
共創

（オープン 
 イノベーション）

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、技術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。
　未来創造研究所、素材開発、市場開発、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。
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将来

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

グループの成長を支える研究開発体制の実現
グローバルで社会や産業の構造が急速に変化する中、SDGsに代表されるように、企業も社会課題に目を向けることが求め
られています。グローバルで発生する社会課題を解決していくため、グループ共創力を強化していきます。具体的には、 

日本国内の組織改革、グループ間ネットワークの強化、社外との連携強化を加速します。その中でも、海外に関連する取り
組みは最重要課題であり、欧州初のR&Dセンターの開設、海外コンソーシアムへの参画、海外のスタートアップ企業との 

連携、グローバル人材の育成強化など、数々の施策を進めます。

1. グローバル企業としての組織・研究開発ネットワークの構築

2. 将来を支える新規技術の開発と新規事業の推進
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1. グローバル企業としての組織・研究開発ネットワークの構築
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将来構想
＜取り組み中＞First Step

現在
日本にリソースが偏在している

  グループ間ネットワークの強化
  社外（特に海外）との連携強化
  グローバル人材育成の強化
  欧州R&Dセンターの開設準備

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

日本中心のハブ体制のもと、 
海外強化を推進

海外のR&Dセンターをさらに拡充し、 
研究開発のマルチハブ体制に

日本 50%：海外 50%

中国・北米にもR&Dセンターを保有

コロナ後の社会に向かって、研究開発の変革を加速

不二製油グループの事業成長の状況や、社会の変容スピードへの危機感から、「グローバル企業として
の組織・研究開発ネットワークの構築」「将来を支える新規技術の開発と新規事業の推進」を喫緊の課
題として認識し、対応を進めてきました。社会課題解決型思考や「挑戦と革新」のDNAへ回帰する意識
改革に加え、グローバル連携体制の構築は確実に進行しています。
　「グローバル企業としての組織・研究開発ネットワークの構築」については、グループ全体の収益性を
向上させていくために、各エリアおよび各事業でのシナジーの最大化を目指し、より活発なグループ間
の技術交流や、各エリアのR&Dトップ層の連携強化を推進しています。また、グループで4ヵ所目のR&D

センターとして、欧州にGlobal Innovation Center Europe（GICE）を、2021年に開設します。大学お
よびMNC（マルチナショナルカンパニー）の研究所とオープンイノベーションを進め、サステナビリティに
関する最先端の情報発信と新規事業創出のハブ拠点としていきます。
　「将来を支える新規技術の開発と新規事業の推進」については、未来創造研究所で生み出した、植物
のちからで動物性ならではのおいしさや満足感を実現する技術について、素材開発部門とともに、製品
化、収益化を目指しています。また、未来社会から見て、いま当社グループが取り組むべきことをテーマ
として抽出し、中長期戦略に活かす取り組みを進めています。
　世界を襲ったコロナ禍は、消費者の行動と意識を大きく変えました。変化は予想以上に早いため、当
社グループの変革をより加速させなければ、世界に後れをとることになります。しかしこの変化をチャン
スと捉え、短期（コア事業の収益化）から長期（将来技術の創出）まで、幅広く迅速に対応できる組織の
構築を目指していきます。当社グループが、技術を基盤とした経営を実践していくことは今後も変わり
ません。差別化された技術が優位性を維持し続けていくためにも、変革を強力に実践していきます。

上席執行役員
最高技術責任者（CTO）

CTO
SECT ION



グローバル研究体制構築の足がかりの一つとして、オランダのFood 

Valleyに欧州初のR&Dセンターを開設します。食品産業の集積地である
Food Valleyにおいて、情報収集や新技術獲得、重要顧客との技術交流
を皮切りに、将来はグループのグローバルイノベーションハブとして不二
製油グループの成長を支えていきたいと思います。オープンイノベー
ションを通じて、不二製油グループに新たな価値を創出し、パートナーと
のwin-winの実現を目指したいと思います。

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

Liz Kamei, Ph.D.

