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[研究論文]

実需者主導による差別化戦略を起点、とした国産大豆の価値イノベ}ション

吉田貴弘北板垣啓四郎叫

要旨

わが国では米政策改革の進展にともなって水田における大豆の作付が拡大し，近年国内の大豆加工品市場には国

産大豆が一定規模で供給されている。しかしながら大立加工品には国産大立と比較して安価な輸入大立が原料とし

て多く用いられ，製品の価格競争の激化にともなって国産大立の需要は限定されている O これに対して本稿では

「価値イノベーションjの導入によって国産大立を使用した高付加価値品の製造・販売を通じて低倫格品との差別

化を試みる零細メーカーの取り組みに着目したO

filli値イノベーションとは 製品の製造・輸送段階における技術革新や 級織の刷新を指す場合のイノベーション

とは区別して，製品の新たな価値を創造するとともにその価値の普及を通じて新規需要を創出する，消費者の価値

観に対するイノベーションとして祭者が定義している O 岩手県の豆腐メーカー F社の事例で、は， F社は卸売業者

M社を通じた原料の調達を通じて生産者を含む三者の連携を深化させ，高品質な原料に対して適切な対仰を支払

う価値創造のサイクルを形成している O また F社製品は一般的な国産大豆の加工品と比較して割高であるにもか

かわらず消費者に広く支持され F杜は消費者の豆腐に対する価値観に変化を誘発している O こうした F社の取

り組みは価値イノベーションの実践事例と位置づけられ，本稿は価値イノベーションの導入が国産大豆の需要創出

に果たす役割を実証した。

[キーワード]大豆，実需者，イノベーショシ，価値，差別化戦略

Opportunity and Challenge to Increased Demand for Local Soybean in 

]apan 

Takahiro YOSHIDA'j and Keishiro ITAGAKI・2

Abstract 

Soybean production in Japan has gradually increased under the rice conversion policy， while the demand for local 

one has tendency to decline， The reason for it will be explained by the fact which most of the processor has been 

inclined to avoid using the local soybean with relatively higher price， 

This study aims to address the opportunity and challenge for the increased demand 0ロlocalsoybean， using the 

conc巴ptof“Demand Pull Typed Innovation"， which will be defined as the discriminated use for local product with 

higher added value 

This newly defin巴dconcept will be applied to the actual movement occurred in J apan. 

[keywords] Soybean， Processor二Innovation，Value， Differentiation 

1.はじめに

1970年代読半以降，わが国では米政策改革の進展

にともなって水間転作による大立の作付が拡大してき

た。とりわけ 2000年以降水田における大豆の本作化

が推進され，地域単位での集荷および叛売が強化され

*1 東京}l~l業大学コミ学[，記j見学研究科， Graduate School of Agriculture， Tokyo University of Agriculture 
*2 東京jJ2業大学問|奈食料↑fJ級学部， Faculty of International Agriculture and Food Studies. Tokyo University of Agriculture 
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るなど，交付金を活用しながら全国各地に大豆産地が

