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1．課題と研究方法

　近年，穀類消費は微減ではあるが減少傾向にある．

その中でも，米消費の減少は著しく，ここ10年で1人

当たり年間供給純食料で5．4kgも減少した．逆に，小

麦消費は微増ながら0．9kgの増加を見せた．このよう

に，国民の食料消費にとって小麦は欠かせないもので

あるが，小麦は直接，国民に消費されるわけではなく，

小麦粉を経てパンや麺などに加工され国民の手に渡る．

小麦加工品の中で，約4割を占めるのがパンであり，

そのパンを製造・販売しているのがパン産業である．

このパン産業は，主にパン製造を行うパン製造業と製

造・販売を直接行うパン製造小売業，パンの販売のみ

を行う非製造小売業とに大別される．パンの消費は，

明治時代から始められていたが，第二次世界大戦後の

占領政策を契機として全国で大量に消費されるように

なり，その後，パン消費が定着するにつれてその生産

量を増加させ，2001年には約127万小麦粉使用トンに

達している．このような，パン消費の拡大に伴いパン

産業は，その産業規模を拡大させてきた．全体的な規

模の拡大もさることながら，1970年代後半からパンに

対する消費者嗜好の変化や量販店の台頭による流通構

造の変化，さらには，産業内での技術革新等によりそ

の産業構造を変化させつづけている．

　そこで，本報告ではパン産業の産業構造の把握，変

化の要因，今後の方向性などについてパン製造業，パ

ン製造小売業，パン非製造小売業とに別け，それぞれ

について考察したい．研究方法としては，各種統計資

料の分析によるパンの消費動向，産業構造及び時系列

的変化の検討を行い，加えて，パン産業の実情や間題

点などについて関係者に対する聞き取り調査を行った．

2．パンの消費特性

　パンは，商品の種類の上から食パン，菓子パン，そ

の他パン，学校給食パンに大別されることが一般的で

ある．しかし，実際の商品数は極めて多く，大手企業

の場合では商品アイテム数は数百にものぼる．消費の

面では，主食としてもおやつとしても消費され，多様
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な用途を有している．また，品質に関する情報の点で

は，消費者にとってパンは食品と同様に経験財であり，

購買行動とのかかわりで言えば最寄品である．

　パンの生産量は，全体的にほぼ一定か微増程度で推

移しているが，その内容が変化してきている（第1図）．

食パンが依然として生産量の約半分を占めているが，

この20年間で約10万小麦粉使用トンも生産量を減少さ

せた．それに比べ1980年以降，増加しているのが菓子

パンとその他パンである．第1表のように菓子パンは

どちらかと言うとおやつとして消費される製品が多く，

その他パンは主食として消費される製品が多い．これ

らは，食の西洋化，簡便化などの食生活の変化に対応

して生産量を増加させたと思われる．次に，都道府県

別のパン出荷金額をみてみると（第2表），やはり人

口の多い大都市を持つ都府県においてパンの出荷金額

が大きくなっているが，その原料である小麦粉の生産

量との関係をみてみると，東京都と埼玉県以外はパン

出荷金額，小麦粉生産量ともに多い県であることがわ

かる．小麦粉は粉になってすぐに，パンに加工される

わけではないが，港湾部のコンビナート開発時に製粉

工場の近くに製パン工場も建設されたため，小麦粉生

産量の多いところではパン出荷金額も多くなっている．

　また，『家計調査年報』によると，パンの1世帯当た

り年間購入頻度は，1970年に92回だったものが2000年
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資料：

