
不二製油グループダイバーシティビジョン

ダイバーシティを楽しもう

世界の多様な人材がお互いに刺激し合い、イノベーションを 

起こしていく。　

　この過程をお互いに楽しみながら、多様性に富んだ世界中

の顧客にさまざまな食シーンを通じておいしさと健康をお届け

できるよう「人のために働く」を実践し、社会へ貢献します。

不二製油グループ 統合報告書 2020 83

C
A
O

82 不二製油グループ 統合報告書 2020

CAOメッセージ

2020年4月、CAOに着任した髙杉です。これまでは
不二製油グループ本社の事業開発部門長、および
米国エリアトップとしてグループの事業に関わってき
ました。不二製油グループは各エリアでのローカライ
ゼーションが進みつつあるにもかかわらず、世界に
保持するグループの人材と機会において宝の持ち腐
れになっていると認識しています。ですから、私自身
の最大のミッションは、グループの成長を後押しする
ダイバーシティの浸透と、そのための制度設計とイン
フラ整備を早急に進めることであると考えています。
　当社グループは現在、15の国と地域に40社の連
結子会社を有しており、約6,000名の仲間が働いて
います。当社で長く働いている従業員もいれば、さま
ざまな経験を経て当社に参加した従業員もいます。
当社におけるダイバーシティの実現とは、ジェンダー
のみならず、国もバックグラウンドも異なる従業員た
ちが同じ目標に向かって発展、成長していくことです。
これこそが、当社の技術力、生産技術を高め、新しい

製品や販売手法を生み出す力の源泉になると考え
ています。異なる文化を持つ者同士が共同作業を行
うことは決して簡単なことではなく、時に軋轢を生み、
困難をもたらすものでもあります。しかしながら、この
壁を乗り越えることにより、この多様な人材を擁する
当社グループの力にますます磨きがかかり、大きく成
長することができると確信しています。
　2020年度の不二製油グループダイバーシティビ
ジョンのテーマは、「ダイバーシティを楽しもう」としま
した。簡単なことではないだけに、達成した時の喜
びは大きいものです。私たちの究極のテーマは、世
界の多様な人材がお互いに刺激し合い、イノベー
ションを起こしていく、そうしたダイバーシティを実現
することです。そのために、中期経営計画でも進めて
いる、世界の優れた人材が適時適所で成長し、活
躍するための人事制度の確立を継続するとともに、
グローバルな組織をリードする、強力なリーダーシッ
プチームの構築を目指していきます。

ダイバーシティを 
イノベーションの原動力に

取締役 兼 上席執行役員
最高総務責任者（CAO）

髙杉 豪

 誰もが 
働きやすい 
環境の実現

SDGsが目指す 
グローバル 

適応能力の強化 

多様性が生み出す 
新たな気づきによる 
  ビジネスモデル・ 
価値の創出

さまざまな食シーンを 
通して、顧客に健康、 
食べる喜び、 

安らぎをお届けする。
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2015年のブラジルのハラルド取得やグループ本社制への移行を機にグローバル体制構築を目指す中、人材戦略・制度について

は従来の日本の考え方をベースとしたものであることを課題としていました。そこで、中期経営計画においては、各エリアとの連携

を通じて、グローバルに活躍する人材を発掘・育成する制度や仕組みの構築を進め、ビジネス環境の変化に柔軟かつ迅速に 

対応できるグローバル体制構築を目指してきました。

これまでの実績

1  現地化の推進
各国の社会課題・食のニーズに即した食品素材販売のビジネスを展開するためには、文化慣習・嗜好・商流などを理解し、 

価値観や事業環境の変化に合わせたスピーディな意思決定と事業運営の実施が不可欠です。そのため、海外の主要グループ

会社のトップは現地の人材に任せるという方針のもと、現地化を進めてきました。引き続き、グローバルな組織をリードする強力な

リーダーシップチームの構築を進めていきます。

3  人材の可視化とグローバルな活躍機会の提供
将来の経営幹部候補生やグローバル異動を伴うキャリアにも挑戦できる人材の可視化を進めています。2019年度までに、主要

海外グループ会社の人材データベースを整備しました。また、一部対象者にはキャリアアンケートやインタビューも実施し、グルー

プ社員のキャリアビジョンの把握に努めています。これら施策を通し、日本から海外グループ会社への派遣だけでなく、グローバ

ルでのグループ会社間の派遣も積極的に進める方針とし、具体的に進めてきました。また、研究開発部門を皮切りに、各国の担

当メンバーが一体となった取り組みを広げています。（P70参照）

4  「不二製油グループ憲法」の実践強化とグローバル研修制度
「不二製油グループ憲法」は不二製油グループの存在理由、目指す姿の実現のために組織として共有する価値観（拠りどころ）や