形成されてきた。

他方でわが閣の大豆需給はその多くを輸入大立が

担っており，油類用を含めた大立全体の自給率は 5

%，食用に規定しでも約 20%で推移している[)。国

産大豆のほとんどは食用として出費されるが，アメリ

カやカナダなどから輸入される食用の大豆が国産大豆

と比較して供給が安定しており，かつ安価であること

から，多くの実需者が割高な国産大立を敬遠している

傾向にある。

こうした実情を反映して，国産大立の主要な取引の

場である入札取引では近年落札率が低迷し続けてい

る2)。わが国では政策的に大豆の生産が拡大される一

方で国産大豆の需要は眼定的であり，ここに筆者は闇

産大豆の需給ギャップを指摘する O

国産大豆の需要拡大に向けた議論3)は数多く存在す

るが，大別すると次のようにまとめられる O

第一に大口需要者向け供給体制の確立により，輸入

大立からの転換を促す方策が挙げられる。具体的に

は，大手メーカ _4)のように製造ラインでの大f量生産

を行うメーカーにとり原料の安定供給は不可欠で、あ

り，天候や土壌中の水分管理の影響により生産年度ご

とに収量および品質にパラつきが生じやすい国産大豆

は導入しにくい。これに対して産地における収量の増

加や品質の改善，地域的な集荷や乾燥調整を実施して

安定したロットを確保し 大口需要を獲得することが

呂指されている。

第二に価格帯を輸入大豆のそれに接近させることに

よって，酉産大豆の需要は拡大し得るという議論があ

るO すなわち，国産大豆の加工適性や食味に対する

価は高く，現在よりも価格が割安かっ安定して推移す

れば，メーカーは供給不安のリスクを吸収しながら国

産大立の取扱量をJ広大で=きると考えられるのである。

しかしながら現行の制度では生産者の手取りfilli格が市

場での取引相場をもとに算定されることから，国産大

立の価格引き下げには根強い抵抗がある O

第三に国産大豆の価値を高めて新たな需要を創出す

るための，高付加価値化と輪入原料との差別化戦略が

ある。これには割高な価格帯に見合った国産大豆の価

値の創造とその普及が求められるが， r町売りの豆腐

屋」に代表される一部の零細立蹄メーカーが生産者お

よび消費者a との結びつきを深化させ，間定ファンを獲

得している実例がある O

第一，第二の視点は主として政策の方向づけに依拠

する部分が多く，これに対して第三の視点はフードシ

ステムにおける各経営主体の取り組みに由来する O 本

明究はこの第三の視点に位置づけられ，とりわけ実需

者による貢献部分に注目するものである。具体的に

は，零細豆腐メーカーである y社の取り組みを rfl陥

債イノベーション」の実践事例として分析し，留産大

豆の需要創出のメカニズムを解明する。

フードシステムにおける主イ本間関係の強化やバ

リューチェーンの構築，イノベーションの誘発につい

て，斎藤 (2011)は農商工連携の文献から食料産業ク

ラスターの形成および6次産業化の過程のなかで論じ

ている。とりわけ農商工連携の実賎について，近年の

傾向から生産者(JII上)を中心とした「地域内発型ア

グリビジネスjや小売(J11下)主導によるサプライ

チェーンの構築およびインテグレーションの実銭に力

点が行われているが，本研究では実需者(J11中)，と

りわけ零細主体の動向とその役割に住吉する。国産大

立に関わるフードシステムの先行研究としては，豆腐

を事例とした漂 (2011)が挙げられる。しかしなが

ら，そのなかで零細メーカーについての言及は限定的

である O

以下，第E索で価値イノベーションを定義づけし，

第田章で分析の対象となる大豆加工品市場の動向と，

実需者の販売戦略における悶産大豆の位置づけを整理

する O 第N章で岩手県の豆腐メーカ -F社による他

社との差別化戦略から，豆腐の「価値イノベーショ

ン」の成果を検証する O また同社製品の高付加価値化

を支える生産者および卸売業者との連携の実態を整理

して， F社の事例から価値イノベーションの導入が国

産大豆の需要創出に果たす役割を実証する。

n.価傭イノベーション

イノベーション理論は Schumpeter(1912)による

提唱を起源として，近年わが国でも多くの企業や組織

がイノベーションの誘発を経営上の戦略的課題に掲げ

ている。その多くは，製品の製造過程や輸送段階にお

ける「技術革新Jあるいは経営経織の f刷新Jを指

し，織焔 (2001) はこれらを「フ。ロセス・イノベー

ションjと分類している。他方で製品やその素材・部

品に関わる「プロダクト・イノベーションjの重要性

を指摘しているが，本稿で扱う価値イノベーションは

そのなかでも製品の価値に対するイノベーションを指

し，いわば消費者の「価値観」に対するイノベーショ

ンと筆者は位置づける O

類似する理論には， Drucker (1985)の「顧客創造

戦略j，あるいは「価値戦略」が挙げられる O

Druckerは企業家の戦略について，各目的に応じてイ

ノベーションを導入する「総力戦略j，rゲリラ戦

略j，rニッチ戦略Jと大別して， r顧客創造戦略Jを

「イノベ…ション自体が戦略であるjとしている。す

なわち物理的には変化を起こさずして，経済的には新

たな価値を創造して顧客を部造するのである。

斎藤 (2011) をはじめ多くのフードシステムおよび

クラスター研究は Poter(1980) を引用し，その

なかで論じられるイノベーションは産業内外における
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集積やインテグレーション，あるいは顧客ニーズへの