＋食パン
＋菓子パン
＋学校給食パン
→←その他パン

0
8081　82838485868788899091　9293949596979899

「食料需給表」から作成

0

第1図パンの生産量の推移

第1表パンの分類

種　類 品　　　　名

食　パ ン 角型食パン，山形食パン，レーズン食パン，サンドウィッチ用食パン等

菓子パン
あんパン，ジャムパン，チョコレートロール，メロンパン，クロワッサ

ン，デニッシュ類，パイ類等

その他パン
フランスパン，ロールパン，ベーグル，ライ麦パン，ハンバーガー用バ

ンズ，コッペパン，カレーパン，ソーセージロール等

学校給食パン

資料：全国食生活改善協会『米麦加工食品等の現況』2002年より作成．



消費者嗜好と技術革新によるパン産業の構造変化 95

第2表都道府県別パンの出荷金額と小麦粉生産量

パン出荷金額（百万円） 小麦粉生産量（千トン）

北海道 23，023 195

千 葉 58，332 772

埼 玉 54，702 26

東 山
泉

93，298 188

神奈川 92，131 644

愛 知 115，846 532

大 阪 111，165 281

兵 庫 41，709 644

福 岡 58，444 299

全 国 1，010，799 4，970

資料：食糧庁『食糧統計年報』1996年

　　食糧庁「小麦二次加工業等実態調査結果」1999年より作成．

には120回へと増加し，パンの購入頻度は高いといえ

る．加えて，パンの消費は各家庭の食生活や年齢構成

によって差があると考えられるため，パンを常食とす

る家庭での購入頻度はさらに高いこととなる．パンは

加工食品でありながら，生鮮食品以上に鮮度が重視さ

れる食品であるため購入頻度が高くなっている．この

ような購買頻度の高さと消費の小口性は，零細なパン

製造小売業を存続させる要因の1つとなっていると考

えられる．

3．パン産業の展開過程

　パンは鮮度が重視される商品であるため，生産から

消費にいたる流通経路は短いが，その形態は様々であ

る．戦後，パン消費拡大に伴い製粉企業の後押しを受

けて，パン製造業が発展を見せ，その中でも大手製粉

企業と強い関係を持つ製パン企業は大規模化していっ

た．パンの生産における大手企業1）のシェアを見てみ

ると（第2図），全体としては，1985年の58％から

2000年の70％へと15年で12％もシェアを上昇させた．

パン種別（第3図）に見ると，食パンは一貫してシェ

アを上昇させつづけ，2001年には76％にも達している．

菓子パンは1990年代に停滞していたが，1996年から上

昇し続けている．その他パンは1995年まで上昇してい

たが，その後急激に低下し，1999年66％まで低下した．

2000年からは再び上昇している．学給パンにおいては，

シェアは5％前後である．食パン製造においては，工

場での生産性が高く，規模の経済性が大きく働くのに

対し，菓子パンやその他パンはアイテム数が多く，少

量多種生産のため生産性が低く，工場では多くのライ

ンを必要とする．しかし，大手企業でも菓子パン・そ

の他パンの分野に積極的に進出し，シェアの拡大を見

せている．学給パンについては，まず発注元が地方自

治体であり，地域経済への配慮などから優先的に地場

企業と契約をするため大手企業のシェアが低くなって

いる．

　加えて，大手製パン企業は食料品小売店や自社の直

販店などにパンを供給していたが，量販店の台頭によ

りパンの供給先に対する量販店の比重が高くなっていっ

た．そのため，大手量販店の全国展開に合わせて，中

小企業の系列化や合併を行うなどして，全国的なパン

供給網を構築していった．そのため，パン生産におけ

る大手製パン企業のシェアは高くなったが，1970年代

からパンに対する消費者嗜好が変化し，パンの鮮度が

重要視されるようになり，パン製造小売業も拡大して

1）ここでは，日本パン工業会に所属する企業をいう．（現在23社）食パンのCR4やハーフィンダル指数は公正

取引委員会の調査項目ではないため，使用できない．
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資料：食糧庁加工食品課『米麦加工食品生産動態調査』2002年版より作成

