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Ⅰ　はじめに

　筆者らは，凍り豆腐（高野豆腐，凍み豆腐とも言われる。本稿では凍り豆

腐と記述）の生産量が全国で最も多い長野県における凍り豆腐消費の地域差

について，Web アンケート調査，長野県内主力問屋・学校等の聞き取り調

査を実施し，凍り豆腐がどの程度好まれ，食卓に出現するのか，さらに学校

給食での利用実態を分析した（柳町・横山，2018）。

　このうち，Web アンケート調査の「凍り豆腐を食べる頻度」への回答から，

１人当たり年平均凍り豆腐食日数を推定したところ，長野県４地域（東信，

南信，中信，北信）別では，南信が最も多く，中信・東信は長野県平均並み，

北信が最も少なかった。

　また，凍り豆腐を扱う長野県内主力問屋から提供された凍り豆腐に関する

PI 値（Purchase Index, 客数1,000人当たり売上金額，長野県９企業計17店

舗分）を比較すると，南信が最も高く，長野県平均の1.5倍以上であり，次

に北信が高かった。東信が最も低く南信の４割弱であった。中信は木曽の１

店舗のみのデータであるが，東信より高い値となった。

　東信，中信，北信の消費動向について，アンケート調査と PI 値の結果は

やや異なるものの，南信の凍り豆腐消費が多い点はアンケート調査と PI 値

の結果が同一であった。

　長野県における凍り豆腐消費の地域差について，さらに詳細な消費動向の

地域差を把握するために，　POS システムにより得られたスーパーマーケッ

ト（以下ではスーパーと記述）の凍り豆腐売上金額（以下では POS データ

と記述）を用いた分析を行うこととした。

　すなわち，本研究の目的は，長野県における凍り豆腐消費の地域差につい

て，スーパーの POS データの解析から長野県４地域（東信，南信，中信，

北信），さらに４地域を細分化した10二次医療圏（（東信）佐久，上小，（南信）

諏訪，上伊那，飯伊，（中信）木曽，松本，大北，（北信）長野，北信）別消

費動向の地域差を詳細に明らかにすることである。
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　なお，本稿での「地域」別は，長野県の４地域別と10二次医療圏別の双方

