
カーボンフットプリントマニュアル 
 

 
 

気候変動は複雑な問題ですが、原因はシンプルに説明できます：気候変動は大気圏

中に増え続けている炭素量によって起きているのです。AllbirdsはWool Runner と

いう最初に開発した製品から、製造に伴うカーボンフットプリント（二酸化炭素排

出量）の測定を続けています。なぜなら何かを減らすためにはその量を測定する必

要があるからです。私たちが集める情報は製品デザインや開発についてだけでな

く、カーボンフットプリントが最も多い要因が何か、そして減らせる最も有効な手

段を特定するための参考となります。 

 

Allbirdsは 2020 年から全製品のカーボンフットプリントを一般公開し始めました。

理由は 2 つあり、1 つは環境への影響を継続的に減らすという責任を負うため。そ

してもう 1 つは消費者自身に購入する製品が環境に与える影響を認識してもらうた

めです。 

 

購入製品の環境への影響について情報が無ければ、より環境に配慮した選択を取る

ことはできません。製品のカーボンフットプリント表示は、購入者にその選択肢を

提案することになります。 

 

私たちの希望は同じ業界の企業が賛同し、それぞれの製品にもカーボン情報を表示

するようになることです。そしていつか、食品の栄養表示と同じように様々な製品

のカーボンフットプリントを比較できるようになることです。 
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参考 PDF マニュアル 

● PEFCR T-Shirt 

● Higg MSI 2020 

● カーボンフットプリント測定方法 

● Climate Neutral 2020 

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_tshirt.pdf
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https://uploads-ssl.webflow.com/5f0c587ab32ca0ef2d078a87/5f721c74509edb5f6f62ca97_CN_CertStandards_July2020.pdf


 

背景 
カーボンフットプリントツールキット 

本マニュアルは Allbirdsが公開している資料の一部です。カーボンフットプリント

ツールをオープンソース化することによって、他の企業にも製品のカーボンフット

プリント表示を促すことが目的です。ツールキットに含まれるその他の資料は： 

 

はじめに：カーボンフット

プリントマニュアル:  

 

まず最初に、本マニュアル

はカーボンフットプリント

の測定と表示方法について

詳しく説明します。含まれ

る内容は製品プライマリデ

ータの集め方、セカンダリ

データの特定、LCAツール

を用いたカーボンフットプ

リント測定、製品ラベリン

グ、そしてカーボンフット

プリントの継時的な減らし

方です。 

カーボンフットプリント測

定方法  

 

ライフサイクルアセスメン

ト（LCA）エクセルツール

により、素材・製造・輸

送・消費者による使用・廃

棄の 5 段階を通して製品の

カーボンフットプリントを

測定できます。製品データ

とデータセットを特定する

と、LCAツールがその情報

を元に製品の総合的なカー

ボンフットプリントを測定

します。 

カーボンフットプリン

トラベル  

 

2 種類のラベルを製品

に付けることができま

す：1 つは「詳細ラベ

ル」で製品ライフサイ

クルの中で排出される

カーボンフットプリン

トの内訳。もう 1 つの

「スタンプラベル」は

総合的なカーボンフッ

トプリントを表示しま

す。これらのラベルは

そのまま使用でき、も

しくはオリジナルラベ

ルを作成するベースと

しても使えます。 

 

はじめに 

これらの資料やツールで全ての問題を解決することはできませんが、スタート地点

として十分なりえます。さらに詳しいデータにつきましては多くの業界データのラ

イセンシング料もかかっているため、残念ながら全て共有することはできません。 

 

まだ完全ではありませんが、私たち自身はブランド立ち上げ時にこのようなリソー

スを求めていました。ただ数字を叩き出す計算式ではなく、計算の細かい部分や思

考プロセスが伺えるものです。これによって、カーボンフットプリントの主原因を

理解することができます。 

 

製品のカーボンフットプリントを測定するためのツールや方法論、そしてデータセ

ットを開発するために、私たちはこの数年間で多くのコンサルタントとパートナー

シップを結んできました。最近では SCS Global Services との提携によってデータ

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0261/6714/8641/files/Allbirds_Product_Carbon_Footprint_Methodology_JPN.pdf?v=1618801526
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0261/6714/8641/files/Allbirds_Product_Carbon_Footprint_Methodology_JPN.pdf?v=1618801526


