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大豆の製品別市場動向・機能性研究動向

と企業の製品戦略

わが国をはじめとして， r食」における健康志向や食糧資源の確保観点から植物性タンパク質資源である

大豆に対する注目が世界的に高まっている。わが国では味噌，醤油，納豆などの伝統的な大豆発酵食品や醸

造調味料が生産され，日本の豊かな食文化を育んできた。しかし，近年では食事の欧風化，人口構成の高齢

化や少子化，経済の停滞にともない，発酵食品の消費が年々漸減の傾向が強まっている。これとは反対に海

外諸国では，日本食や発酵食品について健康食としての認識が高まり， rWASHOKUJの言葉も聞かれる様

に注目が集まっている。わが国の発酵・醸造産業の活路を求めるため，発酵食品の海外展開が期待されてい

る。本解説では，わが国発酵食品の主要原料である大豆に焦点をあて，大豆発酵食品における市場動向，研

究の展開，製品戦略について統計的な観点、からわかりやすく解説していただいた。

1.機能性研究の進展と製品開発の課題

わが国の公的試験研究機関では，多様な消費者・生

産者のニーズに応えるため，様々な大豆の新品種開発

を行っている。これら新品種開発を進めるにあたり，

食品企業の大豆に関する要望や大豆を用いた製品開発

の状況，市場の状況などを把握し，研究開発に活かす

ことが極めて重要となっている 1.2)。大豆の健康効果

に関する研究は，主要栄養成分である「タンパク質」

「脂質J["炭水化物Jに加えて，大豆特有の機能性成分

である「イソフラボンJ["サポニンJ.さらには納豆な

どの「発酵大豆食品」を中心に，疫学研究も含めて

様々な研究が実施されている。特に，疫学研究の成果

が多いイソフラボンでは，閉経後の乳ガンのリスクが

大豆タンパク質を含む食品を食べることで減少するこ

となどが明らかとなり 3) 世界的なイソフラボン・大

豆食品ブームのきっかけとなるなど，日本の研究成果

が注目されている。

また，多数の文献データを総合的に評価するレピュ

一手法であるメタアナリシスによる研究結果の検証や，

大規模疫学研究・コーホート研究などにより大豆の日

常的な食習慣と疾病の関係などが明らかにされるなど，

後藤一寿

科学的データも蓄積されつつある。これら実証された

データが多数発表されたことにより，さまざまな大豆

タンパク食品が各食品メーカーより開発されるきっか

けとなっている。特に，米国では 1999年に「一日に

25グラムの大豆タンパク質を含む食事をすると心臓

病のリスクを下げる可能性がある」といったヘルスク

レーム(健康強調表示)がアメリカ食品医薬品局

(FDA : Food and Drug Administration) により認可

され，大豆タンパク食品のブームの契機となるなど，

世界的に大豆の新しい市場が開拓されてきている。

このように大豆食品の新しいカテゴリーとして， 日

本食に代表される伝統的な大豆食品(豆腐，納豆，味

噌， しょうゆ)の市場に加えて，大豆タンパク食品，

たとえばミートテクスチャー食品やシリアルパー，ソ

イミルク・豆乳飲料市場等が大きく拡大してきている。

また，これらの新食品を開発する企業も多数現れてき

ており，新しい大豆食品市場・新需要を創造する一助

となっている。そこで，本稿では，大豆製品の市場動

向を概観するとともに，それら大豆関連企業の製品戦

略の現状や動向について解説する。
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2. 大豆製品市場の展開と需要動向