を指す。「地域」が長野県の４地域を指す場合は，「４地域」と明記して区別

した。

Ⅱ　研究方法

Ⅱ―１．POSデータについて

　長野県内にチェーン店を展開し，凍り豆腐を小売するスーパーの内６社か

ら2017年度１年間の凍り豆腐製品に関する POS データの提供を受けた。

　具体的には６社の POS システムによる店舗別，あるいは二次医療圏別の

凍り豆腐商品別売上金額データである。本研究では，長野県の４地域別，さ

らに二次医療圏別に凍り豆腐の売上金額を集計し分析した。

Ⅱ―２．POSデータの解析方法

　スーパー６社の各地域における店舗分布の特徴をⅢ章で分析する。６社の

売場面積合計と凍り豆腐売上金額合計，１店舗平均売場面積と１店舗平均売

上金額，地域別売場面積1,000㎡当たり売上金額についてⅣ章で検討する。

　店舗別売上金額は，店舗規模，地域のスーパー集積度，地域人口などによ

り異なるため，店舗間の売上金額を比較するためには，PI 値（客数1,000人

当たり売上金額または売上個数）などの指標が使用される。本研究では各店

舗の客数データを入手できなかったため，以下のように，先ず各社の単位売

場面積当たり凍り豆腐売上金額を指標として解析を行うこととした。

　スーパー６社の店舗出店方針，店舗規模はそれぞれ異なると想定され，ま

た，６社以外で凍り豆腐を販売するスーパーの店舗が多い地域，少ない地域

もある。従って，利用可能な６社の地域別凍り豆腐売上金額を単純に集計し

ても，地域毎の凍り豆腐消費量を正確に比較することは困難である。そこで，

各社の地域別単位売場面積当たり凍り豆腐売上金額を用いて地域別消費量の

解析を行う（Ⅴ章）。

　各店舗の売場面積データは，『食品スーパーマーケット年鑑』（株式会社流



－170－

POS データからみた長野県における凍り豆腐消費の地域差

通企画，2017）掲載の売場面積を使用した。POS データの提供を受けたスー

パー６社，計188店舗の内，売場面積データを把握できない３店舗（後述の

Ａ社１店舗，Ｃ社２店舗）を除く185店舗の売上金額を分析対象とした。年

度途中に開店し，売場面積データを入手できた店舗の売上金額は，開店後の

日数と売上金額から線形に補間し，１年間の売上金額を推計し使用した。

　Ⅵ章で地域全体の凍り豆腐総売上金額と，地域毎の人口1,000人当たり凍

り豆腐売上金額を推計し，凍り豆腐消費の地域差を分析した。

　最後に，Ⅶ章で粉豆腐（凍り豆腐を粉末状にしたもの）の消費量は，どの

程度地域差があるのかに関して，粉豆腐売上金額が凍り豆腐全体の売上金額

に占める比率を，地域別に算出し検討した。

　なお，本稿では，データ提供各社への配慮から，各社の売上金額原データ

及び集計値は表として提示せず，原データを用いて算出した指標，比率をグ

ラフで表示した。

Ⅲ　スーパー６社の店舗分布

　スーパー６社（以下では，Ａ社，Ｂ社，Ｃ社，Ｄ社，Ｅ社，Ｆ社；アルファ

ベット名は POS データ入手順）の長野県内における店舗分布を，図Ⅲ―１

～図Ⅲ―６に示す。１人当たり平均凍り豆腐食日数，凍り豆腐に関する PI

値（柳町・横山，2018）が示すように，凍り豆腐消費量には地域差があると

考えられるため，どの地域に店舗が多く分布するかにより，各社の凍り豆腐

売上金額も影響を受けると推測される。

　６社の長野県内店舗分布に関する特徴は以下の通りである。

　Ａ社は，長野県内４地域すべてに店舗を展開している。二次医療圏別では，

中信の大北以外の９二次医療圏に店舗が分布するが，総店舗数は６社中２番

目に少ない（図Ⅲ―１，11店舗）。

　Ｂ社も，長野県内４地域すべてに店舗を展開している。二次医療圏別では，

中信の木曽以外の９二次医療圏に店舗がある。総店舗数は６社中２番目に多

く，４地域の中では北信，南信に多い。北信では二次医療圏の長野に殆ど分
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布し，二次医療圏の北信には１店舗のみである。南信では二次医療圏の諏訪

に多く，上伊那には３店舗，飯伊には２店舗のみである（図Ⅲ―２，44店

舗）。

　Ｃ社の総店舗数は６社中最も多い。中信と北信に店舗が多く，南信には少

ない。中信では松本に殆どが分布し，木曽には店舗がない。南信の飯伊にも

店舗がない（図Ⅲ―３，59店舗）。

　Ｄ社の店舗は南信に多く分布し，次いで北信に多い。二次医療圏別では北

信の長野の店舗数が最も多く，南信では二次医療圏の諏訪，上伊那，飯伊に

ほぼ同数分布する（図Ⅲ―４，28店舗）。

　Ｅ社の総店舗数は６社中３番目に多い。店舗は東信に最も多く，次いで北

信に多い。南信には２店舗のみである。二次医療圏別では，東信の佐久に最

も多く，次いで北信の長野に多い。南信の諏訪と飯伊，中信の木曽には店舗

がない（図Ⅲ―５，34店舗）。

　Ｆ社の総店舗数は６社中最も少ない。すべての店舗は南信の飯伊に分布し

ている（図Ⅲ―６，９店舗）。

　以上のＡ社～Ｆ社の店舗分布から，店舗の地域的な偏在傾向がやや大きい

会社（Ｄ社，Ｅ社，Ｆ社）と４地域にほぼ万遍なく分布する会社（Ａ社，Ｂ

社，Ｃ社）がある。ただし，４地域にほぼ万遍なく分布する場合も，二次医

療圏別にみると，Ｂ社，Ｃ社は，４地域中の特定の二次医療圏に集中して分

布し，店舗がない二次医療圏もある。従って，４地域別，二次医療圏別凍り

豆腐売上金額は，各社の店舗分布の特徴を考慮して分析する必要がある。

Ⅳ　スーパー６社の売場面積，凍り豆腐売上金額

　本章では，スーパー６社の長野県における凍り豆腐売上金額と売場面積の

関係を検討する。

　６社の全店舗の，凍り豆腐売上金額合計と売場面積合計の関係を散布図

（図Ⅳ―１）からみる。売場面積が増加すると，売上金額も増加する傾向が

あり，Ｆ社，Ｄ社，Ｅ社順に，売場面積，売上金額が増加する。これら３社
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の増加傾向に比べ，Ｂ社，Ｃ社の売上金額は売場面積の割に少なく，Ａ社の

