
東海地域の食品関連企業を取材！！

金印株式会社
品質保証部

村松弘章課長に聞きました
東海地域で展開している食品関連企業を訪問して、企業活動の中で食品の安全・安心／消費者の

信頼確保に取り組んでいる状況を取材しました。
第１弾は、わさび商品の老舗「金印株式会社」の村松課長にお話を伺いました。

Ｑ 本日は、よろしくお願いいたします。
まず、会社の概要と商品の特徴などを教えてください。

Ａ 当社の創業は昭和４年で、初代社長（小林元次）が柳橋
市場（現：名古屋駅前柳橋中央市場）で青果販売を始めま
した。初代社長は、父の死後、17歳でバナナ問屋へ奉公し、
その給与の殆どを貯めて資金を作り20歳で開業しました。
今も残る当時の貯金通帳は社宝です。
最初、青果の仕入れをするために、みかんの産地である

静岡県用宗（現：静岡市駿河区）の農家を訪れ、みかんが
庭に山積になっている農家を訪ね、当主（糟屋弥吉氏）に
「市場の権利購入で資金の大半を使用してしまい、運転資
金が不足したため、委託販売をお願いしたい。」と申し入
れたところ、初代社長の申し入れを信用し、みかんを送っ
ていただけたそうです。粕屋氏の信用を得て事業を展開さ
せる事が出来たことから、社訓「信用は無形の財産なり」
が生まれました。
みかんは品質も良くて安いということで、飛ぶように売

れたということです。今で言うと「産直」ですね。ただ、
あまりにも売れたため、同業者から市場の長老を通じ「み
かんの販売は止めてほしい。死活問題だ。」と要求を受け
ました。長老と相談した結果、翌年の昭和５年から「わさ
び」を販売することにしました。初代社長は、往年ラジオ
のインタビューで「20歳の若さで長老に逆らうこともでき
なかったが、勧めてくれた「本わさび」の販売が「金印わ
さび」の起源になった。」と話していたそうです。
現在、当社が販売している商品は約３００アイテムです。

粉わさび、練りわさび、おろしわさび、きざみわさびなど
の「加工わさび」製品を中心に、しょうが、マスタード、
にんにく、ドレッシングなど、最近では、ゆず製品にも力
を入れています。
また、古くから「本わさび」の様々な研究に着手し、

1994年に本わさびの機能性研究により機能性成分「6-
MSITC（6-メチルチオヘキシルイソチオシアネート）」が
発見され、その後、産学共同で様々な研究・特許を取得し
ました。2004年には、世界初の「本わさび」成分を生かし
た健康食品「ワサビスルフィニル 」サプリメントシリー
ズの通信販売を開始しました。
商品の販売は国内だけではなく、現在ではアメリカに現

地法人、欧米には支店や駐在所があり、アジア地域を含む
世界各国に向けて普及・販売に力を入れています。海外で
はヘルシーで人気が高いお寿司、また、フランス料理など
にも「わさび」は使用されており、「ＷＡＳＡＢＩ」とし
て定着しています。

～食の安全・安心／消費者の信頼確保に向けて～

“始まりは「みかん」、そして「わさび」へ” “安定した西洋わさび契約栽培の地「網走」”

西洋わさびと栽培風景

本わさびと栽培風景

Ｑ 創業以来、何か苦労話や裏話があったら教えてください。

Ａ 当社には北海道の網走に工場があるんですね。「えっ、
何で？」と思われるかもしれませんが、「加工わさび」の
主原料になる「西洋わさび」の契約栽培を北海道でしてい
ます。「加工わさび」には、高価で物量も少ない「本わさ
び」を原料とするには適していないため、一般的には「西
洋わさび」を主原料として使用しています。古くから日本
人に親しまれてきた「本わさび」とヨーロッパ原産の「西
洋わさび」は、見た目と香り成分は異なりますが、辛み成
分はほぼ同じです。また、栽培に時間がかかり、収量も少
ない高価な「本わさび」と比較して、畑で大量に栽培でき
る「西洋わさび」は安価で、「加工わさび」の主原料とし
て貴重な存在です。「西洋わさび」がなければ、世界の
「加工わさび」需要のほとんどを賄うことはできません。
当社では昭和27年、「粉わさび」の原料として長野で