　　　　　　　　　　　　　　第2図　パン生産量と大手企業シェア
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いった．

　1970年代の消費者嗜好の変化によって，パンの小売

においては従来の食料品小売店での販売に加えて，

1970年代から焼き立てパンを販売するオーブンフレッ

シュベーカリー，さらに百貨店・スーパー内に出店す

るインストアベーカリーという新しい形態の店舗が普

及し，販売形態が多様化した．インストアベーカリー

は，出店先の百貨店・スーパーの他店に対する差別化

戦略でもあり，特に百貨店では海外高級食料品店との

提携が行われている．また，パン産業における参入障

壁は，一般的に低いと見ることができ，製造小売業の

形態であれば比較的小規模の資金や設備でも開設可能

である．実際に他産業からの参入も活発で，食品・ホ

テル・レストラン・鉄道・ファッション産業などから

の参入が見られる．

　また，パンの需要の特質から見ると，販売段階にお

ける規模の経済性は生産段階に比して小さいものに対

して，鮮度や品揃えの効果は大きいと考えられる．し

たがって，大手企業ではパンの多様化・鮮度志向に対

応して，これまでのパン卸に加え，積極的に製造小売

分野への進出を進めている．この製造小売分野への進

出を可能にした要因のひとつのが冷凍生地技術である．

この技術により量販店等ヘインストアベーカリーを展

開したり，フランチャイズ形式での店舗展開など様々

な形態で製造小売店舗を展開している．

　このように，パン産業においては様々な生産・流通

形態が存在するが，ここでは経済産業省が定める日本

標準産業分類に基づきパン製造業，パン製造小売業，

パン非製造小売業とに分けて分析を行う．

4．パン製造業における構造変化

　1）パン製造業の構造分析

　『工業統計表』を見てみると，パン製造業の事業所

数は，1970年に4，472件であったものが2000年には

1，580件へと減少しているが，従事者数はほぼ10万人

前後で安定している（第4図）．付加価値労働生産

性2〉は1992年以降はほぼ一定で推移している（第5図）．

資本・労働比率も1992年まで増加を続け，それ以降は

ほぼ一定であるが，他の産業と比べ低く，比較的労働

集約的な産業であると言える（第6図）．労働分配率

は，ほぼ0．5で一定であり（第7図），他の産業と比べ

て高い値であり，ここでも労働集約的な特徴を示して

いる．このようにパン製造業は，労働集約的な業種で

あり，他の業種に比べ付加価値労働生産性は高くない

2）文献大塚より
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Y（付加価値額：万円）／L（従事者数：

＋パン製造業
＋製造業合計
＋食品製造業
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第5図　付加価値労働生産性
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　注：W（期中平均有形固定資産額：万円）／L（従事者数：

＋パン製造業
＋製造業合計
＋食品製造業

92　　94　　96　　98　　0

人）から推計

第6図　資本・労働比率
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　注：W（現金給与総額：万円）／Y（付加価値額：万円）から推計

第7図労働分配率

が，パンの製造工程における機械化や省力化のために

技術開発が行われ，生産性の向上が行われている．近

年，この省力化技術の1つである冷凍生地やプレミッ

クスの使用量が増加している．

　2）省力化技術の採用

　そこで，冷凍生地やプレミックスについて見てみる．

冷凍生地やプレミックスは，パン産業において製造工

程の省力化技術の1つである．冷凍生地は，基本的な

小麦粉，水，イースト等を混ぜ合わせ，第一次発酵さ

せたパン生地を冷凍したものである．この冷凍生地を

解凍し，製造するパンの種類に応じた製造工程を経て，

いろいろなパンが製造される．冷凍生地を使用するこ

とによりパンの製造工程で最も時間を費やす第一次発

酵工程までを省略することができ，作業時間の短縮，

作業負担の軽減，さらには冷凍保管が出来るため廃棄

ロスが無くなるなどの利点がある．しかし，冷凍生地

を生産するためには新しく冷凍生地工場の建設等が必

要であり，多額の設備投資を行わなければならない．

　プレミックスにおいては，小麦粉や砂糖などの副資

材を配合する作業が短縮できるほかに原材料貯蔵スペー

スの削減，品質の均一化や高い技術力を要求しないと

いった利点が挙げられる．また，このプレミックスは

製粉会社の段階で各材料を配合するものであり，その

配合割合に関しては，取引先企業に指定されて配合す

るものと，製粉会社の独自の商品開発により生み出さ

れたものがある．そのため，後者のものについては，

上述の利点のほかに商品開発部分を製粉会社にアウト

ソーシングしているという側面もある．

　冷凍生地とプレミックスの使用量の推移を見てみる

と（第8図），冷凍生地の使用量は1990年以降，顕著

に増加傾向を示している．パン種別（第9図）に見て

みると，冷凍生地使用量の約半分を菓子パンが占め，

約4割ほどをその他パンが占めている．それに比べ，

食パンや学給パンはあまり冷凍生地を使用していない．

これは，通常の製造工程を経たパンと冷凍生地を使用

したパンでは，焼成後のパンの品質に少し差があるか

らであり，生地の味がダイレクトに出る食パンでは冷

凍生地を使用しにくい．加えて，食パンはパンの中で

最も生産性が高いものであり，通常でもさほど労力を

必要としないことも冷凍生地使用量が少ない要因とし

て挙げられる．プレミックスの使用量は，1989年まで

増加を続けていたがそれ以降，低迷し，再び1995年か

ら増加をはじめ，1999年以降，急激な増加を示してい

る．1989年までの使用量の増加は，主に中小企業や製
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資料：経済産業省『工業統計表』より作成．