売上金額は売場面積の割にさらに少ない。

　次に，スーパー６社の１店舗平均売場面積と１店舗平均売上金額との関係

を図Ⅳ―２からみる。スーパー６社の内，Ａ社の１店舗平均売場面積は他の

５社に比べ特に大きい。他の５社の１店舗平均売場面積は，Ａ社の12.5 ～

25.5％であり，Ａ社と他の５社の店舗規模にはかなり違いがある。

　また，Ａ社を除く５社間の１店舗平均売場面積を比較すると，Ｄ社・Ｆ社

の１店舗平均売場面積は，５社中最も広いＥ社の50％程度である。Ｂ社・Ｃ

社の１店舗平均売場面積は，Ｅ社の85％，73％である。５社の中でも１店舗

平均売場面積には違いがある。

　Ａ社を除く５社のうち，Ｅ社・Ｆ社の１店舗平均凍り豆腐売上金額は，Ｂ

社・Ｃ社・Ｄ社よりも多い。最も１店舗平均売場面積が広いＥ社の売上金額

が最も多く，売場面積が最も狭いＦ社の売上金額が次に多い。Ａ社の１店舗

平均凍り豆腐売上金額は，Ｅ社・Ｆ社より少なく，Ｂ社・Ｃ社・Ｄ社よりや

や多い。

　スーパー６社の地域別売場面積1,000㎡当たり売上金額を図Ⅳ―３（４地

域別），図Ⅳ―４（二次医療圏別）に示す。これらの図の長野県の値（６社

の長野県平均値）からみて，売場面積1,000㎡当たり売上金額は，Ｆ社が最

も多く，次いでＤ社，Ｅ社の２社が多く，さらに，Ｂ社，Ｃ社の２社が続き，

Ａ社が最も少ない。Ａ社の売場面積は他社のほぼ４倍以上であり，食品以外

の多くの商品を販売していることを反映したためと考えられる。

　さらに，地域別売上金額の地域による違いが大きい企業，小さい企業があ

る。Ｂ社，Ｄ社の二次医療圏別売上金額は地域差が大きい。Ｅ社の４地域別，

二次医療圏別売上金額は地域差が小さい。６社の店舗売場面積と凍り豆腐売

上金額の関係には，各社毎の特徴がある。

　次章で，スーパー６社店舗分布の地域による違いと，凍り豆腐売上金額と

の関係について考察する。
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図Ⅳ―１　スーパー６社の売場面積合計と
凍り豆腐売上金額合計
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図Ⅳ―２　スーパー６社の１店舗平均売場面積と
１店舗平均凍り豆腐売上金額
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図Ⅳ―３　スーパー６社の４地域別売場面積1,000㎡当たり
凍り豆腐売上金額
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凍り豆腐売上金額
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Ⅴ　単位売場面積当たり凍り豆腐売上金額の地域差

　１店舗平均売場面積が特に広いＡ社では，食品以外の売場面積の増加等の

影響により，売場面積1,000㎡当たり凍り豆腐売上金額が他社よりも減少す

る傾向がみられた。他社の場合も，扱う品目が多ければ売場面積が増加し，

売場面積1,000㎡当たり凍り豆腐売上金額は減少すると考えられる。そのた

め，各社の POS データから凍り豆腐消費の地域差を抽出するためには，各

社の特性に留意し，各社毎に地域別売上金額を比較する必要がある。

　そこで，各社毎に「長野県内全店舗平均単位売場面積当たり売上金額」に

対する「地域別単位売場面積当たり売上金額」比率（以下では売上金額比率）

を算出し比較することとした。ただし，Ｆ社は南信の飯伊にのみ店舗がある

ため，Ｆ社を除く５社について比較する。

Ⅴ―１．４地域別売上金額比率

　図Ⅴ―１―１に５社の４地域別売上金額比率を示す。図Ⅴ―１―２は，各

社毎に算出した売上金額比率を４地域毎にまとめて表示している。図Ⅴ―１

―１，図Ⅴ―１―２では，Ａ社～Ｅ社の，各社毎に「長野県内全店舗平均単

位売場面積当たり売上金額」が1.0であり，売上金額比率が1.0を超える地域

は，各社の長野県平均より単位売場面積当たり売上金額が多く，1.0より小

さい地域は，各社の長野県平均より単位売場面積当たり売上金額が少ない。

　東信はＥ社の比率が1.0よりやや高いが，他の４社は，東信の比率が最も

低く0.5前後である。

　南信は，Ｃ社，Ｅ社が1.0をわずかに上回り，他は，Ａ社1.9，Ｂ社1.6，

Ｄ社1.3であり，Ｃ社以外の４社は４地域中で売上金額比率が最も高い。

　中信は，Ｃ社，Ｂ社が1.0を上回り，他社は1.0未満である。

　北信は，Ｃ社のみ1.0を上回り北信の比率が４地域中最も高いが，他社は1.0

未満である。
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図Ⅴ―１―１　スーパー５社の４地域別単位売場面積当たり
凍り豆腐売上金額比率（対長野県平均）
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図Ⅴ―１―２　４地域別スーパー５社の単位売場面積当たり
凍り豆腐売上金額比率（対長野県平均）
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Ⅴ―２．４地域別１店舗当たり人口と売上金額比率