セットをアップデートし、第三者基準向けの検証も行いました。ツールを活用する

ためにはコンサルタントとの協働作業が必要となるので、LCAコンサルタントリス

トも作成しました。Sustainable Apparel Coalition や Textile Exchange などの組織

に、業界基準データや取り組みについて相談することをお勧めします。私たちは製

品同士のカーボンフットプリントが比較できるよう、基準となる方法論を業界で共

有すること決めました。同時に、これらの取り組みを開始することが重要になりま

す。 

 

 

 

システムバウンダリー 
 

測定単位 

LCAツールは製品の製造に伴う、キログラムに相当するカーボンフットプリント

（kg CO2e）を測定します。これはカーボンフットプリントに加えて、メタンなど

その他の温室効果ガス排出量なども測定し、二酸化炭素数値に換算します。この計

算には Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）によって提供されて

いる温暖化係数が使用されています。ISO 14067（製品カーボンフットプリントの

計量化及びレポーティングの国際基準）によって提案されているように、LCAツー

ルは化石燃料・バイオ由来の排出量や除去量、そして直接的な土地利用改変を含む

すべての排出源や吸収源の量を測定します。 

 

業界やシナリオ毎によって使用される二酸化炭素換算値は異なります。製品レベル

のカーボンフットプリントは kg CO2e と表されますが、企業レベルの排出量は一般

的にトンで測定されます（t CO2e）。 

 

カーボンフットプリントフェーズ 

ライフサイクルアセスメント（LCA）測定には製品の製造から寿命まで、5 つのフ

ェーズ（段階）があります： 

 

 



 

Life Cycle Assessment = ライフサイクルアセスメント（LCA） 

Materials：素材 

Manufacturing：製造 

Transportation：輸送 

Consumer use：消費者による使用 

End of life：廃棄 

 

基本的にはこの 5 フェーズの二酸化炭素排出量を測定しますが、各フェーズはそれ

ぞれ異なる方法で測定されます。私たちの LCAツールは以下の方法を採用していま

す： 

 

 

 

 

典型的なカーボンフットプリントの表示方法： 

• 製造から廃棄まで 

o 原料（製造）から処分（廃棄）までの過程を含む製品ライフサイクル。 

o 素材、製造、輸送、消費者による使用、廃棄：5 つの LCAフェーズが含

まれている。 

 

• 製造から輸送前まで 

o 原料（製造）から工場（輸送前）までの製品ライフサイクルの一部。 

ライフサイクルフェーズ 排出関連要素： 

素材 ● 原料の製造と採取 

● 糸や繊維、製造準備と着色など、工場の前段階で行われる素材

工程。 

● パッケージング 

製造 ● 型取り、カッティング、スティッチング、組み立てなど工場で

行われる製造工程 

物流 ● 原料、プライマリ繊維、その他素材の工場への輸送（素材フェ

ーズに含まれていなかった場合） 

● 工場から物流センターへの製品輸送 

● 物流センターから消費者への製品配達。返品含む 

消費者による使用 ● 製品寿命までの洗濯と乾燥 

寿命 ● 製品の処分 



o 素材と製造：2 つの LCAフェーズが含まれる。 

 

製品の環境に与える影響をより正確に把握できるよう、ツールキットに含まれてい

るラベルは製造から廃棄までのカーボンフットプリント（LCA 5 フェーズ）が記さ

れています。私たちは消費者に製品を販売した後も、自分たちの製品ライフサイク

ルに責任を持つことが重要だと考えています。 

 

全体過程 
LCAツールで二酸化炭素を測定する前から製品のカーボンフットプリントラベリン

グ作業は始まります。主要ステップは： 

 
1. プライマリデータ収集 

2. セカンダリデータセットの特定 

3. カーボンフットプリント測定 

4. デジタル・製品への直接ラベリング 

5. カーボンフットプリントの削減 

 

 

 

 

1. プライマリデータの収集 
カーボンフットプリントの測定にはプライマリデータとセカンダリデータが用いら

れます。最も重要な素材や工程にはプライマリデータが優先され、その他の部分に

はセカンダリデータや業界の平均データなどを使用します。最初のステップではと

にかく、その製品に関連するプライマリデータをできるだけ多く集めることになり

ます。 

 