わが国の大豆食品は，豆腐，納豆， しょうゆ，味噌

といった伝統食品に加えて，様々な加工食品が製造さ

れている。さらに，近年は，これらに加えて，イソフ

ラボンのみ抽出し機能性食品素材として販売したり，

大豆を原料とするインク等を開発し，食品以外の用途

として加工する企業が現れるなど，多彩な展開を見せ

ている。そこで，伝統的な大豆食品に焦点を絞り，各

種統計調査，市場調査結果から，現在の市場の状況を

概観する。

(1 )豆腐

まず¥豆腐の市場概況及び動向を簡単に整理する。

富士経済 4)の推計によると， 2011年の市場規模は豆

腐1，785億円，凍豆腐 105億円，豆腐加工品 833億円，

合計 2，723億円の市場を形成している。用途別では，

豆腐が市販用 75%，業務用 21%，加工用 4%，凍豆腐

が，市販用 59.5%，業務用 31%，加工用 9.5%，豆腐

加工品が，市販用 72%，業務用 26%，加工用 2%とな

っている。一方で、経済産業省から公表される工業統計

表によると，第 l表に示すように平成 20年度(全数

調査年)で 4，792事業所が報告されている。詳細にみ

ると，従業者規模で 3人以下の層が最も多く 58%，

次いで 4人から 9人の階層が 27%を占めており，あ

わせて約 85%を占めている。ここには製造小売が含

まれていないことを考慮すると，豆腐製造業の大半は

中小規模の事業者により占められている状況にあり，

大手と中小の二極化構造を持つ産業であるといえる。

豆腐の商品としての特徴には， 日常的に消費される

日配品である点， 日持ちがあまりしない点，商品単価

が安く長距離輸送に向かない点がある。また日配品で

あることから薄利多売を余儀なくされ，製造業よりも

流通業者のほうが力を有し，値引率の改善や物流費の

負担要請など，豆腐製造業者は苦境に立たされている

状況にある。同様に，量販庖における売り場確保のた

めに量販庖の指示に従い，薄利多売にならざるをえな

い。これらの問題に対処するため，最近では日持ち改

善のための充填豆腐や個食化に対応するための小分け

包装など多様な商品が開発されるとともに，商品陳列

棚の一番下に位置づけられ下段商品とよばれる「日常

品」のみではなく，中段，上段に陳列される差別化商

品の開発も盛んになってきている。

(2)納豆

全国納豆協同組合連合会の推定によると納豆の市場

規模は 2011年現在1，730億円とされている。第 2表

は主要納豆メーカーの販売高と市場シェアを示したも

のであるが，全体の市場規模に対し大手2社で約

33%の販売高シェアを占めている。またここに示さ

れる上位 7社で全国の納豆製造業の約 5割のシェアが

あり，主要大手企業中心による市場が形成されている

第 2表主要納豆メーカーの販売高

(単位:億円， %) 

社名
2010年

販売高 比率 前年比

タカノフーズ 360目。 41.7 100目6

ミツカン 212.0 24.5 116.5 

あづま食品 124.0 14.4 123.0 

ヤマダフーズ 70.0 8.1 120.7 

マルキン食品 38.3 4.4 99.5 

丸美屋 21.0 2.4 91.3 

太子食品工業 17.5 2.0 100目。

全国出荷金額 863.9 100.0 98.0 

注)1 日刊経済通信社調べ。
2.一部同誌推計値。
3. ミツカンは 09年以降， くめ・クオリテイ・プロ
ダクツ， 10年以降，旭松食品の販売高を含む。

第 1表豆腐，しみ豆腐，油揚げ類製造事業所の規模別構造

従業者規模 事業所数 (%) 
製造品出荷額 l事業所当たり
(百万円) 製造品出荷額(万円)