　スーパーの売上金額は，地域毎の消費傾向のほか，スーパーが位置する地

域の人口・スーパーの数にも影響を受けると考えられる。そこで，４地域に

おけるスーパー１店舗当たり人口を比較する。１店舗当たり人口は，2015年

国勢調査人口（以下の人口データも同様）と，前述の『食品スーパーマーケッ

ト年鑑』に掲載されているスーパー店舗数から算出した。４地域別・二次医

療圏別の人口と食品スーパー店舗数，１店舗当たり人口を表Ⅴ―１に示す。

　スーパー１店舗当たり人口の長野県平均は，7,188人である。４地域別の

スーパー１店舗当たり人口は，南信で最も少なく，北信で最も多い（図Ⅴ―

２）。南信のスーパーは，長野県平均の91％の人口を対象としており，北信

のスーパーは111％の人口を対象としている。そこで，人口の影響を除くた

めに，４地域のスーパー１店舗当たり人口を，長野県平均スーパー１店舗当

表Ⅴ―１　４地域別・二次医療圏別人口，食品スーパー店舗数，
１店舗当たり人口

地域 人口 店舗数 １店舗当
たり人口

二次
医療圏 人口 店舗数 １店舗当

たり人口
東信 406,459 56 7,258 佐久 209,016 26 8,039

上小 197,443 30 6,581
南信 544,980 83 6,566 諏訪 198,475 27 7,351

上伊那 184,305 33 5,585
飯伊 162,200 23 7,052

中信 516,075 74 6,974 木曽 28,399 ３ 9,466
松本 427,928 59 7,253
大北 59,748 12 4,979

北信 631,290 79 7,991 長野 543,424 67 8,111
北信 87,866 12 7,322

長野県 2,098,804 292 7,188
2015年10月１日現在人口
　出典：総務省統計局「平成27年国勢調査」
2017年食品スーパー総店舗数
　出典：株式会社流通企画　2017『食品スーパーマーケット年鑑』
　2017年新規開店の１店舗を追加
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図Ⅴ―２　４地域別食品スーパー１店舗当たり人口
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図Ⅴ―３　４地域別スーパー５社の単位売場面積当たり凍り豆腐
売上金額比率（１店舗当たり人口で補正，対長野県平均）
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たり人口として，売上金額比率を補正した（図Ⅴ―３）。

　補正後，南信の売上金額比率は1.1 ～ 2.1へ上昇し，北信は低下する。北

信はＣ社が長野県平均並みの1.0であるが，他社は0.7 ～ 0.9へ低下した。

　東信，中信は，スーパー１店舗当たり人口が長野県平均に近いため，補正

による売上金額比率の変化はわずかである。

　補正後の売上金額比率から，４地域別では，南信における凍り豆腐消費量

が他地域よりも特に多く，東信，北信は少ないことが示唆される。

Ⅴ―３．二次医療圏別売上金額比率

　図Ⅴ―４―１にスーパー５社の二次医療圏別売上金額比率を示す。図Ⅴ―

４―２は，各社毎に算出した売上金額比率を二次医療圏毎にまとめて表示し

ている。二次医療圏別集計では，二次医療圏により店舗がない企業がある。

各二次医療圏において店舗がない企業は，佐久のＤ社，諏訪のＥ社，飯伊の

Ｃ社，Ｅ社，木曽のＢ社，Ｃ社，Ｅ社，大北のＡ社である。

　飯伊に店舗があるＡ社，Ｂ社，Ｄ社は，いずれも飯伊の売上金額比率が最

も高く，比率はそれぞれ2.5,2.7,1.6である。特にＡ社，Ｂ社の比率は長野

県平均1.0の２倍を超える。南信の売上金額比率の高さは，飯伊の売上金額

比率の高さを反映しているといえる。Ｃ社とＥ社の店舗は飯伊には分布しな

いため，２社の南信の売上金額比率が長野県平均並みと考えられる。

　木曽に店舗があるのは，Ａ社とＤ社のみである。両社の木曽の売上金額比

率は，飯伊についで２番目に高い。Ａ社の比率は2.3と特に高い。

　飯伊，木曽に次いで売上金額比率が高い二次医療圏は諏訪である。売上金

額比率は，Ｂ社1.7，Ａ社1.5，Ｃ社1.2である。なお，Ｄ社の諏訪の比率は

長野県平均並みの1.0であり，Ｄ社は上伊那1.1の方が諏訪よりもやや高い。

　売上金額比率が0.5以下となる企業がある二次医療圏は，佐久（Ａ社0.5，

Ｃ社0.5），上小（Ａ社0.4），大北（Ｄ社0.3）である。上小，北信の売上金

額比率は，５社すべて長野県平均以下である。大北の売上金額比率は店舗が

ある４社すべて長野県平均以下である。佐久の売上金額比率は，Ｅ社1.1以
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図Ⅴ―４―１　スーパー５社の二次医療圏別単位売場面積当たり
凍り豆腐売上金額比率（対長野県平均）
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図Ⅴ―４―２　二次医療圏別スーパー５社の単位売場面積当たり
凍り豆腐売上金額比率（対長野県平均）
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外の３社が長野県平均以下である。従って，佐久，上小，大北，北信の売上

