな消費者の獲得のために“食べや

すい納豆”を新商品として販売していったこ

とで売上を伸ばし、結果として上位企業への

販売集中が進展したと考えられる。そして、

このような販売集中の進展と、主要な納豆メ

ーカーが所属する「全国納豆協同組針車合会」

の所属メーカー数が298社（2003年9月30

日現在）であることを踏まえれば、現在の納

豆産業は少数の大手メーカーと 300社に近い

多数の中小メーカーとが並存する構造である

と言える。このような中、中小メーカーを中

心に他社とし、かに差別化を図って生き残って

いくかが大きな課題となっているが、次節で

は、大手と中小の製品ラインナップρの鞘教を

述べた上で、大手との差別化を図るために大

豆産地との連携による製品開発に取り組む中

小メーカーの事例を考察する。

3. 納豆メーカーの製品戦略

1)大手メー力ーと中小メーカーの製品ライ

ンアップの相違
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納豆は、大豆と納豆菌を原料とする発酵食

品であり、タレやカラシなどが耐寸されて販

売されるが、製品差別化の方向としては、（1) 

康科大豆にこだわる、（2）「タレ」等の添付品

を工夫する、（3）栄養成分や「におわない」

などの化学的機能性を付加・増強する、（4) 

納豆を作る際の劉去にこだわる（石室での発

酵等）といった4つが中心となっており、こ

れら以外には、包装資材の工夫、昆布など副

素材の納豆への添却等が挙げられる。

このような製品差別化の方向について今

後の意向を調べるために、くめクオリティ・

プロダクツ社を除く上位4社に対して 2001

年7月、 8月にアンケート及び聞取調査を行

った。回観吉果は第2表に示しているが、添

付品を工夫する、化学的機能性を付加・増強

するへの回答が多くなっている。この理由と

して、原料大豆を変えるよりも添付品を変え

たほうが味の変化をつけやすく、消費者に他

社製品との違いを訴えやすいということが考

えられる。また、タレを工夫することで、納

豆を食べ慣れてない人でも食べやすいように

できるため、新たな顧客護者尋の手段としても

添付品の工夫は有効であると考えられる。

第2表製品差別化の方向性に関する意向調査結果

間斗アンケートおよひ澗き取り調査により件減（複劉亘書め

このように納豆は、他の大豆加工食品に比

べて多様な製品を開発でき、上位5社を中心

に様々な製品が販売されているが、製品ライ

ンナッフ。は大手と中小とで大きく異なる。大

手メーカーは、スーパーの特売品になる安価

なレギュラー商品に加えて、近年は（2)(3) 

の製品差別化を中心として幅広く商品を開

発・販売している。このような広範な商品ラ

インナッフ。により、量販店の陳列棚に数多く

の商品を並べ、多くの消費者の噌好を満たす

ことが可能となり、それにより市場シェアの

拡大が図られている。

一方、中小メーカーでは、商品数を絞って、

上記3つの方向のうち（1）か（2）の製品

差別化に特化することが多い。特に、 1番目

の原料大豆による差別化が多く、産地や品種

を明記した商品や、地場産大豆を用いた商品

を中心に据えるとともに、経木やわらづとな

ど包装資材にもこだ、わった商品を劉査してい

る。

このような大手メーカーと中小メーカー

の製品ラインナッフ。において、特に異なる点

は、総商品数に占める国産大豆使用商品の割

合である。第3表は、 2006年 11～12月に聞

取り調査を行った納豆メーカーの商品数合計

と、国産大豆使用商品数を表したものである。

これより、売上額が小さいところほど、国産

大豆使用商品の割合が大きくなっていること

が分かる。
第3表国産大豆使用商品数の相違

会社名
20売0上5年（度億納円亘） 

商品数
園商屋品数文旦使用

T社 400 19 2 (10弛）

A社 120 21 7 (33弛）

KU社 100 19 6 (32弛）

TA社 21.4 8 4 (50%) 

KO社 6 7 6 (86%) 

TO社 2.3 18 18 (100%) 
資料・間取り調査と各社のホームベージを基に作成。

註 1）納豆商品数は、同じ商品名でも、カップ容器
とトレー容器では異なる商品として計上している。

註2）国産大豆使用商品数の欄の（）内の数値は、
納豆商品数に占める国産大豆使用商品数の割合（%）
を示している。

そして、頻繁に新製品を投入する大手メー

カーと類似した製品ラインナッフ。で、は生き残

れないと考える中小メーカーは、大手があま

り対応していない産地や生産者を限定した国

産大豆使用商品を販売することで大手との差

別化を図ろうとしている。中小メーカーは大

手メーカーに比べ原料大豆の取扱量が小さい

ため、圏内の特定の産地や生産者と連携する

余地が大きく、この点は大手メーカーにはな
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し、利点と言える。次項では、大豆産地との連