「西洋わさび」の契約栽培を始めましたが、その後、長野
の高原の耕作地に適した高価な野菜栽培に影響を受け、
「西洋わさび」の価格も高騰しました。そして、昭和39年
の不作をきっかけに主産地を長野から購買実績のあった北
海道に移動する決断をしました。

®



“安全・安心は契約農家とのコミュニケーションから”

“ＨＡＣＣＰとフードディフェンスの導入”

※１：ＨＡＣＣＰ（ハサップ）
食品の衛生管理の一つ。「危害要因分析重要管理点」

ともいう。ＨＡＣＣＰは、原材料の受入れから最終製品
までの食品の製造・加工の各工程ごとに、微生物による
汚染、金属の混入等の危害要因をあらかじめ分析してリ
ストアップし、危害につながる特に重要な工程を継続的
に監視・記録するシステム。

西洋わさび栽培農家とのコミュニケーション

“業界初「練りわさび入り小袋商品」を開発”

当初、北海道では「西洋わさび」を栽培していた農家は、
収穫期にいつも地元の加工業者に買いたたかれていたため、
契約栽培をしていただける農家を探して訪ね歩きましたが、
契約いただける農家はありませんでした。探し果てた末、
網走刑務所に広い耕作地があることを知り栽培を依頼した
ところ、ようやく契約栽培が始まりました。このことから、
徐々に周辺農家へも信用いただき、契約していただけるよ
うになりました。
当初は、収穫した生原料を、そのまま貨車で名古屋まで

運び「粉わさび」を製造していました。その後、「西洋わ
さび」を大量に収穫できるようになると、貨車ではなく船
便で生原料を運ぶこととなりました。ある日、名古屋港で
期待し待っていたところ、船倉の換気が悪い場所に積み込
まれた「西洋わさび」が、名古屋港についたころには大半
が蒸れて腐敗していました。この事故をきっかけに、契約
栽培の圃場近くに乾燥工場を建てることとなりました。僻
地での工場建設は大変な事業となりましたが、産地に工場
を持つことで原材料・商品の品質向上に繋がりました。ま
た、当時の物流費等のコストを大幅に引き下げることが可
能となりました。今では当社の基幹工場（金印わさび㈱オ
ホーツク工場）となっています。

ただ買うだけ、検査するだけでなく、生産者との会話や顔
と顔を合わせたコミュニケーションを通じて管理・監視を
しています。

※２

Ｑ 金印さんが、業界で初めて開発した商品はありますか。

Ａ どこのスーパーでも刺身商品に小袋の「加工わさび」が
付いています。「加工わさび」は、戦前戦後を通じ「粉わ
さび」の時代が長く続きましたが、昭和46年に業界で初め
て金印が練りわさびの小袋を開発しました。きっかけは某
量販店からの依頼でした。当時、スーパーの鮮魚売場では、
店員が大量の粉わさびを練って、刺身皿毎に盛って販売し
ていました。しかし、非常に手間がかかり、つらい作業の
上、衛生的ではないということで相談を受けました。そこ
で「金印小袋ねりわさび」を開発いたしました。わさびの
「香りと辛み」は揮発性であり、「本わさび」の味を再現
するために冷凍タイプの商品となりました。冷凍流通が
整っていない当時、アイスクリーム用の大型クーラーボッ
クスを物流用に準備し、導入にこぎつけたと聞いています。
その後は大々的に普及していきました。

創業当時、本わさびを販売していた初代社長は、西洋わ
さび主体の「粉わさび」や「練りわさび」では満足出来ず、
その後、本わさびの味を追求すべく昭和48年に本わさびを
超低温加工した業界初の生タイプ「生すりわさび」「生お
ろしわさび」を開発し、今日では生タイプが「加工わさ
び」の主流となっています。

Ｑ 安全・安心について色々な取組をされていると思います
が、代表的な取組を２～３点教えてください。

Ａ 原料の栽培から商品の製造まで一貫した管理を行ってい
ます。国産の西洋わさびについて、お話をさせていただく
と、品種改良や無病苗の研究開発、苗の生産を当社で行っ
ており、契約栽培農家にその苗を販売供給し栽培していた
だいています。また、当社の原料担当者は、西洋わさびの
栽培期間中、各圃場を回って生育状況を確認しています。