的経な対応による経営仁の効率化や合理化に寄与する

ものと説明されている。その結果，対g(とする製品の

より安価)jで安定的な供給が実現されるが，本毛布で、定義

する価値イノベーションは製lzlの価値に対する評価を

高めることから，その販売iiJ日絡は割1)当になる場合が想

定される。したがって価値イノベーションはマーケ

テイングヒは|三効率jな要素として既往の研究に逆行

しかねない。しかしながら，消費者にたjしてjiWi古な1IIIi

絡に見合った↑im値が提供され，その収益の一部が原料

の生産者や実常者の活動にインセンテイブをもたらす

とすれば，価値イノベーシヨンが製品の差別化ないし

新規需要のおJIJ:'，に貢献する可能性がある。

本;j:;i:iではこれを国産大豆の事例に迎Iljして実証す

るO そのi出，次の 2点をiilli他イノベーション成立の要

件とする。第一に消費者が価格にとらわれず国産大立

を支持するための新たな1illi1flt[が実;前者を 1:1:'心に創造さ

れること 51 第二にその古11日i立が実有者の主導により普

及され， ?iH1
(者の自lIi値観に変化を誘発することであ

る。

E‘大豆加工品市場の動向と国産大豆使用の実態()'I

立!尚や納豆といった大豆IJII工1171は小ぅ'clJlfにおいて日

配品に分類され，低価格品の象l'i;Zとなっている。また

近年大手小売各社¥l'，Jの価格競争が激化したことで，低

価格化の傾向は!床11';つやiA'e?IIJなとマにおいても進行してい

るO こうした潮流に対して大手小売各社は自社フ万ン

ドによる割安な製品の!呪売を強化するなど，大手パ1:1

堅メーカーとの1m携をi邑じて低価格志向に対応してい

る。また他のメーカーとの取引に際しても割安な価格

帯を前提とした交渉が進められる場合が多い7io

こうした低1i訓告志向を背景として，多くのメーカー

は輸入大豆のf古川を拡大して安価な製品を大量に生産

している O すなわち，前述のように質・量ともに供給

が安定的な輸入大豆を原料として製JIllを効率的に製造

し，これを安1iUiに販売するのである O とりわけスー

パーへの納入を主要な取引先とするメーカーでは，輸

入大立使用品が売上構成比率の大半を占める場合が多

し、。

このように小売業者が低価指化を主導する市場にお

いて，高付加価値品による差別j化を言にみる事例が納豆

および豆腐の中小・零細メーカ _81を1:1:1心に存在す

る。すなわち低価格品との楼み分けを目的として国産

大豆を原料とした高付加1illi値品を製;喧・販売している

のである。 1，/=I/J、・零細IIメーカーでは製造規模の差異か

ら，大手メーカーと比較して低1il1i格化へのおj応が容易

ではなし'0 したがって価格競争iこ11'<.らない差別化戦11陥

を展開しているが，国政大豆は消費者から食味や安

全・安心、のイメージが評価されており，差別化のi部材

としてi舌JFJされている。

潔 (2011)はi君臨大豆を活用した豆腐メーカーによ