金額比率が低い傾向にある。

Ⅴ―４．二次医療圏別１店舗当たり人口と売上金額比率

　二次医療圏別１店舗当たり人口と売上金額比率の関係を考察する。

　先ず，木曽に店舗があるＡ社とＤ社の売上金額比率において，両社とも木

曽が２番目に高い売上金額比率である理由を，スーパー１店舗当たり人口か

ら検討する。

　木曽のスーパー１店舗当たり人口は，二次医療圏中，最も多く，長野県平

均の132％である（図Ⅴ―５）。すなわち，木曽では他の二次医療圏と比べ，

人口の割にスーパーが少ないため，単位売場面積当たり売上金額が多くなり，

売上金額比率が高い可能性がある。

　2017年の『食品スーパーマーケット年鑑』では，木曽にスーパー３店舗の

みが分布し，本研究では３店舗中のＡ社とＤ社，計２店舗の POS データを

利用した。木曽は二次医療圏中最も人口が少ないため，スーパー店舗数も限

定されると考えられる。

　４地域別と同様に，全二次医療圏別スーパー１店舗当たり人口を，長野県

平均スーパー１店舗当たり人口として，二次医療圏別売上金額比率を補正し

た（図Ⅴ―６）。

　補正後，木曽の単位売場面積当たり売上金額比率は低下する。Ｄ社の補正

後の売上金額比率は長野県平均近くまで低下する（1.1）。一方，補正後，Ａ

社の売上金額比率は低下するものの，補正前と同様に飯伊に次いで２番目に

高い（1.8）。補正後の木曽の売上金額比率は，２社とも長野県平均よりも高

いが，木曽の売上金額比率は２店舗のみに基づくため，さらに多方面から検

討する必要がある。

　木曽に次いで，長野と佐久のスーパー１店舗当たり人口も多い。補正後，

長野，佐久の売上金額比率はやや低下する。補正後，長野の売上金額比率は，

Ａ社（1.2）は長野県平均より高く，Ｃ社（1.0）は長野県平均並み，Ｂ社
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図Ⅴ―５　二次医療圏別食品スーパー１店舗当たり人口
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図Ⅴ―６　二次医療圏別スーパー５社の単位売場面積当たり凍り豆腐
売上金額比率（１店舗当たり人口で補正，対長野県平均）
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（0.7），Ｄ社（0.7），Ｅ社（0.9）は長野県平均より低い。長野について，

凍り豆腐消費の顕著な傾向は認め難い。

　補正後，佐久に店舗がある全４社の売上金額比率が長野県平均以下となる

ため，佐久の凍り豆腐消費量は長野県平均を下回る可能性を示唆する。

　二次医療圏別スーパー１店舗当たり人口は，大北で最も少なく，上伊那が

２番目，上小が３番目に少ない（図Ⅴ―５）。大北は長野県平均の69％，上

伊那は78％，上小は92％である。人口の割にスーパーが多いため，単位売場

面積当たり売上金額が少なくなり，売上金額比率が低い可能性がある。

　補正後，これらの二次医療圏の売上金額比率は上昇する。補正後の大北の

売上金額比率は，Ｂ社1.3のみ1.0を超えるが，他は，Ｃ社0.8，Ｄ社0.5，Ｅ

社0.9と1.0未満のままである。

　補正後，上伊那の売上金額比率は，補正前の売上金額比率が1.0未満であ

るＢ社，Ｃ社がいずれも1.1となり，５社すべて長野県平均以上となる。上

伊那は長野県平均よりも凍り豆腐消費が多い地域である可能性が示唆され

る。

　補正後の上小の売上金額比率は，Ｅ社が1.0まで上昇するものの，他社は1.0

未満のままであり，売上金額比率は低い傾向にある。

　以上のように，二次医療圏別スーパー１店舗当たり人口を，長野県平均スー

パー１店舗当たり人口として，二次医療圏別売上金額比率を補正すると，木

曽，長野，佐久で低下し，大北，上伊那で上昇する。他の４二次医療圏のスー

パー１店舗当たり人口は，長野県平均との差が少ないため，補正後の売上金

額比率は補正前とあまり差がない。

　補正後の売上金額比率からみて，二次医療圏別のスーパー５社の単位売場

面積当たり凍り豆腐売上金額比率には地域差があり，飯伊の売上金額比率が

特に高い。次いで，諏訪，上伊那が高い。木曽も高い。ただし木曽について

はデータが限定的であるためさらに検討する必要がある。逆に，佐久，上小，

北信の売上金額比率が低い。Ｂ社以外の大北の売上金額比率も低い。松本，

長野は，５社により売上金額比率の傾向が異なっており，５社のデータから
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は地域の特徴を把握し難い。

Ⅵ　地域別凍り豆腐売上金額推計

　本章では，地域別凍り豆腐総売上金額，人口1,000人当たりの凍り豆腐売

上金額について，６社の POS データとスーパーの売場面積比率から推計す

る。

　各地域（４地域，10二次医療圏）において６社の売場面積が，その地域に

分布するスーパー全店舗の総売場面積に占める比率が高い場合は，６社の売

上金額が地域全体の売上金額に占める割合が大きく，逆に，６社の売場面積

がスーパー全店舗の総売場面積に占める比率が低い場合は，６社の売上金額

は地域全体の売上金額に占める割合も小さいと考えられる。そこで，６社の

地域別売場面積比率を算出し，６社の売上金額と売場面積比率から，各地域

の凍り豆腐総売上金額を推計する。

　各地域の売場面積1,000㎡当たり売上金額は，企業ごとに異なっている（図

Ⅳ―３，図Ⅳ―４）。従って，以下の推計は，凍り豆腐売上金額の地域差の

概要を把握するために行う。

Ⅵ―１．スーパー６社の地域別売場面積比率の算出

　本節では，地域別売場面積比率の算出方法を述べる。６社の地域別売場面

積比率算出には，『食品スーパーマーケット年鑑』（2017年）掲載の長野県の

食品スーパー全291店舗の売場面積データを用いた。なお，『食品スーパーマー

ケット年鑑』未掲載で，2017年度に新規開店した店舗の内，売場面積を把握

できた１店舗を追加し，計292店舗分の売場面積データを使用した。この内

31店舗の売場面積は『食品スーパーマーケット年鑑』に未掲載である。未掲

載店舗数が多い地域もあるため，以下のように，未掲載店舗の売場面積を地

域（４地域，10二次医療圏）毎の平均店舗面積により補完し，地域毎の総売

場面積を算出した。さらに総売場面積に対する６社の売場面積比率を算出し

た。
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　６社の売場面積合計，売場面積データ有店舗のみの総売場面積，売場面積