そのほかは、ＨＡＣＣＰとフードディフェンスです。
ＨＡＣＣＰ については、システムを導入して動き始め

たのが2002年です。導入のきっかけとなったのは2000年に
大きな社会的事件として、食中毒事件がありました。それ
以降、指定外添加物の香料を使った事件や国内でＢＳＥが
発生するなど、食品に関する様々な事件・事故を受けて、
当社でも安全なシステムを構築すべきだと判断して導入し
ました。現在では、ＨＡＣＣＰは義務化との声もあります
し、どこのメーカーも取組んでいることだと思います。Ｈ
ＡＣＣＰのシステムは、つくることが目的ではなく、ＨＡ
ＣＣＰという道具を使って当社に合った安全・安心な仕組
みを構築していることが重要だと考えています。

※１

※２

また、フードディフェンス については、２０１３年に、
ある会社で発生しました従業員による冷凍食品への農薬混
入事件がきっかけとなりました。それまでも当社では何台
かのカメラを設置していましたが、対策に本腰を入れ始め
たのは、その事件以降で、本格的に対策を講じる意識にな
りました。まだまだ、完全ではありませんが、セキュリ
ティカメラの増設、入退室のチェック、薬品類の管理など
を行っています。導入にあたっては、実際に導入している
他社を視察し、当社はＩＳＯ９０００ の外部監査等の機
会や認証の更新の際に相談して、自社に合わせて取り入れ
ています。例えば、薬品などの管理方法について教示いた
だいたりもしました。

※２

※３



バーコード管理

Ａ 食品トレーサビリティ の導入ですが、当社において
トレーサビリティという言葉を知ったのは２０００年頃
だったと思います。ＩＳＯ９０００シリーズの認証を取
得しようとした時、要求事項の中にトレーサビリティと
いう言葉が出てきて開始しました。
現在では、バーコードを使用してコンピューターのボ

タンを押せば履歴が出てくるようなシステムとなってい
ますが、１０年ほど前までは、紙媒体を利用して何とか
生産・製造履歴を追えるといった状態でした。取組みを
開始したところ、２００２年に国内で「本わさび原料に
無登録農薬を使用」の報道がありました。幸い当社が購
入している原料にはなかったのですが、全国のスーパー
マーケットのバイヤーからは問合せが殺到し、当社では
残留農薬調査を始めた時期だったため、完全なる安全確
認を行うために全社総動員で、残留農薬の再検査を行う
大変な事態となりました。以後、栽培履歴の台帳を出し
ていただくことにより、いつ施肥をして、いつ、どんな
農薬を、どの程度使用したかを確認できるように致しま
した。
また、生産工程で不具合が生じた場合は、跡を辿るこ

とができるようになりました。また、原料が工場内に
入ってからも、全てバーコード管理していますので、い
つ入ってきた原料を、いつ使用し、いつ摺りおろし加工
し、いつ攪拌・容器に充填したのか、その商品がいつ倉
庫に入って販売されたのかなど、一次販売先までは製
造・流通工程の履歴が追えるようになっています。
ただ、品質保証の立場から申しますと、トレーサビリ

ティのシステムは、事故が起きたり不具合が生じた時に
有効なものなので、利用する事態にならないにこしたこ
とはありません。しかし、いざという時は、迅速に原因
の特定や究明を行うことができますし改善に繋げること
もできますので“備えあれば憂いなし”というものだと
思います。この取組も食の安全・安心の一環だと考えて
います。

※４

Ｑ 次に、食品トレーサビリティについて、取組状況を教えてく

ださい。

当社も創業以来、安全・安心に関して取り組んできて
います。安全・安心への取組みは、その時々の社会環境
や社会的要求で高さが違っており、生産や分析などの技
術が時代を追って進化していますので、継続的に取り組
んでいくことが重要だと思います。今、この瞬間は当社
の取組みに対して合格点をいただけるかもしれませんが、
明日になったら、新たな社会的要求が出てくるかもしれ
ませんし、お客様の目線や社会環境が変わるかもしれま
せん。やはり、常に改善に取り組むことが必要です。

“安全・安心は社会環境や要求に常に応えていくこと”

