
トレーサビリティの手引き
レインフォレスト・アライアンス認証として
取引する際の方針と手引き

2018年１０月版

233 Broadway, 28th Floor
New York, NY 10279-2899
tel: +1.212.677.1900
fax: +1.212.677.2187
rainforest-alliance.org

コミュニティが繁栄し、持続可能な土地
利用と責任ある事業活動が標準である
未来を築くために活動する国際的な非営
利団体です。 人 と々自然が調和して繁栄
する世界を想像しています。



内容

1.はじめに

2.定義

3.トレーサビリティ要件

4.マーケットプレイスの役割

5.トレーサビリティの種類	

6.バナナのトレーサビリティ特定要件

7.カカオのトレーサビリティ特定要件

8.ココナッツのトレーサビリティ特定要件

9.コーヒーのトレーサビリティ特定要件

10.オレンジ果汁製品のトレーサビリティ特定要件

11.パーム油のトレーサビリティ特定要件

12.茶類のトレーサビリティ特定要件

13.追加の手引きまたはトレーニング	

3

3

3

4

5

5

6

6

6

6

7

7

7

2



1.	はじめに		

レインフォレスト・アライアンス認証（RAC）製品を調達し、販売
促進することにより、消費者は消費者が購入する食品についてよ
り持続可能な選択をすることができます。 この文書のトレーサビ
リティ慣行を遵守している企業は、RACマークを使用して企業ま
たはブランドの持続可能性の取り組みを促進することができま
す。 RACとして販売されているコーヒー、カカオ、紅茶、バナナ、コ
コナッツオイル、オレンジ果汁製品は、レインフォレスト・アライア
ンス認証をパッケージ上、あるいは外で表示する、そして/あるい
はレインフォレスト・アライアンスの名前または認証マークを使
用し、トレーサビリティの手引きを遵守している必要があり、 参
加ロイヤリティの対象となります。 他のRAC作物は将来的に含
まれる可能性があります。

トレーサビリティ規約は、RACとして購入された製品がレインフ
ォレスト・アライアンス認証農園で生育したことを業界および消
費者に保証します。 トレーサビリティは、農園が認証されたもの
より多くを販売しないようにするとともに、サプライチェーンの関
係者が購入したものよりも多くを認証済みとして販売しないよう
にします。 この文書に記載されていない作物は、レインフォレス
ト・アライアンスの商標を使用するための承認を再審査する際に
原産地証明（すなわち、購入した原産地と購入した商品を参照し
ている請求書またはその他の文書）を提供する必要があります。 
RAC製品に関する取引や請求を行うすべての参加企業は、レイ
ンフォレスト・アライアンス生産・流通・加工過程の管理認証シス
テムも遵守しなければなりません。

この文書には、レインフォレスト・アライアンス認証農園から最終
製品までのトレーサビリティに関する規則と手引きが記載されて
います。 マークの使用またはRAC製品の宣伝用の表示について
は、「レインフォレスト・アライアンス商標の使用要件及びガイド
ライン」を参照してください。

2.	定義

認証農園あるいは認証農園グループあるいは認証保有者
有効なレインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準認
証を所有している農園あるいはグループ

マーケットプレイス
レインフォレスト・アライアンスがサプライチェーンを通じて
RAC製品を追跡し、商標使用を承認するために使用するオン
ラインシステム。 http://marketplace.ra.org/をご覧くださ
い。

参加企業
レインフォレスト・アライアンス認証製品を購入または販売す
る認証所有者以外の会社。 輸出業者、輸入業者、代理店、小
売業者などがこれに相当します。

RAC
レインフォレスト・アライアンス認証。

販売
売り手と買い手との間の製品の法的所有の変更。 請求書や
その他の購入または支払いの証明を通じて、販売を実証する
ことができます。 法的所有は物理的所有の対象ではありませ
ん。 

出荷
売り手と買い手の間、または一般的に船やトラックのような輸
送を伴う、物品の物的所有の変化。 出荷は、船荷証券証書（B 
/ L）または倉庫の受取書によって文書化することができます。 
荷送人の物理的所有物は、下請け業者、加工業者、倉庫また
は他の場所に出荷される間に、その所有者が製品の所有権を
保持することができるため、法的所有権の対象にはなりませ
ん。