携により地場面て豆や在来勧て豆を用いた商

品を開発・販売している中小メーカー2社の

取り組みについて、 2006年 11～12月に行っ

た聞取り調査の結果を基に考察する。

2）大豆産地との連携による中小メーカーの

製品開発

栃木県に本社と工場がある KO社は、納豆

と豆腐を襲鑓している企業であり、2005年度

における売上額は豆腐類 24億円、納豆6億

円となっている。納豆と豆腐のいずれにおい

てもキ財て県産大豆を使用した商品を製造して

おり、納豆7商品のうち国産大豆使用商品は

6つである。そして 2000年より、栃木県怪

済連との取組みを通して地域の農家に工場周

囲等で黒大豆を耕吾してもらい、その大豆を

買い取って納豆を事鎚している。現在、作付

面積品約 170haであるが、工場周囲であれば

圃場が目の届く範囲にあることから、消費者

に対しても安全性のアピールがしやすく、同

時に姐蛾農業との共生につながると考えてい

る。また、 KO社は黒大豆納豆以外に、健康

食品会社 D社から受注生産を受けて黒大豆

の加工食品を劉査し、それら加工食品はD社

を通じて販売されている。 D社の会員は200

万超であり、上河内としづ産地が全国的に認

知・評価されることをKO社は期待している。

一方、東京都府中市に本社があるTO社は、

納豆とテンベを製造する企業で、2005年度の

売上額は2.3億円である。 1981年の紀ノ国屋

との取引開始を契機に、国産大豆使用量を劇

的に増やし、 2000年までに、原料大豆をすべ

て国産に切り替えた。原料大豆は、栃木の在

来衝に豆、茨城の納豆小粒、そして十勝地方

のスズマル等で、ある。栃木の在来種大豆と茨

城の納豆小粒については生産者との直接取引

で入手し、また、十勝地方のスズマル等につ

いては、特定の生商品合が耕音した交付金対

象大豆だけを難句耕吾で入手してし、る。そし

て、社長自ら各産地を年2回訪問し、栃木と

茨城の生産者には無農薬での耕吾をお願いし、

十勝の生商ill:合に対しても除草剤の使用を極

力控えることを注文している。

TO社の納豆小粒における直接取引は、茨

城県金砂郷の 18軒の大豆農家と行っており、

単収が 120～150kgと低くあまり量が取れな

いものの、金砂郷の山間地で取れた大豆は食

味も粒径も良いということから取引を行って

いる。年間取引量は約 50トンで、取引価格

は2万4千円（60kg当たり）である。一方、

栃木の在来種大豆は、益子町の1軒の農家と

の取引であり、取引価格は2万5千円（同）

で、取引量は目安として年間 1.8トンである

が、「できた分だけでいい」という形で特に取

り決めていなし1。このような緩やかな数量契

約が可能なのは、 TO社の販売先の小売店が

大豆生産の現場に対して瑚卒があるからであ

る。 TO社は、各地の在来種大豆で納豆に向

いた品種を現在も探しており、それぞれの地

域が地域固有の大豆を耕音し、それを納豆に

して販売することで地域農業が活性化するこ

とを望んでいる。

ここで取り上げた中小メーカー2社は、と

もに京料大豆による製品差別化に力を入れて

いるメーカーであるが、両社に共通するのは、

原料大豆の入手を問屋に任せるだけでなく、

工場丘辺の農地で大豆を生産する、あるし、は

産地まで足を運ぶことで、生産現場の実態を

知り、「使用している大豆がどのように作られ

ているか」を把握した上で、消費者に安全性

等のアピールをしているということである。

大手メーカーに比べ中小メーカーは原料大立

の取扱量が小さいため、特定の産地や生産者

と連携する余地が大きく、産地や生産者との

コミュニケーションを密にすることで原料大

豆に対する要望を伝え、そして産地や品種、

耕吾方法等どのような大豆を用いているかを

ラベルやホームページ、消費者交流イベント

等で消費者にアピールすることで、大手メー

カーとの差別化を図っていくのが今後の一つ
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の流れになると考えられる。

4. おわりに

材高では、納豆の消費構造と産業構造を概

観した上で、国内大豆産地との連携により製

品開発に取り組む2社の事例を基に、中小メ

ーカーが大手メーカーとの差別化を図る一つ

の方策について考察を行った。その結果、中

小メーカーは大手に比べ原料大豆の取扱量が

小さいことから、圏内の特定の大豆産地や生

産者と連携できる可能性が高く、このような

連携により産地や生産者へ原料大豆について

の要望を伝え、原料大豆がどこでどのように

作られているかを消費者にアピールしていく

ことが、大手と棲み分けを行う一つの方策と

考えられる。

しかしながら、このような大豆産地との連

携においては次のような課題が挙げられる。

まずな第一に、取引相手をし1かにして見つける

かとしづ問題である。事例として取り上げた

TO社は、十勝地方の生産者については普及

員を介して、益子町の農家とは勉強会で取引

相手を見つけることができたが、納豆に向い

ている大豆品種は限られていることもあり、

容易には取引相手を見つけられないのが現伏

である。

第二に、難句内容の問題であり、取引数量

と価格をどのように決めるかとしづ問題であ

る。多くの小売店はメーカーに対し決まった

商品納入量を要求するため、メーカーは大豆

産地が難句どおりに原料を供給することを望

むが、転作水田で、大豆を耕音してしも生産者

においては、栽培技術が未熟で収量が安定し

てないことが多し1。そのため、メーカーと産

地はどの程度まで厳格に数量契約を結ぶかが

問題となってくる。また、取引価格にしても、

毎年の落札価格をどの程度反映させるかとし、

った問題がある。

以上、大豆産地と納豆メーカーとの連携に

おける課題を2点挙げたが、これら以外にも、

開発された製品の販路や消費者へのアピーノレ

方法等マーケティング上の課題も考えられる。

これらの課題の分析およひそ解決方法の提示は

今後の課題としたい。

注

1)材高でいう大手メーカーとは、本洲、｜全域

に営業所や出苦手斤等を持ち、材、｜全域に商品

を獄亘させているメーカーであり、全国販売

額の上位5社包004年度）がこれに該当する。
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