
将来構想First Step現在

短期視点、長期視点の両軸で社会課題へアプローチし、Plant-Based Food Solutionsを実現する新製品・新技術・新ビジ

ネス創出を目指した研究開発活動を実施しています。また、イノベーションを推進するため、国内外の大学や研究機関との

オープンイノベーションや顧客との共創活動を強化しています。

グローバル経営を支える強い研究開発体制の将来構想へ向けたステップとして、日本のリソースを活かしたグループ全体の研究

開発組織の強化を進めています。
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日本にリソースが偏在している

  日本の素材開発チームへの海外 
案件に関するミッションの組み入れ
  グループ間ネットワークの強化
  研究開発の資源配分の見直し

研究開発員数 日本70%：海外30%

R&Dセンター
日本： 不二サイエンスイノベーション 

センター 
つくば研究開発センター

海外：アジアR&Dセンター

日本を中心にネットワークを形成し、 
海外強化を推進

R&Dセンターを日本・シンガポール 
以外にも保有し、より強化した 
グローバル研究開発体制を模索

グローバル経営を支える研究開発組織の強化ステップ

社会課題のソリューションを目指した短期・長期アプローチ

日本50%：海外50%

中国・欧州・北米にそれぞれ 
R&Dセンター保有を理想とする
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不二製油グループは、ブラマー取得により海外売上
高は約60%となり、企業構造のグローバル化が大き
く進みました。しかし、研究開発の面では、まだ主た
るリソースが日本に偏在しており、真のグローバル企
業となるべく研究開発体制の実現を急ぐ必要があり
ます。そのための課題として、「グローバル企業として
の研究開発ネットワークの構築」と「不二製油の20

年後、30年後を支える新規技術の開発と新規事業
の推進」を挙げ、その解決が急務であると認識し、改
革に取り組んでいます。
　グローバル研究開発ネットワーク構築のため、海
外グループ各社とは、TIEM（Technical Information 

Exchange Meeting）やR&Dワーキングチームでの活
発な議論を通じ、世界的課題の共有とその解決に取
り組んでいます。また、日本の研究開発員のグローバ
ル人材化を優先的に進めており、世界各国の大学・
研究機関とのオープンイノベーションや、研究員の海
外派遣を行っています。
　加えて、不二製油グループの20年後、30年後を支

える新規技術の研究開発（バックキャスト）と現在取
り組んでいる新規事業の実績化（フォーキャスト）を
両立することが重要です。そのため、2020年度は組
織と評価体系を刷新しました。未来創造研究所の
中に、従来はマーケティング部門であった新規事業
推進の部門を取り込み、中長期テーマの選択と集中
を進めます。そして、現在の主要テーマであるおいし
さソリューション技術による植物性食品の高付加価
値化とともに、2050年の社会課題解決に事業として
貢献するため、いまから着手すべきテーマに集中して
取り組んでいきます。
　2020年、世界を襲った新型コロナウイルス禍によ
り、あらためて世界には壁がなく、日本もグローバル
社会の一員であること、そして人類がまだまだ非力で
あることを思い知らされました。コロナ禍後の人々の
生活・価値観がどう変わっていくかを予想し、その時
に私たち不二製油グループが「人のために働く」とい
う精神で世界のために何ができるかを考え、次の時
代への準備を進めていきます。

次の時代を見据え、グローバルな
研究開発体制の構築を進めます

上席執行役員
最高技術責任者（CTO）

木田 晴康

CTOメッセージ
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基盤研究（未来創造研究所）、素材開発、応用開発、生産技術開発（エンジニアリング）の体制を持ち、各部門の密な連携によっ

て研究開発を進めています。

世界の価値観の変化スピードは加速しています。グローバルで社会課題を解決することで不二製油グループの

未来へわたる成長を牽引していくため、研究開発活動の変革をグループ全体で推進していきます。

基盤研究 
（未来創造研究所） 素材開発 応用開発 生産技術開発 

（エンジニアリング）

植物性食素材の可能性を探求し、
中長期視点での「世の中の困りご
と」の解決につながるテーマに注力

顧客の要望に応じた新製品開発
に注力

フジサニープラザを活用し、顧客と
共創活動を実施。当社製品を 
用いて、消費者に感動を与える 
魅力的な顧客商品を開発

「安全、品質、環境」にこだわり、 
最適なタイミングで生産手段を 
具現化、新規工場や生産設備を
構築

グローバル視点での研究開発活動

グローバルな経営を支える研究開発組織を構築していくために、まず日本の研究開発が中心となって世界中の共創活動をリード
し、海外グループ各社の開発部門との情報共有に取り組んでいます。また、各拠点で開発した独自素材や独自技術を他地域に
スピーディに展開すべく、グループ間のネットワーク構築・強化を進めています。