データなし店舗を平均店舗面積により補完した総売場面積（総売場面積推

計）を，図Ⅵ―１（４地域別），図Ⅵ―２（二次医療圏別）に示す。

　売場面積データがない31店舗を除いた地域別の総売場面積に対する６社の

売場面積比率（売場面積比率１）（４地域別，図Ⅵ―３），（二次医療圏別，

図Ⅵ―５）と，31店舗の売場面積を平均店舗面積により補完し，総売場面積

を推計した値に対する６社の売場面積比率（売場面積比率２）（４地域別，

図Ⅵ―４），（二次医療圏別，図Ⅵ―６）には若干差がある。

　４地域別では，売場面積比率１（６社合計）と売場面積比率２（６社合計）

の差は，売場面積データが無い店舗数比が最も高い中信（16.2％，12店舗）

で9.1％，最も低い東信（5.4％，３店舗）で3.8％である。また，二次医療

圏別にみると，同様に売場面積データが無い店舗数比が最も高い諏訪

（25.9％，７店舗）の差が最も大きく14.6％である。佐久，飯伊，木曽では

すべての店舗の売場面積データがあるため，売場面積比率１と売場面積比率

２は同じである。以下では，６社の売場面積比率として売場面積比率２を用

いる。

Ⅵ―２．地域別凍り豆腐総売上金額・人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額

の推計

　先ず，地域別（４地域，10二次医療圏）に，凍り豆腐売上金額（６社別，

６社合計）を，売場面積比率２（６社別，６社合計）で除算し，４地域別，

二次医療圏別の総売上金額を推計した。次に，地域別総売上金額と地域別人

口データから，人口1,000人当たり売上金額を算出した。地域別６社の人口

1,000人当たり凍り豆腐売上金額推計値を図Ⅵ―７（４地域別），図Ⅵ―８

（二次医療圏別）に示す。

　６社別の推計では，各社の単位売場面積当たり売上金額の違いを反映して，

地域の総売上金額も変動する。図Ⅵ―７，図Ⅵ―８の「６社合計」は，各地

域の６社の売上金額合計と売場面積比率合計から算出した値であるため，最
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図Ⅵ―１　４地域別スーパー６社売場面積合計，
食品スーパー総売場面積・総売場面積推計
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図Ⅵ―２　二次医療圏別スーパー６社売場面積合計，
食品スーパー総売場面積・総売場面積推計
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図Ⅵ―３　スーパー６社の４地域別売場面積比率１

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

図Ⅵ―４　スーパー６社の４地域別売場面積比率２
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図Ⅵ―５　スーパー６社の二次医療圏別売場面積比率１
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図Ⅵ―６　スーパー６社の二次医療圏別売場面積比率２

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%



－192－

POS データからみた長野県における凍り豆腐消費の地域差

図Ⅵ―７　４地域別スーパー６社の人口1,000人当たり凍り豆腐
売上金額推計（売場面積比率２による）
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図Ⅵ―８　二次医療圏別スーパー６社の人口1,000人当たり凍り豆腐
売上金額推計（売場面積比率２による）
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も現状を踏まえた地域の推測値といえる。以下では，主に「６社合計」の推

測値について検討する。

Ⅵ―３．地域別凍り豆腐総売上金額推計値と人口との関係

　４地域別の人口と総売上金額推計値（６社合計）との散布図を図Ⅵ―９に

示す。人口の増加に応じて凍り豆腐売上金額も増加するが，南信は人口規模

の割に売上金額が多く，北信は人口の割にやや売上金額が少ない。

　二次医療圏別の人口と総売上金額推計値との散布図を図Ⅵ―10に示す。二

次医療圏別も人口増加とともに売上金額が増す傾向がある。飯伊は他の二次

医療圏に比べ特に売上金額が多い。回帰直線１）から算出した予測値との残

差は，飯伊が最も大きく，標準化残差は2.5を超える。次いで南信の諏訪，

図Ⅵ―９　４地域別人口と凍り豆腐総売上金額推計
（スーパー６社合計，売場面積比率２による）
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１）  y ＝123.75x　回帰係数の p 値＝0.0000
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上伊那の乖離が大きいが飯伊ほどではない。図Ⅵ―10は，南信で売上金額が