機能単位 

ほとんどのフットウェアやアパレル製品は様々なサイズで製造されます。よってカ

ーボンフットプリントを測定する際に使用する機能単位を設定することが必要とな

ります。例えば最も多く、もしくは一般的に製造されるメンズとウィメンズのスタ

イルを適用します。そしてより正確な数値を把握するためにメンズとウィメンズの

製品は分けて、別々の数値を測定することもできます。Allbirdsの場合、フットウ

ェアには 1 つのカーボンフットプリントを測定し（メンズ 27cm）、アパレル製品

には 2 つのカーボンフットプリントを測定します（メンズ L、ウィメンズ M）。こ

れはアパレル製品のスタイルがフットウェアよりバリエーションが多いからです。 

 



機能単位に選ぶサイズは重要です。なぜなら製品の重量は使用される素材の分量、

製造工程で消費されるエネルギー、輸送による影響などを含むカーボンフットプリ

ントのフェーズに影響を及ぼすからです。 

 

素材 

機能単位を設定すると、次は製品素材の詳細データです。このステップでは社内の

デザイン・開発・サプライチェーンチーム、製造工場との協働になります。 

 

製品は様々な素材構成で作られます。1 つの素材で製造されるものもあれば（リサ

イクルポリエステル性のシューレースなど）、複数の素材を使用する物もあります

（Tシャツのリブブレンドなど）。素材管理表には素材構成や製造過程などの目録

が含まれているので、製品データを集めるのに便利です。 

製品とパッケージングの各要素について以下のデータが必要となります： 

• 素材構成（加工特性含む） 

• グラム単位の重量（製品の全体重量含む） 

• 廃棄物の割合（%で表す：廃棄物がリサイクルされる場合） 

 

製品が開発及びアップデートされていくのと同時にデータ収集を能率化するために

は BOM（Bill of Materials）へのデータ要請を集約させると効率的になります。例

えば、アパレル BOMテンプレートに以下のデータ要請して調整できます。 

 

構成 

カテゴリー 
構成素材名 構成素材の詳細 

構成素材の重量

（グラム単位） 

廃棄割合 

（%） 

廃棄物 

リサイクル 

有無 

            

生地・糸  

生地・糸 1         

生地・糸 2         

生地・糸 3         

          

            

トリム 

トリム 1         

トリム 2         

トリム 3         



          

            

パッケージング 

パッケージング 1         

パッケージング 2         

パッケージング 3         

          

            

 

製品が異なるパーツの組み合わせの場合（フットウェアなど）、私たちは工場と協

力し、各製品パーツを取り寄せてそれぞれ重量を計ります。 

 

各素材の構成や重量、そして廃棄物のデータ収集と聞くと大変に感じるかもしれま

せん。しかしステークホルダーと協力してこれらのデータを既存のプロセスに組み

込めば、すぐに製品の開発工程の一部として統合できます。 

 

製造 

製造フェーズは主要工場で行われる工程に集中します。その他の上流プロセスは素

材フェーズに含まれます 。 

 

以下の製品関連の主要工場データが必要となります： 

• 国または地域 

• 製造及び組立手順のリスト 

• 各工程に要する電力（kWh/kg） 

• 各工程に要する燃料：天然ガス（cu. Ft/kg）、ディーゼル（リットル/kg） 

• 各工程でカーボンを排出するその他の要因：化学品、染料、パッケージン

グ、直接排出など 

 

製造フェーズの工程データ収集にも社内の開発及びサプライチェーンチームとの連

携が必要です。 

 

輸送 

原料調達から購入者への配送まで、製品ライフサイクルの過程では常に何かが輸送

されています。このデータ収集のしやすさは、企業の販売システム（直接販売や卸

売など）によって変わります。このフェーズで表されている輸送カテゴリーは、上

流（原料を工場まで）、インバウンド（工場から配送センターへ）、そしてアウト



バウンド（配送センターから消費者へ、返品も含む）です。上流輸送カテゴリーの

排出量は多くの場合、素材フェーズに含まれています。 

 

製品の輸送には以下のデータが必要となります。ここでは上流輸送カテゴリーの排

出量は素材フェーズで収集されているとみなされています。 

• 倉庫の所在地 

• 各倉庫への分配の割合 

• インバウンド及びアウトバウンド輸送手段（船、空輸、トラック、電車）：

重量毎の割合（%） 

• 消費者の購入方法：オンラインと店舗購入の割合 

• 返品率 

 

輸送に関連する排出量は工場と消費者の所在地によって大きく異なります（海外輸

送など、工場から消費者への輸送距離が遠くなるほど排出量が大きくなります）。

しかし、年間でのデータとして計算すれば平均的な製品の輸送排出量として表すこ

とができます。 

 