3人以下 2，759 57.6 17，075 619 

4~9 人 1，277 26.6 28，162 2，205 

10 人~ 19人 329 6.9 23，964 7，284 

20 人~99 人 363 7.6 128，541 35，411 

100人以上 64 1.3 116，654 182，272 

合計 4，792 100.0 314，396 一一一一一一一
出所・平成 20年度工業統計表 品目編データより集計

第 108巻 第 11 号 797 



といえよう。

納豆も豆腐と同じく日配品であり，下段商品が量販

庖の特売商品として取り扱われることが多く，量販庖

の支配力が強い。一方で，豆腐と違い，商品重量が軽

いことから輸送上のデメリットは少ない。また，従来

納豆食文化は地域性があったが，最近では全国で消費

が伸びており，消費者の晴好に合わせた多様な商品開

発が加工メーカーの経営戦略上の重要なキーワードと

なっている。

(3) 味噌

味噌の市場規模は現在1.019億 5) 出荷量では約 42

万トン 6)といわれている。 1998年は出荷量 55万トン

となっており，最近は減少傾向にある。一方，第 3表

に示す工業統計調査の結果では，全数調査年である平

成 20年度の結果によると味噌製造を行っているのは

1.461事業所であり，従業員 10人未満の小さな製造業

者が約 75%を占めている。

(4)醤油

日本食糧新聞社 7)の推計によると， 2007年度の醤

油産業の市場規模は1.800億円，出荷量 921千 klとし

ている。 1998年の市場規模が 2，200億円，出荷量

1，068千 klであったことを考慮すると 9年間で実に

19%の減少であり，市場規模の縮小が続いている。

その背景について業界では 家庭における調理頻度の

減少と，多様な加工調味料(たれ，つゆ類)の開発に

よる一般品の使用減などを挙げている。第 4表の工業

統計による規模別階層構成を見ると， 10人未満の事

業所が約 73%を占めており，中小規模の事業所が多

く存在している。一方，市場シェアは， 2011年の推

計 5)によると大手 6社で 63%以上を占めている。販

売価格では過当競争による販売価格の下落が続いてお

り，全国醤油工業組合連合会が1月から 9月にかけて

全国の特売チラシ価格を調査した結果によれば，全庖

加重平均価格で 1リットル当り 133円となっている。

一方で，圏内市場が低迷する中，海外での需要は増加

している。 1989年に 8，419klであった輸出量が， 2011 

年には 16，6千 k18)に増加しており，輸出の相手先も

50カ国に上っている。

(5)豆乳

豆乳協会の推計によると， 2010年時点の豆乳市場

は約 400億円となっており，第 1図に示すように生産

量も 20万トンとなっている。特に近年は健康志向の

高まりと，多様な製品開発が奏功し，市場が順調に拡

大している状況にある。また，企業の海外進出も進ん

第3表味噌製造事業所の規模別構造

従業者規模 事業所数 (%) 
製造品出荷額 l事業所当たり
(百万円) 製造品出荷額(万円)

3人以下 536 36.7 3，159 589 

4~9 人 564 38.6 8，914 1，580 

10 人~ 19人 206 14.1 9，445 4，585 

20 人~99 人 132 9.0 54，639 41，393 

100人以上 23 1.6 57，920 251，826 

合計 1，461 100目。 134，077 一一一一一一一

出所平成 20年度工業統計表 品目編データより集計

第4表醤油・食用アミノ酸製造事業所の規模別構造

従業者規模 事業所数 (%) 
製造品出荷額 l事業所当たり
(百万円) 製造品出荷額(万円)

3人以下 456 36.0 3，268 717 

4~9 人 462 36.5 12，956 2，804 

10 人~ 19人 166 13.1 13，812 8，320 

20 人~99 人 140 11.1 52，017 37，155 

100人以上 42 3.3 152，588 363，305 

合計 1，266 100.0 234，641 一一一一一一一

出所:平成 20年度工業統計表 品目編データより集計
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でおり， 日本だけでなく，世界の豆乳市場 (SoyMilk

市場)をターゲットとした企業活動が活発になってき

ている。また，シンガポールの豆乳カフェが日本に進

出したことを受け，豆乳を用いたカフェ飲料やデザー

トの市場も拡大しつつある。

TVでの健康情報などの影響で，大豆製品の需要が

増減する中で¥市場自体は比較的拡大傾向にあると考

えられる。また，特定保健用食品が発売されるなど，

健康志向の高い顧客をターゲットとした製品開発や，

健康機能性などの研究が活発に行われ，新たなブーム

を起こす準備も進められている。

(6)その他新用途

大豆タンパク市場では， トップメーカーの不二製油

を中心に，様々な素材としての販売が拡大している。

特に， ミートテクスチャー製品やハム・ソーセージ加

工用の添加物など全体で 44，400トンが生産されてい

る。今後，大豆 タンパク市場の目指す商品価値は 「お

いしさJ+ I栄養機能性J+ I安価」が条件となる 9)

との指摘もあり，新たな市場開拓が期待されている。

また，機能性素材としてのイソフラボンについても，

摂取上限の規制はあるが，サプリメントなどの原料と

して有望であり ，すでに多くの製品が販売されている。

3. 大豆と健康に関する研究動向

大豆の健康効果に関する研究を体系的に整理した文

献に，家森・太田・渡辺 (1999)10) や日本栄養 食

糧学会 (1999)により編集された文献 11)があり ， ま

生産量(トン)

250，000 
園田生産量

制.四豆乳向けの大豆使用量
200，000 

150，000 

100，000 

50，000 

。

た喜多村凶により編纂された大豆のすべて (2010)