行動基準であり、経営の根幹です。「不二製油グループ憲法」を徹底して共有・実践することが組織の強みの源泉となり、私たち

の使命を果たすことにつながると考え、さまざまな研修制度に「不二製油グループ憲法」の理解浸透を図るプログラムを織り込み、

マネジメント育成を実施しています。

2  報酬体系、評価方法の定型化
海外の主要グループ会社社長の報酬体系について、各国の事業特性に準じた定量面の業績評価、「不二製油グループ憲法」の

実践を含む定性面の評価に加え、優秀な人材を確保するにふさわしい競争力のある報酬水準を設定し、グループ全体の経営 

目標に対する適切なインセンティブを付与するため、不二製油グループ本社ガイドラインの策定を開始しました。引き続き処遇の

公正性担保および報酬決定プロセスの明確化・透明性確保を図り、人事ガバナンス強化を進めます。

「不二製油グループ憲法」実践 
セッション
「不二製油グループ憲法」のバリューについて 
語り合うワーキングセッションを、2018年、2019
年に実施しました。

新任社長研修
2019年、海外グループ会社の新任社長3名を 
対象に本社研修を開催し、国内各拠点の現場
視察や、不二製油の歴史、「不二製油グループ
憲法」の理解を図
るセッションを行い
ました。

中国幹部の選抜研修
「不二製油グループ憲法」をはじめとした不二製油
グループの理解深化、リーダーシップ強化および
グループの人的ネットワーク構築を目的とした4日
間にわたるプログラムを実施しました。

ハラルドは、不二製油グループの価値観を浸透させ、日々
の行動に落とし込むため、不二製油グループ本社のメン
バーと連携し価値観の本質を示すことに努めた、5つの
フェーズからなるワーキングセッションを実施しました。
　セッション後、従業員たちは自身の行動の全てにより自
覚的になり、これから取り組もうとする事項がグループのミッ
ション・ビジョン・バリューに沿っているか考えるようになり
ました。仕事を通じた人々の生活への貢献の素晴らしさを
知り、ハラルドで働くことにさらなる誇りを感じることにつな
がった、非常に意義深い取り組みであったと感じています。

新任社長向け研修は、グループの歴史、企業文化、経営構
造の理解に不可欠であり、企業、そして、私たちと次世代が
生きる世界の課題へ挑むグループの理念に鼓舞されました。
　当社はこれらの理念に即し、グループ内のさらなるシナ
ジー発揮と機会共有の推進を約束します。フィリングとコン
パウンド製品の本格的な能力拡大と、持続可能な油脂製
品によるソリューション提供の継続と同時に、植物性の油
脂やカカオによる健康でおいしく、持続可能な食品ソリュー
ションのイノベーターとして製品開発と革新を加速し、刺激
的で魅力的な就業環境を創出します。

中国エリアから11名の社員が選抜され、不二製油グルー
プ本社主催の幹部選抜研修に参加しました。グループ経
営に関して学ぶ中で、会社の歴史･方針・事業、ESG経営
の考え方や「不二製油グループ憲法」についてもより理解
を深めることができました。傘下会社間の横のつながりも
強化されたと感じます。
　また、今回初めて日本の本社に行った参加者も多く、本
社や工場の見学を通じて主力製品や徹底した安全管理
体制についても学びました。今回のプログラムを通して自
信がつき、会社の将来の発展に力を尽くそうと、仕事に対
するモチベーションを高めることができたと感じています。

中期経営計画 基本方針

 グローバルに活躍する人材を発掘・育成するための制度、仕組みの構築
 エリアとの連携を通じた、不二製油グループのグローバル人事体制の構築
  ダイバーシティ推進による、ビジネス環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる
グローバル体制の構築

2020年度までに達成すべきこと、 
解決すべき問題

不二製油グループの人材のグローバル化、多様化、 
現地化の推進と、組織の生産性向上
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人づくり