る他社との差別化の優良事例をIrxり上げているが，筆

者が実施した実態調査においても I!l産大豆を活用して

差別化を実現したメーカーは存在した。これらの優良

事例から，差別化実現のための要件を，原料調達，力11

工，販売の各段階別に摘出することができる O

耳目ーに原料，の安定的な調達と仕入れH寺のリスクの軽

減である。現在国産大豆の取引には①契約栽婿，②キ11

対取引，③入札の 3種類が存在するが， I顔の見えるj

原料を求めるメーカーは契約栽培を j~択している O し

かしながら契約栽培は捕種前に収穫物の全註購入を前

舵とした取引であり，凶作11寺の歩fdりの低下や貯蔵に

W，jわるコスト嶋などのリスクがともなう。 1長良事例で

はこれらのリスクを卸売業者の1111介により l降減するこ

とで，メーカーは国産の原料を安定的に調達してい

た。

第二に原料の品質をj自切に見極めた力1I工と他社製品

とは424なる特徴を創出する技術力を有することであ

るo y)ly述のとおり I~l産大豆は品質にパラつきが生じや

すく，各力11工段階において原料の状態に合わせた調整

が求められる。これに対して{長良事例では，熟練の製

造者により[立のくせjが見極められ，優れたIJ¥1工技

術によって国産大豆から「こだ、わりのi味jが生みU¥さ

れ，その「ほかにはない味」は一部消費者から熱烈に

支持されている。

第三に1iUi格競争に:1lI1i9:しない販売戦111告の皮肉であ

るo l事 (2011) も指摘するように， 1主Iilr~大豆を i古m し

た経営を実践する l二で、は，いかに価格;;wを維持しなが

ら販売を拡大するかが重嬰である O すなわちi)}Pfl]多売

は品質の保持:に限界が生じて輸入原料を使用した製品

との差異を創出しにくくなる恐れがある O また低1illi格

化は差別化に不可欠なブランドの)1'.S成を阻害する要因

となることも想定され，経営者には一定7J(ì'fl~ の {íHi絡荷

を維持しながら収誌を確保する販売戦略と経営努力が

三jZめられる O

主j、ヒ 3つの要件を満たす優良事例が存在する一方，

これらを実践しながらも悶産大豆の使用をj祈念する

{刈も存在する。具体的には，①一度国産大豆を使用し

て製品を開発しでも原料の供給不安から継続的な製造

および販売に踏み切ることができない，②国産大豆を

使用しでも他社製品との明確な差異を創出するには至

らなかった，③高品質の製品を開発しでも割高な1illi格

帝ではブランドの形成以前に販売量が11¥1ぴ悩む，と

いった経緯から国産大豆の使用割合が縮小されてい

る。本稿では中小・零細メーカーが夜間する喫緊の課

題として，特に②の嬰l;slに着目する O

現在スーパーなどで奴売されている国産大豆を使!日

した製品の多くは食味や13徴が類似しており，輸入原

料をf史用した製品とよじ絞しても消費者lこj1sいがfl2r1IOCさ
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れない場合が多い9)。そのため消費者は庖頭におい