等においても詳細に整理されている。第 5表は大豆成

分ごとに発現する機能性を整理したものである。これ

らの文献や整理に基づき，大豆と健康に関する研究の

動向について整理すると，以下の点が指摘できる。

まず，大豆を対象とする疫学研究では，前向き研究

(コーホート研究)といわれる食生活・食記録，生活

習慣などの影響が将来の健康に影響を及ぼすかといっ

た点に関する研究が実施されている。特に， 日本人は

大豆製品の摂取が伝統的に多く，これらの影響を長期

第 5表 大豆成分ごとに発現する機能性の分類

成分

タンパク質

脂質

炭水化物

イソフラホ、ン

サポニン

機能

糞便ステロ イド排j世促進作用

糞便脂肪酸排i世促進作用

コレステロール濃度調節機能
リノール酸代謝調節機能

トリグリセリド濃度調節機能

肥満に対する効果

血中脂質低下作用

大豆オリゴ糖による便通改善効果

ホルモン作用

抗酸化作用

骨代謝・骨そしょう症

月経前症候群 (PSM)改善効果

更年期障害に対する改善効果

抗高脂血症作用

大腸がん細胞増殖抑制作用

甲状腺ホルモン分泌促進作用

肝臓障害抑制作用

抗ウイルス作用

注 文献 12の編集内容をもとに著者作成

使用量(トン)

25，000 

20，000 

15，000 

ト10，000

~ 5，000 

。
w、てt ~、<0 t、。。 σ、0'"t、4作、更す ν、<0t、。。 σ、cコ，.， ，刈作、てt ~、<0 t、。。 σ、cコ
α3α3α:)00000000σ、。、。、。、 σ、σ、。、 σ、。、 σ、OOOOOOOOOO.-i""，，，，， σ、0')0'1 0'10'1 σ、 mσ、 '"'"'"σ、'"'"0ロロロロロロロロロロ
守吋 守司 ，.， r寸 ，.， ，.， r寸 .-< .-< r寸 r寸 .-< .-< r寸 r寸 ，.， .-< t、， t、， t、， t、， t、， t、， t、， t、，t、， t、， tサ

第 1図 豆乳の生産量と大豆使用量の推移
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第6表大豆タンパク質に対する各国の表示許可

国名 表示制度 表示例

コレスアロールが両めの方に適す

日本 特定保健用食品
る食品(血清コレステロールを低
下させる大豆たんぱく質を含有し
た食品です。)

豆タンパク質と環状動脈性心疾患
リスク低減(大人1日あたり 25g

科学的に充分な
の大豆タンパク質を，低飽和脂肪

米国 根拠を持つ健康
酸・低コレステロール食の一環と

強調表示 (SSA)
して摂取することは，心臓病のリ
スクを低減します。この(製品
名)1食分には..gの大豆タン
パク質が含まれています。)

1日に少なくとも 25g以上の大豆

英国
包括的健康強調 タンパク質を低飽和脂肪食の一環
表示(JHCI) として摂取することは，血中コレ

ステロール値の低下を助けます。

的に分析しようとしている。疫学研究レベルでは，イ

ソフラボンを中心に多くの成果が集まりつつあり，科

学的な根拠に基づく研究成果を裏付けとして，健康強

調表示が認められるようになった。第6表は津志田 13)

により紹介された世界での大豆に関する健康強調表示

例である。

また，大豆イソフラボンの認知は， Iサプリメント

に関する消費者アンケート調査(日本能率協会総合研

究所，全国の 20歳以上の男女 10，589名に対してイン

ターネット調査を実施)2005年 10月」によると，そ

の効能を認知している消費者が49.3%，実際に利用し

ている消費者が 12.5%に上るとの結果が出ている 14)。

また大豆たん白健康情報センターが 2006年 10月に

20代から 60代の男女 2，000名に対しインターネット

で、行った「大豆たん白と健康に関する消費者調査」で

は，メタボリツクシンドローム改善に効果があると思

われる食品として緑黄色野菜 (68%)，海草類 (66.l%) 

に次いで大豆食品(豆腐・納豆・おから等)が60.4%

となっており，また，栄養素や素材では食物繊維

(63.3%) ，寒天 (40.5%)に次いで大豆たん白 (36.3%)