　注：プレミックスには小麦粉以外に砂糖，脱脂粉乳等の副資材も含まれている．

第8図　冷凍生地・プレミックス使用量
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資料：全国食生活改善協会『米麦加工食品等の現況』2002年より作成．

第9図　パン種別冷凍生地使用量
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第10図　プレミックスを使用したパン生産量

造小売業などの使用量の増加が要因であるが，1995年

以降の伸びは大手企業の使用量増加が要因であり，そ

の性格は異なる．パン種別（第10図）に見てみると，

食パンでは1987～89年と増加したが，それ以降はほぼ

一定で推移している．菓子パンでは，僅かながら増加

傾向であったが1999年以降，急激に増加し，全体量の

変化に大きく影響している．その他パンでは，1990年

まで増加傾向であったものがその後，少し減少し1995

年から再び増加傾向に転じたが1998年に再び減少に転

じた．

　このようにパン種別に違いがあるものの冷凍生地，

プレミックスの両方とも近年，その使用量が増加して

いるが，上述のように労働生産性が必ずしも向上して

いるとは言えない．それは冷凍生地使用による生産性

の向上よりも，パン消費の多様化に伴う製品数増加に

よる製造工程の複雑化や鮮度を追求するための多頻度

配送による焼成回数の増加等の要因で労働生産性が低

下していることが考えられる．プレミックスは，直接

的に作業を省力化するだけでなく，商品開発部分を製

粉会社ヘアウトソーシングしているという側面のほう

が大きく働いていると考えられる．

　3）製パン工場実態調査

　製パン工場の生産性や鮮度への対応などについて

（株）Y製パン　福岡工場に聞き取り調査を行った．

第3表のように2002年における福岡工場の従業員数

（長期アルバイト含む）は，1，600人であり，生産額は

277億円，そのうちパンは193億円（70％）である．製

造している商品数（パン以外も含む）は540～560品に

も上る．原料の仕入れは，基本的に工場の直接仕入れ

であるが，一部の具材についてはグループの工場で製

造されたものを使用している．営業エリアは福岡県，

佐賀県，長崎県，大分県の一部，山口県の一部である．

出荷先は，量販店，一般販売店，コンビニエンススト

アー等であり，物流体制は自社の物流システムを持っ

ている．

　工場の生産性（従業員1人当たりの生産額）は，

1992年の1，811万円から2002年の1，731万円と10年間で

80万円も減少した．この主な要因としては，製造する

商品数の増加が挙げられる．工場では月に約20種類の

新商品を開発する．商品化されたものについては，1

つの商品に対して1つの製造ラインが必要であるが，

商品のサイクルが短いため，短期間で製造ラインの変
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第3表㈱Y製パン 福岡工場の概要