て，国産原料使用品と同等な品質を想定して比較的安

価な輸入原料使用品を選択することが想定される 10)。

また大手メーカーも部分的に国産大立を原料に使用し

ていることから，中小・零細メーカーは国産大立を活

用したなかでも差別化や低価格化への対花、を迫られて

いる O

こうした実態の背景には，わが国における大豆の生

産が生産者と大口需要者のニーズを重視して拡大して

きた経緯が影響していると考えられる O 現在国内で栽

培される大豆の多くが国の「奨励品種Jであり，その

大半が豆腐用の高タンパク大粒品撞である。多重量で

樹病性や作業適性を有するこれらの品種は多くの生産

者から支持され11) また安定的な供給を重要視する大

手メーカーからも支持されている 121。他方で大手メ

カーとの差別化を目指す中小・零細メーカーや納豆を

はじめとする豆腐以外のメーカーにとり，悶産大豆の

品種は選択肢が限定的で、ある。またアメリカおよびカ

ナダから輸入される食用大豆の多くも高タンパク大粒

品種で、あるほか，メーカーによっては海外の生産者と

の契約栽培を通じて理想とする原料を調達する13)事例

も存在し，国産大豆の特性を活かした製品開発は困難

な状況にある O

浮 (2011)はわが国の食用大立の多くが豆腐として

出資されている点を指摘し，豆腐加工向けニーズの把

援が霊要であることを指摘している O そうした視点か

らは高タンパク品種の昔及は実需者ニーズへの対応、の

結果と捉えられるが，筆者はこうした実態を国産大豆

の価値喪失と位置づける。すなわち大口需要者のニー

ズに対応した原料の供給は悶産大豆の使用拡大に結び、

つくものと評価される一方で，その特性は画一化さ

れ，輸入大豆との差別化をも fill寄しかねないのであ

るO

このような問題意識から，本稿で、は国産大立の価値

創造およびその普及による新規需要創出の需姿性を指

摘し，岩手県の豆腐メーカ -F社のやー例から悶産大

豆の価値イノベーションを誘発するための要件を導出

する O

N.在来種を活用した価値イノベーションの実践HI

岩手県八幡平市，安比高原にほど近い村落に位置す

るF杜は，ホテルや旅館といった業務用の卸売に加

えて 2000年から自頭および通信販売での小売を実施

している o F社製品はいずれも他社にはない食味や特

徴を有しており，一般的な図産原料使用品の価格の 3

~5 倍，なかには 10 倍以上の価格で液売されるもの

もある。しかしながら庖舗には近隣の東北各県をはじ

め全国各地から連日多くの来容があるほか，通信販売

では高級品として贈答用にも活用されている O

F社製品の特徴の一つが素材の 1:11床を活かした「や

わらかい豆腐」である O 現在では「おぼろ豆腐jや

「ざる豆腐」といった立乳を完全に凝閤させない製品

は数多く存在するが，その先駆けとなったのがF社

と言われている。また F社の製品は生産量がごく限

定的で希少性の高い「在来種Jの大豆を使用すること

で他社との差別化を実現している。

前述のようにわが国で栽培される大立の大半が奨励

品種であり，奨励品種の栽培と販売がこれまで大豆生

産者の交付金受給の要件とされてきたが，その多くが

豆腐製造n寺にi氏自しやすい高タンパク大粒品種であ

るO 他方で F杜をはじめ一部の実需者は独自の製品

開発や他社との差別化を目的として割高な奨励外品離

の契約栽培に取り組んでいる O

F社が使用する在来種の多くは卸売業者 M社を通

じて調達している o M行;は生産者との密接な取引を

特長とし，在来種の買付においても播種前の契約栽培

と他の奨励品種を販売したi劾合の交付金受給額を想定

したプレミアムを上乗せして取引している O したがっ

て M社の取り扱う在来種は，一般的な奨励品種の大

豆と比較して 4~5 倍の価格でメーカーに販売されて

いるが，在来種の11毒性的な香りや食味は消費者から支

持され， M社は在11売先の製品開発に貢献している O

M社は生産者との取引において，品質に見合った

対自IIiを支払うことを基本姿勢としており，生産者は結

果的に奨励品種の栽培と同等もしくはそれ以上の収誌

をあげ，過度に交付金に依拠しない大立作経営を実現

している。また継続的な取引を通じて生産者と M社

の信頼関係が深化することで，生産者は高品質な原料

の供給に積極的に取り組んで、いる。こうした M社の

取り組みについて F社社長は高く評価し，現在 F社

は信頼を寄せる生産者から M社を通じて原料を購入

し，この取引を通じた生産者，卸売業者 (M社)，実

需者 (F社)三者の連携がFtl:ブランドの峰、である

と言える。

これに関連してF社社長は開き取り調査において，

「豆腐が日配品の位置を税して安いことが当然で、ある

かのように販売されない むしろ手間11院をかけた良い

ものは高いという常識を作ることJを経営の基本理念

として説明している。 F社製品の購入者からは「ほか

の製品とは味が違うJI多少高くても美味しいのでま

た買いたいJIF社の豆痛を食べて豆腐というものが

もっと好きになったjといった声がF社に寄せられ

ている O

以上の F社の;取り組みを，前述の大豆実需者によ

る国産大豆使用による差別化のための 3つの要件と同

様に，原料の調達，力Il工，販売の各段階別に整理する

と，本事例の特徴が次のように摘出される。

第一に原料の調達において生産者，卸売業者を含む

三者の述携が確認され，三者の開には相互の価値を評
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佃iし高め合う姿勢から，価値創造のサイクルが存在し