担当者の

“声”

1  グローバルなグループ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）の定期的な開催に加え、重要課題につい
てはR&Dワーキングチームを組織し、世界的な課題の共有とその解決に取り組んでいます。

2  オープンイノベーションの推進と人材のグローバル化
産学連携コンソーシアム
社会課題解決を加速させるため、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、技術イノベー
ションを推進していきます。

2050年の社会像を洞察する目的で未来年表を作成し、未
来創造研究所が取り組むべき将来の社会課題を設定。これ
らの課題を解決すべく、バックキャストでいまなすべき検討
を明確にし、社会実装のための研究を開始しました。

3  海外留学・海外研修
海外の情報収集やネットワークづくり、および研究開発人材のグローバルな視点の習得と育成のため、留学や研修などの 

海外派遣を積極的に進めています。
実績：コペンハーゲン大学（デンマーク）、ワーゲニンゲン大学（オランダ）への派遣

＜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：自然環境や社会課題に 
配慮した新技術・新原料の模索

私たちは、油脂中の汚染物質の存在に対処するため、横断的チームを
結成しました。マレーシアのパルマジュ エディブル オイルの仲間との協
業により、新たな分析手法の確立に成功し、自社内での迅速な分析と、
軽減のための戦略の検討が可能になりました。
　私たちが継続して成功していくための鍵は、各グループ会社がチームと
して協力できるかどうかです。今後もグループ全体で強い協力関係を築く
ため、私たちは積極的にイノベーション活動に参画していきます。

フジ ベジタブル オイル  
Research and 
Development Chemist

Mike Boaen

担当者の

“声”

品質改善のためのワーキングチームの取り組み

2021年度下期 Fuji Oil Global Innovation Center Europe（GICE）開設

コペンハーゲン大学大学院に10ヵ月間留学しました。前半は最先端の乳
科学・技術について専攻コースを受講し、後半は「植物タンパクにおけ
る乳酸菌代謝機構の解明」をテーマに共同研究を行いました。帰国後に
同内容について執筆した論文は、国際的な食品科学の学術誌「Food 

Chemistry」に受理されました。留学により新たな知識を得るだけでな
く、国際的な動向へのアンテナを高く張ることができるようになり、自身
の研究開発業務のレベル向上に寄与しています。

不二製油株式会社
基盤新技術開発室
共創技術開発課

城谷 直紀

担当者の

“声”

留学経験がもたらすグローバルな視野

2. 将来を支える新規技術の開発と新規事業の推進

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Food Valley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

　   欧州R&Dセンター（GICE）開設

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

日本    1  2

  茨城大学とのクロスアポイント
メント制度による連携講座を 
共同開設

  OPERA（産学共創 
プラットフォーム）への
参加

  Food Tech Studio - Bites!に 
参画し、国内外企業とともに食
に関する社会課題解決を推進
  植物性食品の普及・啓発を目的
としたPlant Based Lifestyle 
Labを国内15社で設立
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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。

『Food Tech Studio - Bites!』への参画
研究開発活動においてスピードとタイミングは極めて重要です。DXを積極的に活用する海外のスター
トアップ企業は、時代のニーズを把握しつつ、新たなビジネスモデルを創出しています。未来創造研究
所ではオープンイノベーションを加速しており、米国Scrum Ventures社が運営するFood Tech Studio 

- Bites!  に参画しました。日系企業との連携やスタートアップ企業とのマッチングにより、新たな技術
の共創と市場密着型新ビジネスモデルの創出を目指していきます。

2050年社会像イメージ

食の量と質の偏在が解消され、 
一人ひとりのWell-Beingが 

向上する社会 

具体的な研究領域の特定
  高齢化社会の 
Well-Beingの実現

 サステナブルな食資源必要な技術の創出
  シニアの健康に貢献する素材研究
  環境に配慮した食の供給技術の研究
  デジタル技術やAIの活用

必要なパートナーシップの構築
  センシング分野、パーソナル情報活用分野
  フード・アグリテック分野

2050年の社会課題に向けた挑戦！
未来創造研究所では、2050年の社会・環境・ヒトに関わる社会課題を分析し、「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。2021年度から「サステナブルな食
資源の探索」「おいしいPBF新素材と新技術の創出」「Well-Beingに貢献する食素材の創出」
「“ことづくり”による新技術の社会的価値の検証」の各ミッションを担う組織へと刷新しまし
た。本年は、動物性食品が持つおいしさと満足感を植物性素材で実現する新技術を完成し、技
術ブランド「MIRACORE™（ミラコア）」として立ち上げました。和食・洋食・中華・アジア料
理などの世界の食市場をターゲットにこの技術を展開していく計画です。また、社外との連携
を強化し、従来の産学連携を超えた取り組みも加速しています。海外のスタートアップ企業と連
携した未来創造研究所の独自技術とのシナジーについての検討、さらに研究開発活動へのAIの
導入も検討していきます。

執行役員
未来創造研究所長

中村 彰宏


