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ご挨拶

会社理念

平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

２０２１年６月よりエフシージー総合研究所の社長に就任した岸本一朗です。
就任にあたりまして、皆さまに一言ご挨拶申し上げます。

当社は、フジサンケイグループの調査・研究機関が統合され、1985 年に誕生しました。
以来、生活者、企業、メディアをつなぐ存在として、

安全と安心に関わる情報を発信し、様々な製品・サービスを提供して参りました。
激動の時代にあって、とりわけ感染症の世界的な拡大により、安全と安心に対する
社会的ニーズは加速度的に高まっています。

こうした中、当社社員のひとりひとりは、アフターコロナの世界も見据え、

日々調査・研究を重ね、最新の情報を発信し、時代の変化に対応したサービスを
開発すべく努力を続けております。

【 わたしたちの約束 】

わたしたちは、安全を極めつづけ、
生活者が安心できる
未来の実現をめざします。

今後も、フジサンケイグループの総合研究機関として、この度、制定した

『 生活者の視点で、安全を極めつづけ、誰もが安心できる未来の実現をめざす 』

理念のもと、皆さまの信頼と期待に応え、公共の利益に資する貢献を果たしていきたい
と考えております。

【 わたしたちの価値観 】

皆さまには、今後とも一層のご支援とご指導を賜わりますよう、
心よりお願い申し上げます。

常に、究める
常に、創る
常に、親切に

代表取締役社長

岸本一朗
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皆さまと共に歩んで 15 年 食品表示作成システム
「 食品大目付そうけんくん 」
企画開発部 森京介

「 そうけんくん 」のポリシー
2007 年に「 そうけんくん 」の販売を開始しました
（ 表１）。原材料情報を一元管理し、製品の配合を登
録することで、原材料名や栄養成分などの表示を瞬
時に作成するシステム（ 図２）です。販売当初から

2. 法改正にあわせ、適切なタイミングでプログラム
更新を行うこと

ＬＡＢＯではほぼ毎号に「 食品大目付そうけんくん

（以下、
「そうけんくん 」）」が登場しておりますので、

3. 企業が導入しやすい価格を維持すること

お馴染みのことかと思いますが、改めて「 そうけんく
ん 」をご紹介します。

「 そうけんくん 」は、度重なる法改正にも柔軟に

食品の包装の裏面などに記載されている表示（ 図

対応してきました。大きな転機となったのは、2015

１）を、１度は目にされたことがあるでしょう。この

年に施行された食品表示基準への対応です。それま

わずか数行の表示は一見簡単に作ることができそう

で様々な法律に分散していた食品表示のルールが集

ですが、実はメーカーや小売業者のノウハウが詰め

約され、規定そのものは整合性がとられました。し

込まれたものです。その表示を法令に従いながら作
成するためのシステムが「 そうけんくん 」です。

図1

食品表示の例

「 そうけんくん 」には、この制度に対応する「 原料原
産地表示サポート機能 」を既に実装しています。今
後も進化は止まりません。

食品業界のインフラを目指して

３つのポリシーを掲げています。
1. 簡単かつ直観的な操作で、関連法規に則った表示
が作成できること

「 食品大目付そうけんくん 」とは

品に対して、原料原産地の表示が義務化されます。

かし、事業者には「 全商品の表示の作り直し 」とい
う厳しい要求が待っていました。アレルゲン表示方
法の統一、栄養成分表示の義務化、これらの新しい

今年で発売から 15 周年を迎えることができまし
た。今では全国 2,200 以上のライセンスを提供する
までに成長し、日本の食品業界において重要なポジ
ションにあると自負しています。これもひとえに、
ユーザーの皆様のおかげです。
「 そうけんくん 」は、１店舗の小売業・外食店舗か
ら大手製造ベンダーまで、企業規模・業種を問わず
にお使い頂いています。
「 少しでも多くのお客様を
ミスからお守りし、消費者も守るシステム・サービ
スを提供したい。」この想いは、これからも変わり
ません。
「 食品業界のインフラ 」を目指し、今後も食
品関連事業者の表示作成の負荷軽減に邁進してまい
ります。