ている O すなわち， M社により一定の取引価格が保

障されることで生産者の在来種栽培へのインセンテイ

ブが保持され，優れた品質の原料がF社に供給され

るo F杜は在来種を活用した製品を高価格帯で販売し

他社との差別化を実現しており，その収益の一部を安

定した原料の調達に還元している O したがって F社

は在来種のなかでも特に高品質なものを安定的に確保

することができ，他社との差別化において重要な役割

を担っている。

第二に F杜は在来種の特徴を生かした「やわらか

い豆腐jを開発するなど，加工段階においても他社製

品とは異なる特徴を創造している O とりわけ高タンパ

ク品種を用いた製品にはない甘味や香りは消費者に明

確に認識され， F1'土の製品は既存の国産大豆使用品と

は異なる特徴を有している O

第三に F杜は高価格帯での販売を前提としたなか

でそのブランドを形成し， I良いものは高いJという

経営理念を実践している O その結果消費者からの支持

を獲得するとともに，消費者の豆腐に対する価値観に

変化を誘発している O

前章で言及した国産大豆を使用した優良事例と比i絞

して，本事例ではいずれの段階においても優れた成果

を発揮している。とりわけ特徴的なのは第三の販売に

あるが，その高価格帯で、の販売は前二つの段階におけ

る成果が強く影響しており，価値を創造するサイクル

とともに価値の普及が実践されている O したがって本

事例は価値イノベーションの実践事例として位置づけ

られ， {nli値イノベーションは F杜の差別化を促進す

るとともに，立腐あるいは国産大豆の新たな需要を告IJ

出している O

V.おわりに

本稿ではわが国の国産大立需給の実態を大豆加工品

市場の動向を踏まえて解説し，価値の創造と普及によ

る価値イノベーションを通じた国産大豆の新規需要創

出の可能性を指摘した。

まずわが国における大豆生産は水回転作に関連し

て，生産者と大口需要者のニーズをもとに政策的に方

向づけされてきた。すなわち，高タンパクで多重量の

大粒品種の普及は生産者の大立作に対するインセン

テイブを高め，また大口需要者が求める原*:1.の安定供

給に貢献している O こうした取り組みを通じて国産大

豆の需給ギャップが解消することは望ましいが，本稿

では今日市場に流通する国産大豆の加工品の多くが輸

入原料使用Elとの明確な差異を有していないことか

ら，消費者からの支持を獲得していない現状を指摘し

た。

これに対して割高な国産原料使用品の価値の創造と

普及においては，大手メーカーとの差別化を目指す中

小-零細nメーカーが果たす役割が大きく，本稿では岩

手県 F社の取り組みを価値イノベーシヨンの実践事

例として取り上げた。ここでは卸売業者M社を通じ

た原料の取引が生産者を含む三者の連携を深化させ，

価値創造のサイクルが誘発されていた。また加工およ

び販売において形成された F社の特徴やブランドが

消費者の支持を獲得するとともに，豆腐に対する消費

者の価値観への変化を誘発していたO

本事例をもとに国産大豆使用による差別化の促進，

さらには国産大豆の需要創出の要件について考察する

と，原料の調達，加工，販売の各段階においてその成

果を発揮することに加えて，それらが有機的に結びつ'