ダイバーシティを実現するグローバル人材戦略

ブラマー

Peter Blommer
フジ ベジタブル オイル

Andrew Bunger

ハラルド

Sergio Tango

不二製油（張家港）有限公司

Yan Shangwen

フジ オイル ガーナ

Ronny Voorspools

フジオイル（シンガポール）

Teo Yong Wah
フジオイル ヨーロッパ

Jon van den Bremen

インダストリアル フード サービシズ

Andrew Ellis
フレイアバディ インドタマ

William Chuang

ハラルド
Senior Executive HR 
Manager

Geise Andrade

フジオイル ヨーロッパ
Managing Director

Jon van den 
Bremen

不二（中国）投資 
有限公司
経営管理部  
財務経理

湯
（TANG ZHENGZHENG）



今後のステップ

2023年度の目指す姿に向け、さまざまな施策に着手します。

グローバル広報

不二製油グループは、この5年の間に、ハラルド（ブラジル）、インダストリアル フード サービシズ（豪州）、ブラマー（米国）などの各

社をグループに迎え入れました。それぞれが地元での有名企業であり、当社グループへの貢献は財務的なものに限らず、市場、

人材、原材料調達など幅広い分野で実現されています。今後の広報活動では、グループでの対外的発信と、拡大したグループ

内のコミュニケーションの強化が課題です。不二製油グルー

プとして、世界から認知されることは、今後の事業拡大や人材

獲得にとって大変重要なポイントです。世界各地のさまざまな

ステークホルダーに向けたメッセージ機会を増やし、グループ

としての認知度向上を目指します。グループ内コミュニケー

ションでは、従来の紙媒体やイントラネットに加え、新たなコ

ミュニケーションツールの導入を図り、グループとしての一体感

を高めていきます。

グローバル法務

今後グローバルでの成長が加速する中、各地でのプロジェクトの増加、知財を武器としたビジネスの展開も想定され、各国の 

法令遵守対応など法務部門のグローバル化も急務となっています。各拠点へ法務担当者の配置を進めるとともに、同法務担当

者や法律事務所とのネットワーキングを強めていきます。また、研修を通じた各拠点グローバルコアメンバーの法務リテラシーの

向上も進めていきます。

不二製油グループ本社にリスクマネジメント・コンプライアンス担当役員を配置し、そのもとでグループ全体のコンプライアンスの

取り組みを推進しています。当社の法務部門が、グループ全体のコンプライアンス意識の浸透に資するさまざまな施策を企画し、

課題の改善に取り組んでいます。法務部門から適宜報告を受け、当社の経営会議や取締役会が、コンプライアンスの取り組み

のレビューを行っています。

モニタリング

内部監査担当部門と連携を図り、海外グループ会社も含めたコンプライアンス実践状況のモニタリングに取り組んでいます。2018

年度からは、海外グループ会社を巡回し、コンプライアンスチェックリスト（地域特有の法令やリスクを勘案して作成したもの）を用

いた実地点検活動を開始しています。

コンプライアンス浸透のための取り組み

ビジネス行動ガイドライン
「不二製油グループ憲法」の行動原則

について、さまざまな日常業務で遭遇す

る典型的事例を取り上げて説明した

「不二製油グループ・ビジネス行動ガイド

ライン」を策定し、冊子やPDFで、従業

員に配布しています。新入社員に対して

は、ガイドライン内容の研修を実施して

います。また、多言語（8ヵ国語）への対

応も行っています。

コンプライアンス実地研修
法務部門は、人事部門をはじめとする

関連部門と協働し、コンプライアンス研

修の体系化に取り組み、国内外拠点を

巡回し、事業現場の状況やニーズを確

認しながら、注意すべきコンプライアンス

分野の啓発を行っています。

eラーニング
2018年度からグループ全体の意識向上

を図るべく、毎年10月を「コンプライアン

ス・情報セキュリティ強化月間」と定め、

グループ従業員を対象に、eラーニング

（日本語、英語、中国語、ポルトガル語）

を実施しています。

　次年度のコンプライアンス浸透施策

への展開に活かすべく、各拠点の受講

状況や回答結果を確認しています。

Our Future Vision

 2023年度の目指す姿
不二製油グループのさらなる発展には、
グループ全体での連携強化によるグロー
バル経営の推進が不可欠である。経営
人材と事業牽引人材をグローバルで育
成し、多様な人材の価値を最大限発揮
することで、強い組織を創る。

レビュー 報告 報告

モニタリング
施策の企画
課題の改善

連携
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人づくり／コンプライアンス

グローバル経営を支えるインフラ強化

コンプライアンス意識の浸透

経営会議・取締役会

グループ各社

グループ本社法務部門 内部監査担当部門監査

2020年度

2023年度

2021年度

不二製油グループでも、各社を通じて 
世界各所で助け合いの輪が広がっている

2020年5月には各エリアトップからの
メッセージリレーによって、コロナ禍に対峙 
するグループ社員を激励した

第2ステージ
グローバル人事体制の 

運用を開始

第3ステージ
強力なグローバル 

リーダーシップを発揮し、 
グループ一丸となって 
グローバル経営を推進。 
持続可能な成長を 
実現している。

第1ステージ
グローバル人事体制の 

構築を推進