　　（単位：人，億円）

1992 1997 2002

従業員数 1，270 1，490 1，600

製品数 540～560品

生産額 230 261 277

うちパン 170 181 193

資料：調査結果より作成

更を行わなければならない．新商品の多くは菓子パン

やその他パンであり，製造作業が複雑なものが多い．

加えて，製造ラインを切り替える時に30分ほどの時間

がかかり，その間，生産がストップする．製造する商

品数が多ければ多いほど，生産がストップする時間が

長くなる．このように，生産性向上を妨げる要因が多

く存在する．しかし，生産性向上のために製造する商

品数を減らすと，品揃えの低下等により売上が減少す

るため，商品数を少なくすることは出来ない．また，

福岡工場は大規模であるため，冷凍生地を使うよりも

規模の経済性を生かして自社で生地などを製造する方

が効率的である（プレミックスは一部の商品で使用し

ている）．

　鮮度への対応として，1日2便配送を行っているが，

鮮度においては製造小売業と比べ不利であるため，「1

日置いてもおいしいパン」作りをモットーとしている．

そのため，工場では冷凍生地よりも自然発酵の生地を

使用したり，作業が機械化されているにもかかわらず，

生地の品質劣化を防ぐために手作業を行うなどこだわ

りを持ったパン製造を行っている．

　4）考察
　パン産業は，戦後のパン消費拡大に合わせて，その

産業規模を拡大させてきた．70年代に入ると，量的な

拡大もさることながらパンの多様化や鮮度志向により，

その内部構造を変化させ始めた．

　パン製造業においては，多品種生産による生産性の

停滞，大手量販店の全国展開に合わせたパン供給網の

確立という観点から大手企業による中小企業の系列化

や合併，工場の全国展開が起こり，大手企業のシェア

を大きく伸ばす要因となった．加えて，大手企業にお

ける多様な事業展開により，中規模企業は一層，厳し

い局面に立たされ，小規模企業でも消費者の鮮度志向

へより高度に対応していこうとすると，製造小売業と

の競合が激しくならざるを得ず，少数の大手企業と無

数の製造小売業といった極端な二極分化の方向へ進ん

でいく可能性がある．さらに，大手企業においては，

規模の経済性，範囲の経済性を生かしたパン製造によ

り競争力を向上させているが，中小企業では人員や資

金に限りがあるため，①冷凍生地やプレミックスなど

の新しい技術を上手く取り入れ生産性を向上させる，

②営業範囲を限定することで地域との連携強化や経営

資源の集中を図る，③他の食品企業や外国企業と業務

提携を行うなどにより競争力の強化に取り組んでいる

企業もある．このような競争力の強化ができなければ

今後，パン産業で生き残っていくことは困難であると

考えられる．

　また，冷凍生地技術等の技術革新によってパン企業

の生産活動が変化する可能性もある．冷凍生地は冷凍

することにより保管できるため，国内で生産する必要

性は無い．そうなると労賃や資材費，特に小麦価格等

が安価な海外に工場を建設し，海外生産の冷凍生地を

国内に持ち込み，国内では最後の焼成工程だけを行え

ばよくなる．プレミックスにおいても輸入可能である

小麦粉の割合まで調整すれば，海外で生産するほうが

安価に生産できる．そうすることにより，より安価な

パンを消費者に供給できるようになるため，パン産業

ひいては小麦関連産業の海外移転，国内の空洞化が加

速する可能性があると考えられる．

5．パン製造小売業，パン非製造
　小売業における構造変化

　ここでは『商業統計表』を用い，時系列的な構造の

変化などの分析を試みる．しかし，パンの小売におい

て，量販店やコンビニエンスストアーなどの食料品小

売店が存在するが，統計分類上ここではパン非製造小

売業には入っていない．
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　1）パン製造小売・パン非製造小売業の構造分析