研究開発のグローバルネットワーク強化による課題解決  

イノベーションを生み出すには、異なる価値観を有する多種多様な人材が共通の課題に向かって取り組むことが重要です。不

二製油グループでは、TIEM（Technical Information Exchange Meeting）を定期的に開催するとともに、重要課題については

R&Dワーキングチームを組織し、世界的課題の共有とその解決に取り組んでいます。　

TIEM（Technical Information Exchange Meeting）
「技術とマーケット情報の共有」「新製品・新技術の情報の共有」「R&D社員のスキルアップ」 

「グループ会社間でのコミュニケーションの向上」を目的に、世界中の同事業のR&D担当者が 

一堂に会する会議。

R&Dワーキングチーム
個社では解決が難しい世界共通の研究課題について、ワーキングチームを設

置し、課題解決のスピードアップを図る取り組み。

オープンイノベーションの推進  

新規事業のスピードアップや自社にはない技術獲得のため、積極的に

世界でオープンイノベーションを推進しています。国内外の研究機関と

の産学連携コンソーシアムの構築や、海外のコンソーシアムへの参加を

通じて、新しい価値創出を目指します。

＜主なオープンイノベーションのテーマ区分＞
1   新規事業のスピードアップ：PBFSのための技術習得など
2   自社にない技術の獲得：気候変動など社会環境に 
関する川上へのアプローチなど

人材育成と情報収集のための海外留学・研修  

海外の情報収集やネットワークづくりのため、研究開発人材の海外派遣を積極的に進めています。

　2018年度のコペンハーゲン大学（デンマーク）、2019年度・2020年度はワーゲニンゲン大学（オランダ）への派遣を実施。 

さらに、2020年度は海外研修（EU、カナダ）も計画しています（2020年4月現在）。

挑戦する人材が活躍できる研究風土へ  

自由闊達に挑戦する不二製油グループの伝統を進化させ、既存技術の延長ではないイノベーションを創出していくため、人づく

りと組織風土改革を進めています。社内イントラプレナー制度や海外派遣などを通じて挑戦する場を提供するとともに、評価制

度を見直し、挑戦する人材を評価する仕組みの構築を進めています。

中国   1  2

  復旦大学附属華東病院／ 
東北農業大学とのおいしい 
健康食品の共同研究

日本    1  2

  茨城大学とのクロス
アポイント 
メント制度による 
大学教員の招聘
  OPERA（産学共創プ
ラットフォーム） 
への参加

米州    2

  Nutrition Capitalに参画し、 
スタートアップ企業との 
共同研究や投資を推進

欧州    1  2

  オランダFoodvalleyへの参画

  NIZOが主導する産官学コンソー 
シアム Plant protein in Cheese 
への参画

  ワーゲニンゲン大学が主導する 
産官学コンソーシアム 
PlantPROMISEへの参画

東南アジア・オセアニア 
    1  2

  シンガポール研究機関ICESとの
共同研究 
 

  オーストラリア国立研究機関CSIRO
（連邦科学産業研究機構）との 
共同研究
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不二製油グループの技術

変革へ挑戦し、次の時代を創る

未来創造研究所では、将来の社会・環境・ヒトの課題を分析し、「世の中の困りごと」の解決
につながる研究テーマに取り組んでいます。2020年度から「新たな食資源の探索」「PBFSを
支える新素材と新技術の創出」「“ことづくり” による新技術の社会と市場価値を見極め」の各
ミッションを担う組織へと刷新しました。アグリ・フード分野を中心に植物性素材の研究によ
り価値の顕在化を実現し続けることで、未来創造カンパニーである不二製油グループの長期
的かつ持続的な原動力となるべく技術で支えていきます。