ルールに対応するために、事業者には大きな負担が

「 そうけんくん 」の歴史をひもとく

「 そうけんくん 」開発前夜

フジサンケイグループの研究所が、なぜ食品表

ある時、食品添加物大事典のユーザーからお問い

示のシステムを運営しているのか。その歴史をひも

合わせを頂きます。食品表示の誤りから商品回収を

とくと、今から 20 年以上前の 1995 年に遡ります。

され、切実なお悩みを抱えていらっしゃいました。

行政機関からの受託業務として取り組んだ、食品添
加物のデジタルデータ作成がことの始まりです。

「 ２度と回収事故を起こしてはならない。食品表
示のシステムを、開発してもらえないだろうか。」

ちょうど一般家庭にもインターネットが普及し始

実務について知れば知るほど、食品表示を手作業

めた頃で、情報は紙から電子媒体へと形を変え始め

で作成するには、限界があると確信します。数百か

ていました。来るべき情報化社会に備え、添加物の

ら数千点の原材料規格書を取り寄せて、製品の情報

規格基準や使用基準などを網羅した、日本初の食品

に反映しなければならず、転記作業はミスの温床で

添加物データベース「 食品添加物大事典 」を構築し

した。

ます。2004 年から企業向けに提供を開始し、食品企
業とのお付き合いが本格化しました。

生じます。
「 ここが正念場 」と間髪入れず、その年のうちに食
品表示基準に完全対応した「 次世代そうけんくん 」
の提供を開始しました。全国のお客様の元を訪ね、
現場の悩みを聞き「 そうけんくん 」に改良を重ねま
した。経過措置期間が終わる 2020 年までの 5 年間
で、合計 1,500 以上のライセンスを提供しました（ 図
３）。この 5 年間は、私たち食品関連事業者にとって
激動の時代であったことは間違いありません。
更に 2022 年 4 月には、国内で製造・加工された食

図2

そうけんくん運用イメージ

当時、食品表示を取り巻く環境には、緊張感が張
り詰めていました。
「 食の安全・安心 」が消費者の
関心を集め、事業者には厳しい目が向けられていま
した。
「 お客様の業務の負担をできるだけ減らし、ミス
からお守りしたい。」この想いは尽きることなく、
食品表示作成システムの運営という茨の道に踏み出
します。
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表１

食品大目付そうけんくん年表

図3

そうけんくん導入ユーザー数推移
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『 そうけんくん拝見 』 株式会社ミホミ
～食品表示作成システム『 食品大目付そうけんくん 』導入事例紹介～
企画開発部 森京介

近況を教えてください。
新型コロナウイルスの影響で人流が減り、駅構内
での販売は厳しい状況が続きました。スーパーマー
ケットや、高速道路のサービスエリアでの販売は回

取材を受けていただいたのは、静岡県の菓子

メーカー「 株式会社ミホミ 」様です。2018 年か

復しつつあります。自家消費の需要にお応えするた

ら「 食品大目付そうけんくん（ 以下、
「 そうけんく

め、自社通販サイトの運営も強化しています。

ん 」）」をお使い頂いています。営業本部・本部長

お客様の喜ぶ顔を見るのが、この商いの醍醐味で

の渡辺様、課長代理の大瀧様にオンラインでお話

「 そうけんくん 」に採用を決めた
理由を教えてください。

操作が簡単で直感的な事と、関連法規の改正にと
もなうバージョンアップが魅力でした。システムと
しては価格も手頃で、これなら活用できそうだと感
じ、採用を決めました。

す。また旅行を楽しむ人が増えて、お土産を選ぶ楽

を伺いました。
（ ※ 2021 年 10 月取材 ）

しい時間が増えて欲しいと願っています。

システム化にあたり、大変だったこと
があれば教えてください。

「 そうけんくん 」導入のきっかけを
教えてください。

労をしました。たとえば、社内のレシピでは「 小麦

システム化以前は、表計算ソフトの Excel を使っ

営業本部本部長 渡辺様（ 左 ）
営業本部課長代理 大瀧様（右 ）

て表示を作成していました。栄養成分の算出は、外
部の分析機関に委託していました。どちらも工数・
費用が掛かり、担当者により作成した表示や規格書
の品質にバラつきも生じていました。これらを改善
すべく、2020 年の食品表示基準への対応をきっかけ

御社のことを教えてください。

運用前の準備段階で、社内外の協力を得るのに苦

に、システム化を検討しました。

粉 」や「 砂糖 」と書いてあっても、実際には複数の
ものを使用しています。システムには正確な情報を
登録したかったので、どのメーカーのどの材料なの
か、正確に調査しました。
今ではどの製品に、どの原材料が使われているか、
すぐに解ります。他部署や取引先様の協力があった
おかげで、正確な情報が把握できるようになりまし
た。

和洋菓子の製造・販売会社です。1953 年（ 昭和 28
年 ）6 月に設立をして、まもなく 70 周年の節目を迎
えます。当社の起源は日本茶を扱う「 中村園 」にあ
り、お茶屋のおもてなしの精神を大切にしています。