（1）パン製造小売業

　製造小売業の店舗数は，1972年以降，増加を続けて

いる（第11図）．年間販売額も，店舗数の増加に伴い

同様な動きを見せている（第12図）．店舗数を規模別

に見てみると（第13図），1～2人，3～4人規模では，

1982年以降，増加傾向が鈍化しているのに対し，5～

9人，10～19人規模では増加傾向がより加速化されて

いる．年間販売額を規模別に見てみると（第14図），

10～19人規模では，店舗数の伸び以上に年問販売額が

伸びており，20～49人規模でも同様に販売額の伸びが

店舗数の伸びを上回っている．

　また，規模別シェアを時系列的に見てみると，店舗

数シェアでは（第15図），1979年以降，1～2人，3～

4人規模のシェアが減少傾向であるのに対し，10～19

人規模では大幅に増加している．年間販売額シェアも

（第16図），店舗数のシェアと同じ動きを見せているが，

店舗数シェアの増加を見せた5～9人規模において年

間販売額シェアは減少している．従業員10～19人規模

の事業所は1982年以降，製造小売業の中で大きな地位

を占めるようになっていることが分かる．

（2）パン非製造小売業

　非製造小売業について見てみると，店舗数は1972年

から1982年まで増加を続けるが，それ以降は減少の一

途をたどり，ピークの約5分の1にまで減少している

（第11図）．規模別に見ると（第17図），1～2人規模

が全体の約8割を占め，全体の動きと連動している．

3～4人，5～9人規模でも減少がみられる．しかし，

10～19人，20～29人規模では増加傾向を維持している．

年間販売額は1985年までは店舗数と同じ動きを見せて

いたが，1985～1991年の間はほぼ一定で推移し，1991

年以降また減少し始めた（第13図）．これは1～2人

規模の年間販売額は全体の30％（1997）しか占めてお

らず，店舗数ほどの影響を及ぼさないためであり，3

～4人規模で1985年から1991年の間，店舗数の減少が

止まり，年間販売額も一定であったためである（第18

図）．1991年以降は店舗数の影響を受け，年間販売額

が減少し始める．

　また，規模別シェアを時系列的に見てみると，店舗

数のシェアは（第19図），1～2人規模のシェアが1972

年以降，減少しつづけたが以前として70％近いシェア

がある年問販売額のシェアでは（第20図），1～2人

規模のシェアが大幅に減少し1972年の60％から97年の

30％にまで落ち込んだ．3～4人規模でも1991年以降，

シェアが減少し，5～9人規模では増加しているが，

10～19人規模では1985年から1997年にかけてシェアが

約4倍にも達した．

（3）まとめ

　パン消費の拡大とともにパン小売店も増加を続けて

きたが，1982年以降，店舗数は減少しはじめた．その

主な要因は非製造小売店舗の減少である．非製造小売

業は，量販店やコンビニエンスストアーなどの台頭に

より，苦しい状況にある一般的な小規模小売店と同様

な状況に置かれており，加えて，パンに対する消費者

の嗜好が鮮度に向けられるようになったため一層，厳

しい状況に置かれることとなった．

　このように，非製造小売店舗が大幅に減少する中，

消費者の要求にマッチする形で製造小売業の店舗は着

実に増加している．この製造小売業について次のよう

なことがいえる．製造小売業の1～9人規模において

は，小規模であるため製造作業の負担が重く，製造品

の種類（品揃え）が限られるため，販売額が伸びにく

く，そのため店舗数の伸びが減少している．逆に，10

人以上，特に10～19人規模の中，大規模では製造部門

と販売部門とに人員を区別することができ，作業負担

が軽減する．製造部門の人員が十分確保できるので，

多くの種類の製品を作ることが可能で，店舗での品揃

えを充実させることができる．さらには，パンの商品

特性のひとつである新鮮さを消費者に提供するために

は，1日に2，3回，パンを焼かなければならないが，

その点でも製造部門の人員が確保されている分，従業

員1人当たりの作業負担が軽減される．こういったこ

とにより中，大規模層の方が競争上有利であると考え

られる．

　また，大手企業によるチェーン展開やフランチャイ

ズ店などの多店舗を展開している事業者では，冷凍生

地技術を利用することにより，作業時間の短縮，要求

される技術レベルの低下などにより作業負担が軽減さ

れ，従事者を確保しやすくなっている．加えて，焼成

回数を増加させることで鮮度に対してより高度に対応

でき，品揃えの点でも有利であるため，売上の拡大が

見込まれ，今後も発展していく可能性はある．

　2）パン製造小売業実態調査

　ここでは近年，パン産業の中でも重要な位置を占め

ているパン製造小売業の事業者の方にアンケートと聞

き取り調査を行い，パン製造小売業を取り巻く環境の

変化や原料の仕入れ，労務管理などの経営上の間題点

等をお聞きした．加えて，零細なパン製造小売業の方々

の集まりである全日本パン協同組合連合会，福岡市パ

ン協同組合にもお話を伺った．
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　　　　　　　　　　　　　第13図　製造小売業規模別店舗数の推移

97

→一1～2人

＋3～4人
＋5～9人
→←10～19人
→←一20～29人

一●一30～

　180

　160

　140

　120

十100
億

円80

　　60

　　40

　　20

　　0
　　　　　72　　　74　　　76　　　79　　　82　　　85　　　88　　　91　　　94

資料：経済産業省『商業統計表』から作成

　　　　　　　　　　　　第14図　製造小売業規模別年間販売額の推移
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　　　　　　　　　　　第15図　製造小売業規模別店舗数シェアの推移
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　　　　　　　　　　　第16図　製造小売業規模別年間販売額シェアの推移
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　　　　　　　　　　　　　第17図　非製造小売業規模別店舗数の推移
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資料：経済産業省『商業統計表』から作成

　　　　　　　　　　　　第18図　非製造小売業規模別年間販売額の推移
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　　　　　　　　　　　第19図　非製造小売業規模別店舗数シェアの推移
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　　　　　　　　　　第20図　非製造小売業規模別年間販売額シェアの推移
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（1）A事業所

