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ダノングループ概要 



ダノンのデュアルコミットメント 

1972年マルセイユにおけるアントワーヌ・リブーの演説 

“事業の成長は社員の成長と切り離すことはできない” 

“企業の責任は製品の出荷時点で終わるものではない“ 

“長期的成功は環境に対する責任を果たしてのみ達成できる“ 

“事業の成功と社会的責任は密接に結びついている“ 

⇩ 

事業と社会の双方においてコミットメントを達成することが重要 

(デュアルコミットメントはダノンの基礎となる哲学として浸透） 

ダノンの製品はすべてが自然とその循環に由来しており、 

事業のミッションである、「世界中のより多くの人々に食を通じて健康を届ける」 

を達成するには、健全な自然環境の維持に向けて努力し続けることが不可欠。 



５．生物多様性 
・Nature Fundの設立 (2008) 

・セネガルに3,500万本植林 (2009) 

３．容器 
・リサイクル可能容器へ変更 (水容器) 

・プラスチックの軽量化 (ヨーグルト容器) 

４．農業 
・SAI の共同設立 (2002) 

・低メタンガス生成飼料システム 

2．水源保全 
・水使用量 -35% (2000-2009) 

・エビアンがラムサール条約批准 (2009) 

1．カーボンフットプリント 
・燃料消費 -45% (2000-2009) 

・自社管理CFP -35% (2008-2012) 

・Livelihood Fundの設立 (2011) 

Sustainabilityのための5スコープ 

デュアルコミットメント実現のための自然環境との共存において、 

ダノングループが重要と考える5つのスコープとは・・・ 



行政セクター 

 EU  製品と組織の環境フットプリントとして全インパクト分析 
 算定方法の構築と10社でのパイロットテスト（ダノン参画） 

 法整備の検討？ 

 フランス 炭素と最低もう一つのインパクトを分析 
 算定方法の構築と表示のパイロットテスト（エビアン製品で参画） 

 EUによる算定方法をフォローし法整備も検討？ 

 コミュニケーションの手段と消費者意識 

 UK  炭素だけのインパクト分析 
 算定方法の構築 

産業セクター 

 ヨーロッパ Food SCP-RTによる全インパクト分析 
 ENVIFOODプロトコール（ダノン参画） 

 コミュニケーションルールの策定 

アカデミーセクター 

 オランダ Twente大学による水フットプリントネットワーク 
 水専用の算定方法構築（ブルー・グレイ・グリーンコンセプト） 

 水ストレスインデックスを採用した新バージョン 

LCAに関するセクター別イニシアティブ 



EUポリシーにおけるLCAの適用 

ILCD:  
The International Reference  
Life Cycle Data System 
 
 
 
 
PEFCR:  
Product Environmental Footprint 
Category Rule 
 
OEFSR:  
Organization Environmental Footprint 
Sector Rule 

再現性・整合性・比較可能性・
実用性を高める 

 

No Guide 

ISO Standard 

ILCD Handbook 
situation A/C1 

Environmental  
Footprint Guide 

 PEFCR/ 
OEFSR 

Tools,  

database 



製品と組織の環境フットプリント（PEFCR/OEFSR）における算定モデル 

JRC IESによる環境フットプリント 
Joint Research Center - Institute for Environment and Sustainability 

環境フットプリントインパクトカテゴリー インパクト評価モデル 

気候変動 Bern model 

オゾン層破壊 EDIP model 

生態毒性 

USEtox model 対人毒性（発がん性） 

対人毒性（発がん性以外） 

粒子状物質/呼吸器感染 RiskPoll model 

電離放射線 Human health affect model 

光化学オゾン形成 LOTOS-EUROS model 

酸性化 
Accumulated Exceedence model 

富栄養化（陸生） 

富栄養化（水生） EUTREND model 

資源枯渇（水） Swiss Eco-scarcity model 

資源枯渇（鉱物、化石燃料、再生燃料） CML 2002 model 

土地利用 SOM model 



Food SCP-RT 
名称 
European Food Sustainable Consumption 
and Production Round Table 
 
設立 
2009年に酪農・農業・食品の8団体によって設立 
 
組織 
European Commissionのメンバーが全てのRTで
共同議長として参加 
 
目的  
１．食品と飲料における環境アセスメント方法の確立 
２．環境コミュニケーションのツールやガイダンスを規定 
３．サプライチェーン全体での継続的環境改善の推進 
 
ワーキンググループ 
WG1: 環境アセスメント方法 
WG2: 環境コミュニケーションツール 
WG3: 継続的環境改善 
WG4: 新たな持続可能性検討と国際主導 

環境アセスメント方法 
ダノンが共同議長であるWG1の成果として、食品と
飲料で共有できるプロトコールである、ENVIFOOD 
Protocolの原案が2012年11月にリリース。 
 
 
 
 
 
 
European Commissionが策定を進める、PEF 
（Product Environmental Footprint）との
融合により乱立するグリーンラベルの統一化 



JRC IESとFood SCP-RT 

No Guide 

ISO Standard 

ILCD Handbook 
situation A/C1 

Environmental  
Footprint Guide 

 PEFCR/ 
OEFSR 

Tools,  

database 

ISO 14044 

ILCD Handbook 

situation A/C1 

Product Environmental 
Footprint Guide 

ENVIFOOD 
Protocol 

 PFCR 

Tools,  

database 

環境フットプリント 
ガイドと 

カテゴリールール 
の間に 

ENVIFOOD 
Protocol 
を位置づけ 



ダノングループとしての方向性 

製品のインパクト評価 
– PEF製品環境フットプリントもしくはENVIFOODプロトコールに従う 

 