商品について教えてください。
安倍川もち

主力商品は「こっこ 」と「安倍川もち 」です。
「こっ

こだわり、水は安倍川の伏流水を使用しています。

こ 」は、ふわふわなスポンジ生地にクリーム注入し

目指しているのは、深く長く愛される商品です。時

た蒸しケーキです。
「 安倍川もち 」は、ひとくちサイ

代に合ったデザインか、食べやすいボリュームかど

ズの黄な粉もち、あんこもちを詰め合わせた、食べ

うかも気を配り、お客様のニーズにそった、きめ細

きりサイズのお餅です。どちらも素材は細部にまで

やかな商品づくりを心掛けています。
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こっこアソート

こっこ 2 個入

7

企画開発部

フジサンケイ危機管理研究室

広報パーソンのための危機管理研修プログラム
実際に操作してみて、気づいた点は
ありますか。

編集後記

現役幹部記者らによる個別トレーニングやセミナーを企画・運営

はじめてミホミ様にお伺いしたのは、規格書収集

システムの操作はスムーズにできたのですが、運
用当初は作成した表示に自信が持てませんでした。
そんな時でも、そうけんくん事務局の操作支援や、
表示に関する問い合わせなど、各種サポートにより
安心感を得ることができました。法改正に合わせた
情報が、欲しいタイミングで届くのも嬉しいです。

の手順を取引先に向けて説明する「 規格書説明会 」

直営店の「 こっこ庵 」でベーカリー事業の展開を
始めました。容器包装が無いため表示は必要ありま
せんが、お客様からアレルゲンや栄養成分を聞かれ

大島光博

の時でした。
「 原材料の仕入先 」ではなく、
「 かけが
えのないパートナー」として向き合われていた姿
を、今でも覚えています。
私たち「 そうけんくん事務局 」がお届けするのは、

弊社では 30 年以上にわたり、企業や団体の広報パーソンのための様々な支援事業を展開しています。特

に広報業務を行う中で避けて通れない「 事件 」、
「 事故 」などの危機を乗り切るためのノウハウなどを会員
制の勉強会や個別トレーニングなどを通じて提供しています。今号では、それらについてご紹介します。

システムだけではありません。食品表示に関する問
い合わせ窓口の運営、ユーザー向けセミナーの開催
など、サポート面にも力を入れて取り組んでいま

今後の活用展開を教えてください。

フジサンケイ危機管理研究室

す。こうした研究所だからこそ実現できるサービス
の提供を続け、深く長く愛されるお菓子のように、
「 そうけんくん 」も愛されるサービスを目指して参

「 フジサンケイ広報フォーラム 」とは
企業・団体の広報担当者の情報交換・異業種交流
の場として発足した会員制の勉強会で、今年で 30 周

ります。

年を迎えました。現在 47 の企業や大学、団体が加盟

こっこバラエティ

しています。毎月 1 回日本記者クラブでマスコミ関

ることがあります。
「 そうけんくん 」で製品情報の

係者を講師に招き、勉強会 ( 月例会 ) を開催していま

一覧を出力して、店舗で回答できるように、事前に

す。この勉強会では、マスコミ幹部や学者など有識

準備しています。お客様に正しい情報を提供できる

者が広報に関する最新のテーマを解説するほか、会

ことは、私たちの自信にも繋がります。今後もシス

員懇親会や見学会なども実施しています。また、四

テムを有効活用したいと考えています。

半期ごとに加盟会員の幹部による交流勉強会 ( 報友
会 ) を行い、会員同士の意見交換の場も設けていま
す。
たまごスープ

おつまみたまご

会員には、毎月フジサンケイグループ各社の記者、
編集者や企業の広報担当者などが寄稿した最新情報

フジサンケイ広報フォーラム月例会では
テレビアナウンサー講師による話し方教室も開催した

やコラムが満載の会報誌を送付するほか、会員から
の個別相談も受けています。

転ばぬ先の杖「メディアトレーニング」
メディアトレーニングは企業や団体の役員・幹部
職員など、組織を代表して対外的なコメントや意見
を述べる立場の方々にインタビューや記者会見など
メディア対応のスキルを習得していただくための研
修プログラムです。企業・団体側の ” 常識 ” に基づく
コメントや説明も、マスコミ報道によって、一般社
会では非常識ととられることも少なくありません。
極論すると、報道のされ方しだいで、その企業・団
こっこ庵
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ベーカリー限定食パン「 錦 」

フジサンケイ広報フォーラム

月例会の模様

体の風評が左右されるのです。
9

フジサンケイ危機管理研究室

フジサンケイ危機管理研究室

最近の傾向として、これまで外部に漏れることの
なかった組織内の不都合な事実も SNS などを通じ
て公になることが増えてきました。そんな時代に
あっても「 法令に反していなければ問題ない 」と考
える企業・団体の経営幹部も少なくありません。不
都合な事実は、広告・宣伝や、弁護士に相談したり
すれば、何とか穏便に済ませられると心底信じてい
る経営トップもいるほどです。弊社には、そうした
企業・団体の広報・危機管理担当者からの SOS が
数多く寄せられています。どんな組織でも、不祥事
オンラインでのメディアトレーニングの模様