　A事業所は4店舗と製造工場を1ヵ所持つ事業体

であり，従業員数は70人（アルバイト55人）である．

この従業員のうち製造部門では22人（アルバイト15人）

が働いている．工場で製造するパンと直接，店舗で製

造するパンとがある．店舗は天神や西新などの都心部

に立地している．A事業所では原料仕入れについて

80％を小麦粉や砂糖などを個別的に仕入れ，20％をプ

レミックス類で仕入れている．原料購入のポイントと

して，第一に商品化したときの売れ行き，次いで商品

のオリジナル性，作業性が上げられた．またプレミッ

クス類については，作業性の良さは認められるものの，

オリジナル性に乏しく，割高なため活用度は低いとい

うことであった．製粉会社の講習会や品評会などを情

報収集の場として利用している．

（2）B事業所

　B事業所は3店舗を持つ事業体であり，従業員数は

18人で，主に製造に関わる人員は6人である．店舗は

博多地区に立地しており，製造されている商品は80種

類（菓子も含む）である．一部，パンの卸も行ってい

たが，卸売の量は年々，減少している．ここでもA

事業所と同様に80％を小麦粉や砂糖などを個別的に仕

入れ，20％をプレミックス類で仕入れている．ここで

も原料購入のポイントとして，商品の品質や商品のオ

リジナル性を重視している．そのためプレミックス類

を使用する際に他の資材を混ぜて，オリジナル性を出

すようにしているということであった．経営上重要な

ことは，商品に特徴をもたせて他店との差別化をはか

ることと従業員の安定的な確保である．

（3）C事業所

　C事業所は1店舗のみの事業体であり，従業員も2

人で主に製造に関わる人員が1人である家族経営の店

舗であり，住宅地の商店街に立地し，扱っている商品

の種類は50種類である．ここでは原料購入のポイント

として信用があるという回答が入っており，決まった

製粉会社の原料を長年，使用しているということであ

る．主に1人で製造しているため労働時間が長く，好

きでもない限り出来ないということであった．

（4）D事業所

　D事業所は1店舗のみの事業体であり，従業員数

は3人で主に製造に関わる人員は1人である．住宅地

の商店街に立地しているが，近くに幹線道路が走って

おり大型商業施設の出店や外食産業の店舗が多く見ら

れる．取り扱っている商品の種類は35種類ほどと少な

い．原料の仕入れについては10％をプレミックス類で

仕入れ，90％を個別仕入れを行っている．商品開発で

は製粉会社のものを参考にし，メーカーで開発された

商品に少し自分の考えを入れて作る程度である．しか

し， 経営上重要なことは，ヒット商品の開発と挙げら

れている．

（5）まとめ

　このようにそれぞれの規模別に調査をしてみたが，

中規模の所では製造人員が確保されているので取り扱っ

ている商品の種類も多く，1日に3回，商品によづて

はそれ以上パンを焼いている．しかし，小規模では作

業負担が重いため商品の種類も少なく，1日に焼いて

も2回程度であった．また，経営に関して他店との差

別化を図るために，店の特徴や商品のオリジナル性を

出していかなければならないところが一番重要である

と言う認識があり，中規模では新商品の開発に関して，

製粉会社の講習会や品評会などを情報収集の場として

利用していたり，POSデータ等の売り上げ管理をしっ

かり行っている．小規模の所ではそういったことが難

しく，加えて，時間的余裕もないため，独自の商品開

発はあまりうまくいっていないのが現状である．その

ため，大企業の安い製品との競争，さらには，惣菜屋，

弁当屋，コンビニエンスストアーなどとの競争が激し

くなり経営を厳しくしている．その結果，新規の設備

投資が難しくなり，一層厳しい状況になるところもあ

る．また，朝が早く，労働時間が長いため，労務管理

が大変であり，小規模の所では作業負担が重いため人

員の定着が難しく，特に製造部門では技術の定着が難

しい．家族経営の場合，後継者不足で近年，廃業する

所が増えており，今後，家族経営的な小規模事業者は

なくなっていくのではないかとも言われている．

　原料についてはプレミックス類は作業性が良いとい

う利点はあるが，それよりも商品のオリジナル性を重

視するため規格品であるプレミックス類は，あまり利

用されないし，価格も割高であるため利用しにくいと

いうことである．また，小麦粉については品質的な格

差がほとんど無いため，継続的に取引をしている製粉

会社のものを使用していると言うことである．

　3）考察
　パン製造小売業，非製造小売業における構造変化の

最も特徴的なものは，直接，製造・販売を行う製造小

売業と販売のみを行う非製造小売業との数的逆転であ

る．1988年に製造小売業の年間販売額が，1994年に店

舗数がそれぞれ，非製造小売業の数を上回り，それ以

後，差が広がり続けている．

　これまで拡大してきた製造小売業において全体の店



110 丸　山泰広　ら

舗数は増加傾向であるが，従業員規模1～9人の店舗

では近年，そのシェアが減少しており，10～19人規模

やそれ以上規模の店舗が店舗数，年間販売額において

大きな割合を占めるようになった．この主な要因は，

作業負担の重さが挙げられる．パンの製造時間は長時

間であり，加えて消費者の新鮮さへの要求を満たすた

めには1日に2，3回，パンを焼かなければならない．

また，製造するパンなどの種類を多くすればするほど，

作業負担が重くなっていくので，小規模店舗だと品揃

えが少なくならざるを得ず，競争上不利な要因といえ

る．さらに，外食産業やコンビニエンスストアーなど

の台頭により一層，競争条件が厳しくなっている中，