消費者による使用 

消費者の使用に関するデータ収集は、製品の扱い方に個人差があるので難しくなり

ます。しかし企業も製品デザインや取扱説明によって、消費者の製品に対する扱い

方に影響を与えることができます。 

 

消費者の製品の扱い方を把握するために、以下のデータが必要となります： 

• 洗濯・乾燥頻度を減らすデザイン及び素材特性 

• 製品ケアラベル 

 

製品の扱われ方に関する完全なデータは無いかもしれません。よって、製品に対し

て責任を持つには根拠に基づいた推測を立てていくことになります。 

EOL（廃棄） 

製品は大抵、埋立地に廃棄されるので平均的な埋立て及び焼却量を推測するのが合

理的です。その他の廃棄手段が採用されるようになれば、それに合わせたカーボン

フットプリントモデリングも必要となります。 

 

全ライフサイクルフェーズの製品プライマリデータが収集できたら、カーボンフッ

トプリントを測定するためのセカンダリデータを特定します。 

 

2. セカンダリデータセットの特定 
カーボンフットプリント測定のためのセカンダリデータセットを特定するには製品

関連の独自データを使用しますが、これを取得するにはコンサルタントや産業協会



などの協力が必要です。これらのデータは一般公開されているケースもあります

が、大抵はサブライセンスを取得しなければいけません。 

 

以下の表は各フェーズで必要なデータセットと、私たちが自社製品のカーボンフッ

トプリントを測定する上で役立ったデータ供給元を紹介しています： 

 

 データセット 供給元 

素材 ● 原料のカーボン指数（CI）

（kg CO2e/kg） 

● 素材加工手順のカーボン指

数（糸や繊維の製造、準

備、染色、仕上げなど） 

● 直接的な土地利用改変やバ

イオジェニックカーボン排

出・除去（適用可能であれ

ば） 

● 供給元 LCA 

● LCA データベース： 

ecoinvent, GaBi 

● サステイナブル・アパレ

ル・コーリションの Higg 

MSI（マテリアル・サステ

イナビリティー・インデッ

クス） 

 

製造 ● 国または地域ごとの電気供

給網排出係数（kg 

CO2e/kWh） 

● 燃料やその他の影響源のカ

ーボン指数 

● 電気供給網排出要因： 

ecoinvent、 IGES, EPA 

● 燃料やその他の影響源： 

ecoinvent 

輸送 ● インバウンドとアウトバウ

ンドの輸送手段ごとの距離 

● 輸送手段ごとのカーボン指

数（kg CO2e/tonne-km） 

● Searates 距離計算システム 

● EPA GHG Emission 

Factors Hub 

消費者による使用 ● 洗濯サイクルエネルギー指

数（洗濯ごとの kWh/kg） 

● 乾燥サイクルエネルギー指

数 

● T-Shirt PEFCR (Product 

Environmental Footprint 

Category Rules) 

● ENERGY STAR Residential 

Clothes Dryers Report 

廃棄 ● 製品の廃棄手段：埋立てと

焼却の割合 

● パッケージングのリサイク

ル率 

● 素材ごとの埋立てと焼却の

カーボン指数（kg 

CO2e/kg） 

● EPA Waste Reduction 

(WARM) 

● EPA Municipal Solid 

Waste: paper and 

paperboard recycled 

● LCA データベース： 

ecoinvent、GaBi 

 

https://www.iges.or.jp/en/pub/list-grid-emission-factor/en?__cf_chl_jschl_tk__=28d5aa688211eeaf699a2ed4ef67292fb5450ccf-1617645844-0-AWf5C7V373hPdQt_Aa0yC7NIIXqREYOwJk2pFN5bQuuVgDIQxhrEsVM-4YTueLQLeMJc3sYoXjZF7y5IFF_ddyn67UjfXBy8cVSKssSjwyroGal6SkL97JSTkh7QPqSQ27coxSQosC-74es5x_6-GxAF2Ds8kfYWLODYJ_Azsh0F5ZvIsj8QBdc2MrK-W5oJvA-DlKMiVTgYblUjnsxsd3Ccg3TIx2WJHyV-n2EI4bOe3RJUFL9fQ0RJF_DgUJpafQA5BrwMOqGUNHgvaRu-y0M_0renDlIE69EoI67qT4ZDdXPE83-boOhVZBKf9y5HLy8cfkKNw4rZptNVzYlW4aYU6LqCS9cdlmYtAqyccpEFEqPUj-dhG72wK3-p9uVtgEh9ROxV1-HCC2iQS4q5H-2w_4IsQojdCwu_iuD-3S_q
https://www.epa.gov/egrid
https://www.searates.com/services/distances-time/
https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub
https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_tshirt.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/ENERGY_STAR_Scoping_Report_Residential_Clothes_Dryers.pdf
https://www.energystar.gov/sites/default/files/asset/document/ENERGY_STAR_Scoping_Report_Residential_Clothes_Dryers.pdf
https://www.epa.gov/warm
https://www.epa.gov/warm
https://www.epa.gov/sites/production/files/2021-01/documents/2018_tables_and_figures_dec_2020_fnl_508.pdf
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製品のプライマリデータに当てはまるセカンダリデータセットが特定されたら、情

