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大豆の原点に戻り、新しい価値を創造。

人と地球の健康に大きく貢献したい。

長い歴史、大豆は健康に良い食物として愛され続け

日本では弥生時代後期すでに栽培されていたと言われています。

そして近年になって地球温暖化が進行し

異常気象による農作物の不作、

食品の安全性や世界人口増加の問題などで

慢性的な食糧不足が懸念される中、

大豆はこれまで以上に注目されています。

広範囲の気候で育つ、他の農作物より少ない水で元気に実る、

良質のたん白質を多く含む、生理活性成分が多様にあるなどが

その理由ですが、大豆のチカラは本当に頼もしい限りです。

不二製油は半世紀にわたって大豆の研究と開発を続け

大豆の各種素材から食品までを生産する

世界でただ一つの総合大豆食品メーカーです。

環境危機がさらに切実になってきた今、

あらゆる角度から大豆を見つめなおし活用する決意です。

そして、おいしさにどこまでもこだわった

新しい大豆ビジネスを展開いたします。
｠

大豆ルネサンスへの挑戦!
｠

不二製油はもういちど大豆の原点に戻り、新たな可能性を最大限に　　

人と地球の健康に大きく貢献していきたいと考えます。

大豆ルネサンスへの挑戦。
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Soy Renaissance
                 Essence
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グリーン社会の実現に向け
サステナブルな事業を展開します。

　健康と環境に良い大豆の
さらなる浸透のため

おいしい大豆素材・食品を提供します。

おいしいからはじまる

体にいいこと、環境にいいことを。

Soy Renaissance
                Mission

ECO Healthy

Green

食糧危機

異常気象

地球温暖化人口爆発

食の安全性

Soy
Renaissance

「食」の創造を通して、
健康で豊かな生活に貢献します。

(　　　 )不二製油グループ
企業理念

(　　　 )大豆ルネサンスの
ミッション



Ingredients Foods

素材から食品まで、家庭用も業務用も。
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大豆本来のおいしさを追求し
新たなビジネスモデルを構築します。

Soy Renaissance
     Business Domain

新分離（USS）製法
による豆乳素材
ローファット豆乳
豆乳クリーム

水溶性大豆多糖類
大豆β-コングリシニン
大豆ペプチド
大豆イソフラボン
大豆サポニン

豆 乳

粉末状
大豆たん白

粒状
大豆たん白

大 豆たん白食品
とうふハン バーグ・とうふステーキ

 が んも・きんちゃく
し のだ・角揚げ 

冷凍と うふ・冷凍厚揚げ 

New

Old

NEW
新分離分画技術による新製品
発酵技術応用による新製品



不二製油は今までもおいしい大豆食品をつくるために日々研究を重ね、

クリアーな味わいの豆乳や豆乳で作ったヨーグルトを開発。

大豆から揚げやとうふハンバーグも味の改良を進めて、

多くの方に愛されています。

しかしまだまだ…

おいしさのイノベーションはこれからです。

大豆から生まれる新しい素材を使って

いろんなお料理が、デザートがおいしくなるだけでなく

今までなかった食品が生まれるかもしれません。

おいしい大豆をサイエンスする。
新しい技術で
さらに「おいしい」食品をつくります。
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Soy Science

Soy Renaissance
                 Taste



油脂事業では創業時より分別技術に個性を発揮した不二製油。

大豆事業でも、1966年に大豆たん白分離技術を完成させてから

様々な分離・分画技術を確立してきました。

そして、今、おいしさにまっすぐ向きあった

USS製法という新しい分離分画技術が生まれました。

USS製法とは、生乳を分離するのと近い方法で大豆を分離するもので、

この技術により、従来になかったおいしさを実現した多くの大豆製品・メニューが生まれています。

また、不二製油が得意とするところの

発酵技術、抽出技術を応用して

国内だけでなく、世界中でおいしく食べられる食品を開発しています。
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「もっとおいしい大豆製品をつくりたい」から
USS（Ultra Soy Separation）新素材が誕生しました。 大 豆 おから

豆乳クリーム

ローファット
豆乳

Soy Renaissance
      New Technology

USS製法

NEW

NEW
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最近になってアメリカの学校給食でも

肉に替わる食材として「豆腐」が推奨され

豆腐加工品が利用されはじめています。

また、食生活が洋風化した中国でも豆乳や豆乳デザートが

注目されて消費がどんどん伸びています。

しかし大豆の栄養価値や環境への低負荷は誰もが認めるものの

まだまだアジアの一部（日本・韓国・中国・インドネシア）にしか

食スタイルとして定着していないというデータがあります。

長い歴史、大豆消費トップクラスの日本だからこそ

そして長寿命国の日本だからこそ

大豆のことをさらに極め

世界に拡がる「大豆ルネサンス」を展開していきたい。

不二製油は世界が、おいしい! と笑顔になる新しい大豆製品で

人に優しく地球に優しい食スタイルを提案していきます。

※FAO大豆の食料消費調査（2007）

※

大豆ルネサンスで、
世界がおいしい！ という食品を。

Soy Renaissance
                   Vision

From Japan
   　to the World



粉末状大豆たん白は乳化性、保水性、結着性に優れ、

ハム・ソーセージ・かまぼこなどの品質をよりよくする素材として利用されています。

また、粒状大豆たん白は肉に近い食感や歯ごたえを持ち、

ハンバーグやシュウマイのおいしさや品質アップのために活用されています。

そして、不二製油が独自に開発した、おからから作った水溶性大豆多糖類。

酸性乳飲料の乳成分の沈殿を防ぐ機能も持ち、

サラッとした口当たりのドリンクを実現。

また、でんぷんの老化防止作用があり、コンビニエンスストアのおにぎりをはじめ

すし飯などにも使われ、今では世界でも多く利用されています。

大豆ペプチドや粉末状大豆たん白はビール系飲料にも活用され、

機能面でのメリットを最大限いかす試みも着実に進んでいます。

食感を良くしたり、鮮度を保ったり、
大豆は食品のおいしさを支える
機能も多彩です。
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Soy Renaissance    
                Function





大豆は北緯50度の寒冷地から赤道に近い熱帯まで

幅広い地域で育ち、わずかな肥料で大量栽培が可能です。

水資源利用効率も良く、牛肉の15倍、小麦・トウモロコシの3倍です。

世界人口の増加、地球温暖化、農耕地の減少、水不足など

厳しい状況を救う可能性を大きく秘めている大豆。

これからの重要な食糧資源として

今後さらに研究開発をすすめていきます。

エネルギー効率、水効率、蛋白効率
すべてに優れた大豆で
食のグリーンレボリューションへ。
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出典：東京大学生産技術研究所 沖研究室
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※エネルギー効率：投下エネルギーに対する回収エネルギーの比率
出典：Earth Interactions vol.10 （2006）
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Soy Renaissance
             Sustainability

ずっと地球にいいことを考える。

もっと人にいいことを考える。

世界人口の増加
出典：世界資源研究所編「世界の資源と環境」
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世界の水需要の推移
出典：SHI and UNESCO （1999）
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