Ｘ線異物検出装置による異物混入の検品

複合生体顔認証システム

全方位ネットワークカメラ

“～備えあれば憂いなし～「食品トレサの意義」”

生産履歴情報の管理



金印株式会社のホームページはこちら
http://www.kinjirushi.co.jp/

※１～４の用語の解説については、食品安全委員会
「食品の安全性に関する用語集」から出典。

《取材場所：金印株式会社本社（名古屋市中区栄）
ナディアパーク ビジネスセンター２３Ｆにて》

金印株式会社のわさび商品の一例

Ａ お客様相談など、消費者と接する機会を捉えて、「わ
さび」の普及を少しできたらなと考えています。大げさ
に言えば、食育になるのかもしれませんね。「加工わさ
び」を知らない消費者の方はほとんどいないとは思いま
すが、「本わさび」とはどういうものなのか、どういう
性質のもので、体にどういった効果があるのかなどは、
あまり知られていないと思います。
わさびの機能性に関しても研究を進めておりまして、

わさびの成分には解毒作用、抗酸化作用、血流改善など
に効果があるとの研究成果もありますので、健康食品の
開発にも力を入れています。
こういった本当のわさび、わさびが持つ本質について、

消費者の方々と接する機会に普及していけたらなと考え
ています。それは、当社の経営理念である「食品を通じ
て人類の健康づくりと世界の食文化に貢献しよう」とい
うことにも繋がっております。わさびを通じた食の普
及・社会貢献をしていきたいと考えています。

Ｑ 最後に、今後の会社の展開方向について、教えてくだ
さい。

“わさびを通じた食の普及・社会貢献”※２：フードディフェンス
人の健康や食品に悪影響を及ぼす病原微生物、毒

物、金属片等の異物の意図的な混入から、国民や食
品を守るための対策。

※３：ＩＳＯ９０００シリーズ
国際標準化機構が定める品質管理及び品質保証に

関する一連の国際規格をいう。１９８７年に制定。
ＩＳＯ９０００シリーズを認証取得するには、組織
（企業）等の事業所ごとに、品質マネジメントのシ
ステムについて第三者機関の規格に基づく審査を経
て、認証を受ける必要がある。

○○わさびって、どこで
売っているのかなぁ？

Ａ お客様からのお問合せ内容は様々です。電話をいただ
くということは、お問合せ、ご意見、ご指摘があるとい
うことですから、まず、お話をしっかりと聞いて、その
内容を把握し問題を解決することが重要だと思います。
また、個々のお客様に対しての対応は、「点」でしかあ
りませんが、寄せられた各お客様からの１件１件の情報
をたくさん集めてデータ分析すると、そこから何らかの
傾向が見えてきます。その傾向を取りまとめて社内へ展
開しますと改善や色々な取組に繋がっていきます。
例えば、「ある商品が美味しかったのですが、どこを

探しても見つからないので、販売店を教えて欲しい。」
という問合せをよくいただきます。これは、美味しいと
いう１点だけを捉えれば、大変嬉しいことですが、その
声が何件も寄せられると、「この商品、どこにも売って
いないよ。」というシグナルを出していただいているこ
とにもなります。このシグナルを社内に向けて発信・展
開すれば、もう少し販売店を増やしてみようかとか、こ
の商品は業務用だけど、一般の消費者向けにも売ってみ
ようかということにもなります。お客様の問題を解決す
ることも大切ですが、その裏側に何が隠れているのかを
考えることも重要だと思います。折角、お客様から貴重
なお時間とご意見を頂戴したのですから、“お客様の声
は会社の財産”として取り組んでいくことが今以上に重
要なことだと考えています。

Ｑ お客様相談など、消費者とのコミュニケーション対応
で重要な点を教えてください。

“お客様の問合せからシグナルを読み取ること”

※４：食品トレーサビリティ
農産物や加工食品等の食品が、どこから来て、ど

こへ行ったか「移動を把握できる」ことをいう。
食品の生産、加工、流通等の各段階で、ここの生

産者・事業者が、商品・原材料の入荷と出荷に関す
る記録等を作成・保存しておくことにより、結果と
して食品の移動の経路を把握することが可能となり、
食品事故等の問題があった際の迅速な回収、早期の
原因究明等に役立つ。