が選択されており，高い関心が示されていることが分

かる。

4. メー カ ー に お ける製品戦略~大塚製薬

SOYJOY-

大塚製薬では， 2000年頃より大豆をテーマに製品

開発に力を入れている。同社はこれまで，ポカリスエ

800 

ット，オロナミン C，カロリーメイト等のヒット商品

を世の中に出し，いずれも定番商品として安定的に業

績を拡大している製薬企業である。

大豆を中心とした商品展開では， 2006年にうす皮

を除いた大豆を粉にして，フルーツを入れて焼きあげ

た大豆パー SOYJOYを誕生させ， ヒット商品として

世に送り出した 15)。また， 2010年には大豆丸ごと飲

料の新製品として，豆乳が飲めない消費者向けに，大

豆まるごと(※うす皮を除く)に炭酸を加えた大豆炭

酸飲料SOYSHをデピ、ユーさせている。同社は Soy+ 

solution (大豆で解決する ISoylutionJ) をテーマに

掲げ，大豆関連のプロモーションを世界的に展開して

いる。同社の基本コンセプトは，人々の健康問題，食

糧問題をはじめ，ひいては環境問題に大豆のもつ可能

性が応えていけるかを訴求することにある。

SOYJOYは，発売からわずか 5年で，世界 11カ国

(日本，中国，アメリカ，台湾，韓国，インドネシア，

シンガポール，フランス，ベルギー，イタリア，スペ

イン)で販売されるようになった。また生産拠点も日

本，アメリカ，中国と 3拠点に拡大し，世界的な大豆

食ブームに応えている。

今後の挑戦として同社は， I大豆=体に良い」とい

う認知を， 日本だけでなく，これまで伝統的に大豆を

食べていなかった国々の人にも伝えていき，大互によ

る新しいマーケットを作りだしていきたいと考えてい

る。すなわち Soylutionという考えの下，大豆の新し

い食シーン，食提案をすることで， SOYJOYや

SOYSHを世界の人から食べてもらえるような製品に

育て，大豆を直接食べてくれる人を増やしたいと望ん

でいる。同社の大互に対する取り組みで特筆すべきは，

大豆を丸ごと使うという技術の開発と，新しい食シー

ンの提案の中で，これまでなかった市場を作り出して

いる点である。さらに大豆の持つ可能性をいち早く評

価し，自社の取り組みとして Soylutionのコンセプト

を完成させ，世界に発信している。単に新製品を作り

出すだけではなく，大豆の様々な研究を評価し，世界

の食糧問題，環境問題に積極的に関心を向ける同社の

姿勢は様々な面で評価されよう。

5. 大豆製品市場の今後の動向

本稿では，健康的な日本食に代表される伝統的な大

豆食品(豆腐，味噌，納豆)の市場に加えて，拡大し

醸協 (2013)



つつある大豆食品の新しいカテゴリーとしての大豆タ

ンパク食品，例えば， ミートテクスチャー食品やシリ

アルパー，ソイミルク・豆乳飲料等の市場を概観し，

これらの市場をけん引している健康機能性研究の動向

を整理するとともに，これら新食品を開発している企

業の取り組みと製品戦略について検討した。その結果，

以下の 3点が明らかとなった。

まず，第 1は，伝統的な大豆食品市場はいずれも縮

小傾向にあり， 日本人の人口減少社会に向けた新たな

対応が迫られる状況にあるという点である。特に，そ

れらの対応を検討する際には中小零細企業の多い大豆

加工産業の商品開発支援や経営的な支援方策も併せて

検討する必要があろう。

第2は，大豆に関する機能性研究では， もっぱら動

物実験レベルが多いもののヒト介入試験や大型コーホ

ート研究などの臨床試験データも蓄積されてきており，

科学的な根拠に基づく製品開発・プロモーションが可

能になってきていることである。特に，アメリカ食品

医薬品局 (Foodand Drug Administration)が大豆食

による循環器疾患の改善効果を健康強調表示として認

めたことは画期的な出来事であり，このことは世界の

大豆食ブームを起こすきっかけともなっている。

第3に，大豆食を製品として展開する企業は，製品

そのものよりも，大豆，あるいは大豆食文化のプロモ

ーションを積極的に展開しており，消費者の健康意識

への働きかけ，伝統食・食育への働きかけを通して市

場の拡大を目指していることが明らかとなった。世界

展開を目指す企業は，世界の大豆製品の消費状況をに

らみながら製品開発を進め，国産大豆にこだわるメー

カーは産地や生産者との良好な関係構築に力を入れ安

定的な確保をするなどの努力をしている。

今後，世界的な大豆食ブームの拡大が進むと思われ

る一方，飼料としての大豆の争奪なども考えられる。

これらに対応するため，国際的な大豆生産，および大

豆フードシステムに関する整理を進めるとともに， 6 

次産業化に対応した地域産業としての大豆産業の展開，

高付加価値を生む健康食材としての大豆の価値の再評

価，そして食と農を考える消費者と一体となった新た

な大豆フードシステムの構築が求められると思われる。

〈独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構

九州沖縄農業研究センター〉
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