Food SCP-RTとのアクション 
– ENVIFOODプロトコールのパイロットテスト後、PEF製品環境フットプ

リントとの整合性 

– 水へのインパクト算定方法に関するアクション 

– Food PCRの定義やコーディネーション  

 

その他のイニシアティブに関するアクション 
– フランスはPEF製品環境フットプリントに従っていくことを想定 

– ISO・BIER・SAI・TSCとの協調 

 



Sustainable Agriculture Initiative (SAI) 

社会・人 

経済（利益） 環境（地球） 

食品品質と安全 
農業技術 

農村社会と経済状況 

食品供給 
農業収入 

持続可能食品 

土壌/水/大気 
エネルギー 

生物多様性 

作物・動物福祉 

持続可能な 
穀物蔬菜栽培 

 
 

持続可能な 
コーヒー栽培 

 
 

持続可能な 
酪農乳製品 

 
 

持続可能な 
フルーツ栽培 

 
 

持続可能な 
水の管理 

2002年にネスレ・ユニリーバ・ダノンの3社で設立 

リーナスプロジェクト 
亜麻種子を配合した飼料供与に
より、反芻胃でのメタン発酵を抑
制し、CO2排出を10-15%削減
する技術。 



Sustainable Agriculture Initiative (SAI) 

加入メンバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境インパクトの視点 
 土壌保全：耕作技術、土壌形成、土壌改良 

 水質保全：水量水質管理、灌水、排水管理 

 生物多様性保全：絶滅危惧種、動植物多様性、保護、回復 

 廃棄物・副産物管理：副産物利用、廃棄物リサイクル 

 燃料保全：再生可能エネルギー、大気汚染削減、温暖化、燃料使用 

 大気保全：品質保存・改善 



Dairy Sustainable Framework (DSF) 

ビジョン 

 継続的改善を行いながら、健康な畜牛により安全で栄養のある製品を提供するとともに、
 天然資源を保全と健全な生計を確保する。 

加入メンバー 

 

 

環境インパクトの視点 
 温暖化ガス排出 

 土壌栄養 

 廃棄物 

 水 

 土壌 

 生物多様性 

 市場開発 

 地域経済 

 労働環境 

 製品安全・品質 

 動物保護 



US Dairy Innovation Center (US-DIC) 

コミットメント 
 

“我々の牛のために” 
動物の管理責任 

 
“我々の消費者のために” 

安全と栄養と高品質 
 

“我々のコミュニティのために” 
貢献と参加と投資 

 
“我々の従業員のために” 

労働安全と労働環境 
 

“我々の事業のために“ 
長期的経済活力に焦点 

 
“我々の惑星のために“ 
天然資源の活用責任 

酪農・乳業の持続可能性 
US酪農イノベーションセンターは “Stewardship & Sustainability 
Guide for US Dairy”の原案を2013年5月にリリースしており、ダノン
はSAI、Stony Field、ダノンUSを通じて連携している。 



US酪農イノベーションセンター 
指導原理と指標 

加工業と製造業における指標 

 

 

 

 

ファーム（酪農）における指標 



 ライブリフッド基金 

生態危機 
 

森林破壊、土壌
枯渇、生物多様
性低下により、毎
年イギリス国土に
相当する耕地を
喪失。 

栄養不良 
 

栄養不良の８割
は、貧困な自給
自足農民で占め
られている。 
 
 

 炭素と食物 
 

１ヘクタールの森林は、400トンの炭素に相当
する有機物を土壌に貯蔵している。 

生態修復 貧困低減 

炭素経済 地域経済 

2008年のダノン自然基金に始まり2011年にライブリフッド基金に発展 

2009年 
セネガルでの 

マングローブ植栽 
 

2010年 
インドでの 
農林開墾 

 
2010年 

インドでの 
マングローブ植栽 

 
2011年 

インドネシアでの 
マングローブ植栽 

 
2012年 

ケニアでの 
森林再生 



ダノンエコシステムファンドは、ダノンのステークホルダーである農家・
サプライヤー・提携会社・物流会社・地域社会・官庁の発展を支援
する目的で、2009年に設立された。現在世界で46のプロジェクト
が、それぞれの活動の持続可能性を高めるために実施されている。 

   エコシステムファンド 

資源調達 

物流 

リサイクル 

扶助サービス 

地域問題       



    ミネロパイロットファーム 

ダノンのエコシステムファンドにより、NPO法人福島
農業復興ネットワークによるパイロットファーム事業
として2012年7月に始動。 

 

目的 

 共同型酪農経営モデルの実戦 

 被災酪農家の雇用創出 

 福島県酪農の復興と生産基盤の確保 

 酪農の魅力の伝導 

 エコロジカルファームの調査 

 



まとめ 

Sustainabilityに対するアプローチ 

環境のSustainabilityは事業のSustainabilityの一環として活動 

環境のSustainability活動では農業のSustainabilityが重要 

酪農や水源保全に関わる環境インパクトへの対策が優先 
 

アセスメントの手法や制度化 

EUによる全インパクトをスコープとするLCAアプローチは静観 

製品の環境フットプリントにはFood SCP-RTを通じて積極的関与 

組織の環境フットプリントについてはフランスやEUによる制度化を静観 
 

活動内容 

酪農や水源保全においては循環型農業やエコシステムの確立を支援 

酪農への支援はSAI・DSF・US-DICを通じて活動 

水源や自然環境保全にはエコシステムファンドやライブリフッドファンドで支援 

 

 

 
 