未来創造への挑戦

執行役員
未来創造研究所長

中村 彰宏

研究開発体制

変化に対応するための取り組み
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不二製油グループの技術

私たちはグループ一丸となって
世界各国で社会の困りごとを解決する
技術開発や製品開発を進めています。

常に新しい視点で革新的な技術を生み出してきた不二製油グループ。

変化のスピードが早い時代においても、

創業以来刻まれた「人のために働く」のDNAのもと

社内外の共創とグループ連携に注力し

世界の食の未来を切り拓く研究開発を目指しています。

不二製油株式会社 安全品質管理・ 
生産技術部門 技術開発部 食品グループ

岩渕 草太郎

不二製油株式会社 開発部門  
たん白素材開発室 第三グループ

シエルボラポング ウイパビー

2019年に稼動開始した関東工場内の 
新チョコレート工場

多種多様な繊維感・粒感を取り揃える 
不二製油の大豆ミート

多角的な専門チームがノウハウを結集し、
最適な製造プロセスを確立

同社様初の JPVSヴィーガン推奨マーク*

ハラルド 
R&D Coordinator 

Rosileide Siqueira Ferreira

ハラルドでのチョコレート製品開発風景 2019年度 TIEM参加メンバー

フジ ヨーロッパ アフリカ
Director of Open Innovation &  
External Partnerships

亀井 リズ

HAS工科大学学生とフジ ヨーロッパ アフ
リカ社員による展示発表

植物性チーズ「Soy Delice」を使用した 
ピザ

世界各拠点への生産技術展開を支える製造プロセスの革新
健康・土産物市場でも多く使われるチョコレートの製造プロセス構築にあたっては、風味、物性、色、形など研究部門から
の要望もさまざまです。技術開発部では関東新チョコレート工場において、操作性、生産効率を犠牲にすることなく多品種
と大量生産を両立させる新しい製造プロセスを構築しました。安全を第一に各工程を監視制御する計装機器の設置はも
ちろんのこと、それらを利用した品質安全のさらなる向上、労働者不足に対応した自動化技術の開発も実現しました。グ
ローバル各拠点への技術展開が期待されています。
　今後もさらなるグローバルな事業強化を、製造プロセスの革新でサポートしていきます。

グループのネットワークを活かした製品開発
TIEM参加により、市場・製品動向やグループ各社の状況への理解が深まり、最新の研究開発課題の共有もできました。参
加者同士の交流も活発で、継続的な意見交換によって互いの知識向上と製品開発機会の拡大につなげています。そこで
得たお客様課題解決の方法や、油脂技術のノウハウはハラルドの製品開発に大いに活かされています。
　チョコレート事業が発展していくために、各社のR&D部門が重要な役割を担っています。互いに連携し、意見交換を重ね
ることで、正しい道に進んでいると感じています。このようにグループ一体となって、世界の困りごとを解決するイノベーション
を加速していきます。

健康で幸せな食事に貢献する商品開発
PBFSをコンセプトに顧客の各社様への大豆ミートのご提案を進めてきました。その中で、大手コンビニエンスストア様との、
食の多様化や健康志向の高まりに合わせたヴィーガンメニューの開発に携わりました。動物性原料を一切使用できないこ
とには苦労しましたが、大きさや食感の異なる不二製油の大豆ミートの繊維感・粒感を組み合わせることで肉に負けない
食感を実現し、さらに油脂の技術でジューシー感を均一に分散させ、おいしく仕上げました。これからも、消費者の皆様の
健康と幸せな食事に貢献できるよう、新しい商品の検討を進めたいと思います。

Win-Winを生むオープンイノベーション
次世代植物性チーズの開発を加速するため、オープンイノベーションの一環として「Plant Cheese」コンソーシアムに参画、
HAS工科大学の学生と出会いました。彼らの卒業プロジェクトである欧州植物性チーズ市場研究の指導に関わることによ
り、その素晴らしい成果に貢献したのみならず、我々自身もさまざまな経験を得ることができました。大学祭への当社製品
Soy Deliceの出展は我々にとって新たな欧州食品業界ネットワークを築く機会となり、コンソーシアム参加は学生のみなら
ず、フジ ヨーロッパ アフリカにとっても新たな価値を創造する機会となりました。A win for All！

欧州

欧州

日本

日本

日本 米州

米州

* JPVSヴィーガン推奨マーク
日本最古最大のベジタリアン市民団体である特定非営利活動（NPO）法人 日本ベジタリアン協会
（Japan Vegetarian-Society）が英国ベジタリアン協会の認証に倣い、原料に一切の動物性食品
と蜂蜜を含まず、製造工程でコンタミへの厳重配慮を行ったヴィーガン食品に付与するマーク