報を LCAツールに入力してカーボンフットプリントを測定できます。 

 

3.カーボンフットプリントの測定 
カーボンフットプリント測定の根本的な計算は LCAツールにありますが、スプレッ

ドシートを閲覧する前に計算式の概要を見ると分かりやすいです。以下がその概要

となります： 

 

  =    x    

 

 

 

     =       x     

 

 

    =        x        x     

 

 

 

    =        x        x     

 

 

    =        x     

 

追加事項 
比較要素 

初めてカーボンフットプリント測定するとき 、自社の計算が該当する製品タイプ数

値に当てはまるか、既存 LCAデータを参考にするといいでしょう。多くの製品には

参考となるカーボンフットプリントデータがまだ無いかもしれません。よって製品

カテゴリーごとのカーボンフットプリントに対する理解を深めるには学術的もしく

は業界 LCAのリサーチをすることも大切になります。 

 

自社製品を異なる特性を持つ同カテゴリー製品と比較する場合、整合的な手段や推

測をすることが重要です（同じバウンダリーや機能単位など）。比較する際にはそ

の製品の素材構成や製造地域などの特性を LCAツール内で調整したり、既存 LCA

から用いた推測を入力することもできます。 

素材 

(kg CO2e) 

成分 + 廃棄物重量 

(素材 kg) 

素材カーボン指数 (CI) 

(素材 kg) 

製造 

(kg CO2e) 

エネルギー 

(kWh/プロセス) 

地域グリッド排出係数 

(kg CO2e/kWh) 

輸送 

(kg CO2e) 

距離 

(km) 

製品重量 

(kg) 

手段 CI 

(キロ毎の kg CO2e/製品 kg) 

使用 

(kg CO2e) 

サイクル数 

(#) 

製品重

量 

(kg) 

洗濯/乾燥 CI 

(kg CO2e/サイクル毎の製品 kg) 

廃棄 

(kg CO2e) 

最終製品重量 

(素材 kg) 

埋立て/焼却 CI 

(kg CO2e/素材 kg) 



 

例えば、Allbirdsが初めてフットウェアのカーボンフットプリント測定を行なった

際には基準点を求めました。まず、フットウェア業界における 5 kg CO2e のシュー

ズから 30+ kg CO2e のシューズのカーボンフットプリント範囲をまとめました。

MITによるランニングシューズのアカデミック LCAが 2012 年に発表されていて、

現在もこちらが一般公開されている最も総合的で明確なフットウェア LCAになりま

す。整合的な手法とバウンダリーを持たせるため、私たちはこのデータを元に「一

般的なスニーカー」用の推測数値を計算し、自社の LCAに入力しました。一般的な

フットウェアの参考カーボンフットプリント数値はありますが、私たちは「〜%も

抑えられていますよ」といった主張はしないようにしています。購入する際の「罪

悪感を持たせない」のではなく、私たちはあえて製品のカーボンフットプリント情

報を消費者と共有することを選択しています。 

 

 

業界の基準 

カーボンフットプリント測定が普及すると、業界全体の基準となるガイドライン

（まだ開発されている段階ですが）があると最適な手法選びを手助けしてくれま

す。ISO 14067 は「ライフサイクルアセスメント（LCA）[ISO 14040 及び ISO 

14044]の国際基準と整合した、製品カーボンフットプリントの計量化及びレポーテ

ィングのための原則、条件、そしてガイドライン」を特定する国際基準です。最適

な手法と一致させるために、独自データを含む Allbirdsの完全な LCAツールが ISO 

14067:2018 に第三者認証されました。 

 