くことの重要性が摘出される O すなわち F杜のブラ

ンドは各段階における価値の創造と普及に裏づけされ

ており，各要素が高価絡帝での販売とブランドの維持

に貢献しているのである O こうした点から本稿では，

F社における一連の取り組みを価値イノベーションの

成果と整理して，価値イノベーションの導入によって

豆防および国産大豆の需要が創出されていることを指

摘した。

一方で F杜のような事例は，豆腐メーカーのなか

でもごく一部に限定される。市場全体では大手メー

カーなどにより供給される安1illiな製品が売上シェアの

多くを占めている。したがって F社の事例はニッチ

市場における差別化戦略とも位置づけられ，現状では

大手メーカーと中小・零細|メーカーの楼み分けはある

校度適切になされているとも説明できる O

しかしながら大口需要者がロットを安定的に時保す

ることが田知ーである国産大豆の特徴を発揮しにくい現

状に対して，製造のみにとどまらずIIlJ売りや行商販売

を通じて販売も実施する零細l豆腐メーカーは，国産大

立の価値創造およびその普及を通じた他社との差別化

を実践している O こうしたことから国産大豆の新規需

要の創出に向けでは，価値イノベーションの導入によ

る零細メーカーの成果に期待される部分が大きし 3。し

たがって本稿で取り上げた F社の事例は，単にニッ

チ市場における一つの事例にとどまらない重要なモデ

ルと位置づけられる O

民後に価値イノベーションの応用可能性について述

べる。ミクロ経済学において価格は需給の均衡により

決定されるが， F 杜の事:iJ~ で消費者は F 社製品の価

値に対する対価を支払っている O こうした「いいもの

は高い」という価値観の普及は，国産大豆のみならず

輸入品との競争下にあるわが国の農産物全般に応用す

ることができると考えられる O

国産農産物をめぐっては昨今[安全・安心Jをス

ローガンに普及-販売に取り組む事例が数多く存在す

るが，これが輸入品と比較して割高な価格に見合う価

値を消費者に提供しているとは説明しがたく，本稿の
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事例における F社製品と他の国産大豆使用品との決

定的な違いがここに指摘できる。安全・安心に代わる

価値の創造と普及について，本稿で取り上げた国産大

豆の価値イノベーションの実践事例がその先駆的役割

を来たすことが期待される O

(注)

1)農林水産省「食料需給表J[1lより。

2) 13本特産淡援物協会[2]より O

3 )横山 (2004)，隠媛大立をめぐる窃1育(平成 23年 4月)[3]な

どのほか，農協関係者および実読者からの聞き取り調査に

よる。

4 )本稿ではメーカーを製造規模に応じて，大手，中小，等級

と分類している。

5)版科の生産者および卸売業者もこれに関わることから，価

値のおiJ jきは5#;~活者を中心としながら，フードシステムにお

ける川上およびJII中の主体によって拐われるといえる。

6) nt京農業大学が取り組む総合研究プロジェクト f裁が閣の

食料自給事向上への提言jのなかで祭者が2008ij三から実施

している実態調査の結来をもとにまとめている。

7)豆腐および志向立の中小メーカーへの聞き取り読査において

頻繁に話題に上る。

8) H. rl~;の容認11 メーカーの多くが製造・卸売のほかに IIJT売りに

代表されるような消費者向けの販売も行うことから，本稿

では ir:l'小jと「本紙IIJを区別して表記する。納豆の容認11

メーカーについても，卸交への依存度を相対的に低下させ

る傾向が見られることから，零細1メーカーを区別して捉え

ることカすで、きる。

9 )大豆以外の原料に総入原料使用品と問様のものを用いると

悶ilf大Rの特徴が表れにくい場合がある。また製品の品質

を均一に保持することを民的とした大豆の成分調書室やタレ

を用いた調味により消費者の味覚が変化していることにも

起因すると考えられる。

10)実際に優良事例では輸入隊料使用品との明篠な速いを創出

することで，国産原料使m品が支持を獲f尋している。

11)大豆に対する交付金は水田における転作の実絞と，収穫物

の室長およびその品質(上位等級の割合)により算定され

るため，生産者にとり大粧品稔の栽培はメリットが多い。

12) タンパク質を多く含む大豆はH.腐の加工において凝院しゃ

すい特性があり，豆腐メーカーにとり生産性や歩留りに大

きく影響する。

13)現在その多くは「有機大豆j として加工・販売されてい

る。

14) F t土， Mi'.上および取引うもの生産者への聞き取り調査をもと

に構成した。
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