小規模層に多く見られる家族経営の店舗においては，

後継者不足により廃業を余儀なくされているケースも

多くなってきている．今後もこの厳しい状況は続くと

思われ，小規模店舗が減少していくことが考えられる．

それとは逆に，大手企業によるチェーン展開やフラン

チャイズ店などの進出が増えている．冷凍生地技術を

利用することで，作業負担を軽減させ，鮮度への対応，

品揃えや人員の確保といった点で有利であるため，今

後も店舗数が増加する可能性もある．

　今後，パン消費の拡大は難しくなっていくと考えら

れるが，パン産業における製造小売分野においても消

費者嗜好へのより高度な対応や技術革新などで内部構

造は変化し続けていくと考えられる．

6．結 論

　パン産業は大きく二つに別けることができ，主にパ

ンを製造し，食料品小売店や量販店などにパンを卸す

パン製造業と製造・小売を直接行うパン製造小売業に

別けることができる．この二つの業態の大きな違いは，

直接消費者に商品であるパンを供給しているか，どう

かである．また，パン消費の特徴として，鮮度重視と

多様化が挙げられる．そのため，パン製造小売業は直

接，消費者にパンを供給することができるため，鮮度

を最大限に活かした販売ができる．しかし，消費者に

直接パンを供給することのないパン製造業においては，

鮮度ではなく，パンの多様化により対応して供給する

商品数を多くすることを販売戦略としている．弱点を

補うために，、パン製造小売業が多様化へ対応する場合

には，作業負担が重くのしかかり，かなり難しい．そ

の逆に，パン製造業が鮮度へ対応する’ために，より都

心部に近いところに工場を建設するためには，資金的

な負担に対応できないため物理的に限界がある．

　パン製造業とパン製造小売業との間には，消費者嗜

好への対応において棲み分けが行われているといって

よい．しかし，冷凍生地技術等の技術革新やコンビニ

エンスストアーによる流通構造の変化によって，消費

者嗜好に対して新しい対応が行われる’ようになった．

冷凍生地を使用することにより作業負担が軽減される

ため，製造小売分野においても多様化への対応が見ら

れ，さらに，コンビニエンスストアーにおける1日3

回配送により製造分野でも鮮度へのより高度な対応が

見られるようになった．

　さらに，技術革新により国内加工の必要性の低下や

原料である小麦・小麦粉の内外価格差の大きさなどが

あり，コスト削減に対応する形で，パン産業内の企業

が海外企業との提携や海外移転を行いつつある．

　このように，消費者嗜好への対応によってパン産業

の採る戦略は今後も変化し，その内部構造も変化し続

けることになる．今後，パン産業には3つのグループ

に分かれると考えられる．2つはこれまでのようによ

り鮮度対応するグループとより多様化に対応するグルー

プであり，もう1つは鮮度・多様化，両方に対応する

グル夙プである．技術革新によって，鮮度・多様化，

両方に対応することが出来るようになり3つのグルー

プの中では1番有利であるが，労務管理の問題，配送

の問題，小売網構築など解決しなければならない課題

も多いため，このグループがすぐに発展するとは考え

にくい．そのため，しばらくの間は，この3つのグルー

プによる販売競争が行われていくと考えられる．
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Summary 

Bread industry is classified two types of business. One type is Bread manufacturer 

which makes bread and sells them to retailer and supermarket. Another type is Bread 

self-making bakery which makes bread by themselves and directly sells them to con-

sumer. Bread consumer tastes are freshness and diversification. Bread manufacturer 

copes with diversification by making many items. Bread self-making bakery copes with 

freshness by directly providing consumer. But by a innovation a new group is organ-

ized which copes with both bread consumer tastes. A new group is growthing but has 

some problems, a fund of building a new factory and new bakery and constracting a 

new distribution system for example. In future this three group will compete with each 

other in Bread industy. And by a new technique bread manufacturing factory can be 

moved to foreign countries. 

If a new technique should spread throughout Bread industry, a structure of Bread in-

dustry should continue with change. 