加えられるリソースとしては Product Environmental Footprint Category Rules 

（PEFCRs）があり、こちらはカーボンフットプリント測定の手法ガイダンスを提

供するために欧州委員会（EC）の協力も受けて、業界関連組織などによって開発さ

れています。自社製品に PEFCRと関連する要素がある場合、ISO 14067 が提言す

るようにこちらの基準に合わせることが推奨されます。 

 

自社製品のカーボンフットプリント測定のためのデータやツール、手順を開発する

あたり、最適な手法や正確な推測を立てるには業界基準に合わせ、第三者認証を得

ることが不可欠です。 

 

記録とドキュメント化 

カーボンフットプリント測定でもう一つ検討できることは最終的に一般公開可能

な、手法と推測などの内容をまとめた記録を作ることです。自社製品の特性や機能

単位、システムバウンダリー、データソース、既存 LCAの文献レビュー、制限、改

善の余地などカーボンフットプリントに関するあらゆる情報を含めます。Allbirds

は 2020 年に Allbirds Product Carbon Footprint Methodology をリリースし、全て



のカーボンフットプリントデータがリフレッシュされる 2021 年半ばにこれのアッ

プデートされた資料を公開します。 

 

4. 製品のデジタル及び直接ラベリング 
ラベリングは最も簡単な手順であると同時に最も大切です。カーボンフットプリン

トラベルによって私たちは責任を負うことを確かめ、消費者にも情報を提供できる

のです。私たちが使用しているラベルをそのまま流用できます。もしくはそちらを

元にオリジナルラベルを作成できます。 

 

デジタル 

最も早くできる方法はウェブサイトにカーボンフットプリントを掲載することで

す。Allbirdsは各製品詳細ページ（PDP）に、製品の特徴やケアなど基本情報と共

にカーボンフットプリントを公開しています。カーボンフットプリントも製品の基

本情報としてみなすべきだと考えているため、このようにしています。 

 

直接ラベリング 

開発や展開などを考慮すると、製品ラベルの準備には多少時間がかかるでしょう。

Allbirdsはステッカーとラベルアートワークを全製品向けに開発し、ケアラベルや

下げ札と同じように発注します。まずは製品及びサプライチェーンチームとの協働

が必要になりますが、展開が始まればすぐに他のプロセスと一体化できます。 

 

5. カーボンフットプリントの削減 
お疲れ様でした。これで全製品のカーボンフットプリントラベリングの達成です。

カーボンフットプリント測定は非常に大切で意味のある取り組みです。カーボンゼ

ロへの道のりはまだ続きますが、このようなプロセスを経ることによって環境への

影響を減らすための新発見も多くあることでしょう。 

 

カーボンフットプリントの詳細を把握することによってカーボン排出量の多い素材

や高エネルギーを要する製造手法、そして非効率的な輸送手段など、カーボン排出

量の主要因を特定することができます。その情報を元に、カーボン排出量をより減

らせるポイントに集中することができます。 

 

カーボン測定はやりがいのある作業ですが、カーボン排出量を減らす要因の特定と

手段の実行に集中することが最も大切です。例えば、私たちは各 Allbirds製品のカ

ーボンフットプリント削減プランを作り、それを製品チームと共有します。そうす

ることによって常にカーボン排出量を減らすための手段を検証できます。 

 

カーボン排出量削減プランを適用すると同時に、既存製品に加えられる変更点など

を記録して LCAツールのカーボンフットプリント測定を更新できるようにし、デー



タ入力プロセスを繰り返します。Allbirdsは手法改善と製品特性のアップデートを

把握する目的で、一年ごとにカーボンフットプリントデータを更新します。私たち

の目標はカーボン排出量を失くすことで、我々を含む全ての企業が環境への影響に

対する責任を持つべきだと考えています。よってカーボンゼロを達成するまで私た

ちは排出されるカーボンの責任を負い、フットプリントを中和できるプロジェクト

などに投資を続けます。 

 

カーボンフットプリントを測定することによって、ビジネスの非カーボン化に向け

た具体的な目標を設定することができ、私たちが責任を持って減らすべき数値を共

有することができます。これが私たちの最終目標ですが、目標を達成した後も環境

に対する取り組みを続けることが大切です。 

 

ぜひ、ご協力を！ 
全ての企業が製品のカーボンフットプリントを表示し始めるようになるという期待

を込めて、私たちはこのマニュアルと LCAツール、そしてラベルを共有します。気

候変動の問題はビジネスよりはるかに深刻なものです。競争ではなく、協力するこ

とによってこの困難を解決できると私たちは信じています。 
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