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【質問項目】 
１ 令和２年（R2 年１月～12 月）の黄大豆の取扱量（販売量、使用量等）と取扱 
の多い上位品種についてお聞かせください（概数でもかまいません） 

合 計 うち国産 うち輸入 

大豆取扱量 ｔ ｔ ｔ 

国産大豆の品種別内訳（上位５品種） 

品種名 取扱量 希望価格 
希望価格で購入可能な場合の 

購入希望量 

１位 t 円/60kg t

２位 t 円/60kg t

３位 t 円/60kg t

４位 t 円/60kg t

５位 t 円/60kg t

２ 取扱量の見通し：R2 年の取扱量を基準とし、今後の増加/減少の見込みを比率で
お答えください（例：例えば「５％増」と記入してください） 

全大豆（輸入＋国産） 国 産 大 豆 

今 年(R3) ％ ％

来 年(R4) ％ ％  

５年後(R8) ％  ％  

３ 大豆の使用割合を用途別にお聞かせください（概数でもかまいません） 

※☐は、クリックすると変わります（もう一度クリックすると元に戻ります）。

○豆腐（ 　％） ○味噌（　　 ％） ○醤油（　　 ％）　○煮豆（　　％）

○納豆（　　％） ○豆乳（　　 ％） ○その他（品目：　    　）（ 　 ％）

４ 国産大豆の調達方法とその使用割合についてお聞かせください 

播種前入札（ ％）：収穫後入札（  ％）：契約取引（ ％）：相対取引（ ％） 

５ 今後、増産を希望する産地についてお聞かせください（複数選択可） 

☐北海道 ☐東北 ☐北陸 ☐関東 ☐東海 ☐近畿 ☐中四国 ☐九州

６ 現在、収量の安定化に向け多収（既存品種の 1.5 倍以上）中粒品種が開発されて
いますが、品種の切替えに必要な条件についてお聞かせ下さい（複数選択可） 

☐価格が安定すること ☐産地品種銘柄で大ロットで確保出来ること

☐品質が安定すること ☐機能性成分など付加価値があること

☐大粒でなければ購入しない

次のページに続きます 

【問合せ先】農林水産省農産局穀物課 
佐々木、廣谷 ℡（03）3502－8111（内線：4846） 

（黄大豆アンケート） 



７ 今後開発して欲しい大豆の特性についてお聞かせください（複数選択可） 

☐多収である（生産量が安定すること） ☐ショ糖含量が高い

☐粒大が大きい ☐粒大が小さい ☐白目である

☐タンパク含量が高い ☐イソフラボン含量が高い ☐青臭みがない

☐その他（ ） 

８ 昨年度からのコロナウイルスの影響による変化はありましたか？（複数選択可） 

(A)大豆全体（海外産・国産ともに）の取扱量の変化についてお聞かせください

☐大豆の取扱量を増やした ☐大豆の取扱量を減らした

☐変化なし ☐その他（具体的に： ） 

(B)国産大豆の取扱量の変化についてお聞かせください

☐大豆の取扱量を増やした ☐大豆の取扱量を減らした

☐変化なし ☐その他（具体的に： ） 

９ 国産有機大豆の動向についてお聞かせください 

(A)国産有機大豆の取扱量の見通しについてお聞かせください

☐取扱実績有 ⇒ ☐今後増やす予定 ☐今後減らす予定

☐変化無し

☐取扱実績無

(B)（(A)で「取扱実績有」と回答）有機大豆の入手元についてお聞かせください 

☐個人農家から直接入手 ☐農協から入手 ☐問屋を介して入手

☐その他（ ） 

(C)（(A)で「取扱実績有」と回答）有機大豆と有機でない大豆の価格差について 

お聞かせください（概数でもかまいません） 

・有機大豆は有機でない大豆と比較すると 円/60kg 程度高い。 

10 今後期待する品種についてお聞かせ下さい 

品種名（ ）  理由（ ） 

11 現在、多収小粒品種の栽培が広がってきていますが、用途拡大の可能性について
お聞かせ下さい 
☐増やす予定  ☐変化無し ☐減らす予定

御協力、ありがとうございました。 

理由（ )
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