多い理由として，主として飯伊の売上金額の多さが寄与していることを示唆

する。残差が負で絶対値が最も大きい二次医療圏は長野である。ただし，飯

伊ほど予測値からの乖離はない。

Ⅵ―４．人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額推計値からみた凍り豆腐消費

の地域差

　本節では，人口1,000人当たり売上金額推計値から凍り豆腐消費の地域差

について検討する。

　４地域別人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額推計値（図Ⅵ―７の６社合

計）を図Ⅵ―11に示す。売上金額推計値（６社合計）の長野県平均は13.6万

円である。売上金額推計値は南信が最も大きな値である（20.2万円）。南信

図Ⅵ―10　二次医療圏別人口と凍り豆腐総売上金額推計
（スーパー６社合計，売場面積比率２による）
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図Ⅵ―11　４地域別人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額推計
（６社合計，売場面積比率２による）
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図Ⅵ―12　二次医療圏別人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額推計
（６社合計，売場面積比率２による）
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以外の３地域では，北信が最小（11.3万円）であるが，３地域間の差は小さ

い（東信11.6万円，中信12.4万円）。南信が特に大きな値であるために，３

地域とも長野県平均よりも小さい。

　二次医療圏別人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額推計値（図Ⅵ―８の６

社合計）を図Ⅵ―12に示す。南信の飯伊が突出して大きな値を示し（28.5万

円），次いで，大北（17.8万円），諏訪（15.7万円），上伊那（15.3万円）が

大きい。最小値は木曽である（8.1万円）。次いで佐久（10.5万円），長野（10.7

万円）が小さい。木曽の単位売場面積当たり凍り豆腐売上金額比率は，Ａ社，

Ｄ社は飯伊に次いで高いが（図Ⅴ―６），木曽の人口1,000人当たり凍り豆腐

売上金額推計値は他地域より小さな値であり，木曽の１人当たり凍り豆腐消

費量が他地域より多いとは言い難い。

　前述のように，凍り豆腐総売上金額は，地域別に，凍り豆腐売上金額（６

社合計）を，売場面積比率（６社合計）で除算し推計した。スーパー６社の

二次医療圏別売場面積比率２（図Ⅵ―６）において，木曽のＡ社の比率は，

他の二次医療圏よりも特に高い。Ⅳ章で指摘したように，Ａ社は１店舗当た

り売場面積が広いために，売場面積1,000㎡当たり凍り豆腐売上金額が他社

よりも少ない傾向がある。木曽の売上金額推計において，他の二次医療圏よ

りもＡ社の影響が強いために，総売上金額推計値が小さくなり，売場面積

1,000㎡当たり凍り豆腐売上金額推計値も小さくなった可能性が考えられる。

木曽については，Ⅴ―４で指摘したように，さらに別のアプローチにより確

認する必要がある。

　大北にはＡ社の店舗がない。大北の売上金額推計において，木曽とは逆に，

二次医療圏別売場面積比率２（図Ⅵ―６）にＡ社の影響がないために，地域

別総売上金額が増加傾向となり，人口1,000人当たり売上金額推計値も大き

くなった可能性がある。長野も同様に，Ａ社の売場面積比率が他の二次医療

圏よりも低いため，人口1,000人当たり売上金額推計値が大きくなった可能

性がある。

　以上から，４地域別では，南信の人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額推
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計値が特に多く，長野県平均の1.5倍であり，南信は凍り豆腐消費が多い地

域といえる。他の３地域は，人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額推計値には，

大きな差がなく，凍り豆腐消費に関して地域差は認めがたい。

　二次医療圏別では，飯伊の人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額推計値が

特に多く，南信の中でも特に飯伊は凍り豆腐消費が多い地域といえる。木曽

の推計値が小さく，大北の推計値がやや大きい点に関しては，さらに検証が

必要である。

Ⅶ　粉豆腐売上金額比率の地域差

　長野県内の凍り豆腐消費の地域差に関する Web アンケート調査（柳町・

横山，2018）によれば，凍り豆腐を食べたことがあるか（Q1）に関して，

長野県全体では，「食べたことがある」２）への回答は95.8％であり，回答傾

向には地域差がないため，長野県の殆どの人が凍り豆腐を食べたことがある。

しかし，粉豆腐を食べたことがあるかに関する設問（Q10）への回答には地

域差がみられた。すなわち，「粉豆腐を食べたことがある」３）人は，長野県

全体では29.0％であるが，南信では食べたことがある人の比率は４地域中最

も高い５割弱であった。

　本章では，人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額推計値からみて，凍り豆

腐消費が多い地域である南信，南信の飯伊における粉豆腐の売上金額につい

て，他地域との相違を調べる。

　地域別の凍り豆腐製品全体の売上金額（６社合計）に対する粉豆腐製品売

上金額（６社合計）の比率を，図Ⅶ―１（４地域別），図Ⅶ―２（二次医療

圏別）に示す。

　４地域別では，長野県平均11.0％に対して，南信は22.2％と２倍であり，

２）  「凍り豆腐を食べたことがある」は，選択肢「調理したことがあり食べたこともある」，
「調理したことはないが食べたことはある」への回答の合計。

３）  「粉豆腐を食べたことがある」は，選択肢「調理したことがあり食べたこともある」，
「調理したことはないが食べたことはある」への回答の合計。



－198－

POS データからみた長野県における凍り豆腐消費の地域差

図Ⅶ―１　４地域別粉豆腐売上金額比率
（スーパー６社合計）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