は起こりえますし、完全になくすということも不可
能でしょう。重要なことは、起こってしまったこと
に対して、いかに対処するかです。特に説明責任を
求められる時代にあって、記者会見などを通じての
情報発信は欠かせないものとなっています。

広報担当者向けの「 出張広報研修会 」
様々な企業・団体の広報担当が参加するオープン
セミナーではなく、自分の組織に即した広報の在り
方について提案してもらうセミナーについての要望
が増えています。弊社では、その企業・団体に即し
た広報業務の基礎知識から不祥事の対応までが学べ
る「 出張広報研修会 」を提供しています。弊社の研
究員が、現役の新聞、テレビ記者らとともにそれぞ
れの企業・団体のオフィスなどご指定の場所に出向
いて実施します。内容は広報の基礎知識、危機管理
への対応、新聞記者の特性などの解説、読みやすい
文章の書き方、ニュースリリースの作り方、写真・
動画の撮り方、編集技術のコツ、クレーム対応のポ
イントなど広報に関する様々なテーマに対応してい
ます。料金は１回 30 万円 ( 消費税別 ) からで、東京近

記者役は産経新聞などの現役幹部
弊社の行うメディアトレーニングは、模擬記者会
見のほか、メディアの特性に関する講義を行いま
す。記者役・講師は産経新聞、フジテレビの現役記
現役記者講師を務めるメディアトレーニングの模様

メディアトレーニングの模様

者・幹部が務める実践的なプログラムです。このト
レーニングでは、記者会見でどんな説明をすればマ

郊での開催の場合は、交通費等は一切不要です。
弊社では、今回ご紹介した以外にも、ニュースリ
リースの作成・添削サービスや各種オープンセミ
ナーなども開催しております。また、不祥事発生時
のアドバイス業務も展開しています。危機管理広報
についてのご相談はいつでもお受けしておりますの
で、お気軽にご連絡下さい。

スコミ、ひいては世間一般が納得するか体得すると
ともに、不祥事が発生した場合にどんな準備をして

なぜトレーニングが必要なのか ?

おけばよいかなど、平時の危機管理を学ぶものと

グローバル化や人材の流動化が叫ばれて久しい

むね 3 時間で、平均費用は約 70 万円 ( 消費税別 ) と

ですが、日本では大企業を中心に依然として年功序
列・終身雇用が保たれています。これは組織の DNA
を維持していくには良いことなのかもしれません。
一方で、外部の風が入り込む余地が少なく、経営幹

なっています。トレーニングに要する時間は、おお
なっています。トレーニング内容は役員向けやミド
ルマネジメント向けなど、ご要望に応じて変更でき
るほか、専門のテレビクルーによる撮影も用意でき
ます。

部を含めて、多くの人がその組織の論理に縛られ、
世間常識では首をひねるような慣習が出来ているこ
とも少なくありません。こうした慣習がしばしば不
祥事につながることも多く、結果としてマスコミか
メディアトレーニングではオプションで
スタイリストが服装のアドバイスも行う
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ら糾弾されてしまうのです。

新型コロナウイルス対応のため
オンラインで出張広報研修会を実施

11

フジサンケイ危機管理研究室
広報パーソン必見の講演を毎月開催
発足 30 周年を迎えた会員制勉強会フジサンケイ広報フォーラム
では、毎月マスコミ、有識者による講演会 ( 月例会 ) を開催してい
ます。昨年 12 月の月例会では、
「 2022 年、コロナ禍後の政治・経済
はこうなる 」と題して、産経新聞上席執行役員東京本社編集局長の
五嶋清氏に政・財・官界などの今後の動きなどについて解説いた
だきました。
本年１月の月例会では、発足 30 周年の記念として、不祥事発生
時のメディアトレーニングを行います。現役の幹部記者が記者役
を務め、会見者役の参加者に本番さながらの質問を行い、緊急時の
マスコミ対応を学んでもらうというものです。
これからも会員の皆様の実戦に役に立つ講演やサービスを提供
してまいります。

五嶋清産経新聞上席執行役員
東京編集局長

暮らしの科学部
生活科学研究室

美容・健康・料理研究室

IPM 研究室

生活科学研究室では、空気清浄機の
集じん性能試験等の性能評価試験
を行っております。この試験は、日
本電機工業会の規格（ JEM1467）に
基づいて行います。

化粧品、美容機器などの皮膚計測や
化粧品評価の開発を進めています。
また、調理科学的な評価や、料理レ
シピの開発、栄養計算なども行いま
す。

室内環境を汚染するダニ・カビ・
細菌などの研究・調査をしていま
す。このほかに美術館のカビ汚染で
の実態調査や、公共施設でのカビ調
査とアドバイスを行っています。
＊次号 LABO29 号にて掲載予定

企画開発部・フジサンケイ危機管理研究室 特集号
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