図Ⅶ―２　二次医療圏別粉豆腐売上金額比率
（スーパー６社合計）
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特に南信で粉豆腐売上金額が多い。他の地域では，中信7.4％が２番目に高

い値である。北信5.8％，東信3.8％の粉豆腐売上金額比率はさらに小さく，

粉豆腐の消費は非常に少ない。

　二次医療圏別では，南信の飯伊の売上金額比率が34.2％であり，長野県平

均の３倍以上である。同じ南信の諏訪11.1％，上伊那7.6％は，その他の地

域よりはやや高いものの，南信の粉豆腐の比率の高さは，飯伊における特に

高い傾向を反映したものといえる。

　以上のように，南信，飯伊の粉豆腐売上金額比率は他地域よりも高く，粉

豆腐消費量が多いといえる。従って，南信，飯伊は凍り豆腐消費が多い地域

であると供に，他地域と比べて粉豆腐消費量の多さが特徴である。

　二次医療圏別では，飯伊の次に木曽が２番目に粉豆腐売上金額比率が高い。

南信の諏訪11.1％，上伊那7.6％よりも高い18.7％である。中信の比率が４

地域別で２番目に高い理由は，木曽の比率の高さを反映したと考えられる。

長野県内主力問屋提供の地域別豆腐サイズ別凍り豆腐 PI 金額構成比（柳町・

横山，2018；表Ⅳ―１）では，中信（木曽の１店舗）の粉豆腐の比率は４地

域中最も高く，木曽は粉豆腐の消費が多い地域であることを示唆していた。

　木曽と飯伊は，中央アルプスで隔てられているが，隣接した地域である。

両地域は凍り豆腐消費に関して，類似した特徴を持つ可能性がある。

Ⅷ　おわりに

　長野県内の凍り豆腐消費の地域差を把握するために，スーパー６社の

POS データによる地域別凍り豆腐製品の売上金額を用いて，各社の地域別

単位売場面積当たり凍り豆腐売上金額比率を算出し，さらに，地域別の凍り

豆腐総売上金額と人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額を推計した。

　スーパー５社の地域別単位売場面積当たり凍り豆腐売上金額比率から，４

地域別では南信，二次医療圏別では南信の飯伊の売上金額比率が高いことを

確認した。

　地域別凍り豆腐総売上金額推計値（６社合計）は，４地域別，二次医療圏
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別とも地域の人口に応じて増加する。４地域別では南信，二次医療圏別では

飯伊が，人口の割に特に大きな値を示す。人口1,000人当たり凍り豆腐売上

金額推計値（６社合計）も，南信と飯伊が特に大きな値である。従って，南

信の消費量の多さは飯伊の消費量の多さを反映したものである。

　凍り豆腐消費に関して，本研究における利用可能データは，各社の POS

データ（凍り豆腐売上金額）のみであり，PI 値を算出できないため，スーパー

６社の売場面積比率を用いて算出した売上金額推計値から，地域別凍り豆腐

消費量を推測した。４地域別の南信，二次医療圏の飯伊の，凍り豆腐総売上

金額推計値・人口1,000人当たり凍り豆腐売上金額推計値はともに，他地域

とはかけ離れて大きな値であり，南信，飯伊の凍り豆腐消費量の多さは，長

野県の最も顕著な地域的特徴といえる。

　売上金額推計値の算出に用いた二次医療圏別売場面積比率が低い地域があ

り，店舗が地域により偏在して分布するスーパーもある。従って，本研究で

用いた地域別凍り豆腐総売上金額の推計方法では，詳細な地域間の差異を指

摘するには限界がある。南信，飯伊以外の他の地域における凍り豆腐消費量

については，今後，様々な研究手法により，売上金額推計値についてさらに

検証する必要がある。特に，木曽の凍り豆腐消費についてはスーパー２店舗

の POS データのみに基づく分析であるため，木曽の凍り豆腐消費動向のさ

らに詳細な把握は今後の課題である。

　明治時代には，長野県のシミ豆腐は諏訪式と佐久式という製法があり，佐

久式は佐久平に製造地があったとされる（宮下，1962）。当時の矢島豆腐の

生産地（佐久）では，現在も冬季の寒冷な気候を利用して凍り豆腐が製造さ

れており，2019年１月現在，７軒の凍み豆腐生産者がいる（信濃毎日新聞，

2019 ／１／ 10）。本研究の POS データの解析からは，佐久はスーパーの凍

り豆腐売上金額比率が長野県平均以下の地域であり，人口1,000人当たり凍

り豆腐売上金額推計値も長野県平均以下であった。しかし，佐久は明治から

凍み豆腐製造が継続して行われてきた地域であり，POS データからは分析

できない小規模な生産者により製造された凍り豆腐も，各地域の凍り豆腐消
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費量に影響すると考えられるため，聞き取り調査等の定性的な手法による分

析も必要である。
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