サプライチェーン関係者
農園以外の団体。

トレーサビリティ代理人
他の当事者に代わってマーケットプレイスにトレーサビリティ
取引を入力する権限を与えられた当事者。

TC	あるいは取引証明書
参照された製品がレインフォレスト・アライアンス認証農園ま
たは農園グループに由来することを確認する特定の量の製品
の販売記録。 TCには固有の参照番号があり、必要に応じて印
刷またはダウンロードすることができます。

3.	トレーサビリティ要件

3.1	範囲

レインフォレスト・アライアンス認証として販売されているバナ
ナ、カカオ、コーヒー、茶類、パーム、ココナッツオイル、オレンジ果
汁製品は、生産者からサプライチェーンを通して最終製品の包
装業者に至るまで、これらのトレーサビリティ手引きの範囲内で
す。 各作物の追加仕様については、以降の項目で説明します。

3.2	一般的な要件

レインフォレスト・アライアンス認証として申請された商品の事
業者間の販売はすべて、認証所有者から最終製品の包装業者ま
たはRACの表示をする当事者まで、レインフォレスト・アライアン
スに報告しなければなりません。 トレーサビリティは、RAC製品
のすべての売買取引に対してTCを介して記録される入荷量及び
出荷量に基づいています。 要件は、商品および認証製品の表示
の種類によって異なります。 

3.2.1 認証所有者または認証商品またはその派生商品を購
入または販売する企業は、 マーケットプレイス経由でRAC販売
を登録し宣言する必要があります。

3.2.2 売却はオンラインで買い手に取引証明書（TC）を発行
することによって記録されます。TCは取引量と製品がレインフォ
レスト・アライアンス認証農園または農園グループに由来してい
ることを確認します。

3.2.3 参加企業は、自社の製品や調達方法のRACの状態に
ついて表示する場合は、 CoC方針と基準 （トレーサビリティ基
準を含む）に従わなければなりません。

3.2.4 レインフォレスト・アライアンスの商標を使用している
参加企業は、「レインフォレスト・アライアンス商標の使用要件及
びガイドライン」（商標承認前に適切なトレーサビリティを必要
とする）の遵守、およびレインフォレスト・アライアンスとの現行の
使用許諾契約書を所有しなければなりません。
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3.3	認証保有者への要件

3.3.1 認証農園または農園グループは、認定認証機関から発
行された有効なレインフォレスト・アライアンス持続可能な農業
基準認証を持っていなければなりません。さらに、マーケットプレ
イスで発行されたTCによりRACとして販売され表示される前
に、それぞれの年間での在庫の量を所有していなければなりま
せん。量はマーケットプレイスで自動的に更新され、12ヶ月の期
間に相当します。 

3.3.2 認証所有者は、承認された製品量内でRAC製品を販
売し、対応するTCを発行することがあります。 認証につながった
最初の監査の前に通過中の製品量は、承認された製品量の一部
とみなされません。 ただし、証明書更新監査時に利用可能な製
品量は、生産者の承認済み製品量の一部とみなされます。年間
収穫量の標準偏差を許容するために、実際の収穫量が承認され
た年間量を超える場合、認証保有者に対し例外的な状況におい
て10％の売り越しが許可されます。

3.3.3 TCは将来の収穫日付で発行することはできません。

3.3.4 認証所有者は、買い手にトレーサビリティ代理人として
TCを発行する権限を与えることができます。 許可が与えられる
と、買い手は生産者のマーケットプレイスのトレーサビリティ代
理人として設定されます。

3.3.5 認証所有者と輸出者が1つの団体であり、製品が出荷
前に産業的加工または変換を受けていない場合、組織は認証所
有者の口座のみを使用して直接輸入者にTCを発行することを
選択できます。このガイドラインは、認証所有者が販売を登録す
る前に必ず新鮮な果物を在庫に移す必要がある果汁製品には
適用されません。

3.3.6 認証の期限切れとキャンセル

3.3.6.1 認証所有者の証明書が自主的に取り消された場合（つ
まり、証明書所有者が自発的に放棄した場合）、在庫が収穫され
た製品は、認証方針により、期限切れまたは取り消し日から6ヶ
月の間にRACおよびTCとして発行することができます。

3.3.6.2 特別な状況（例えばレインフォレスト・アライアンス持
続可能な農業基準の不適合）により認証
所有者の認証が取り消された場合、RAC製品の販売は直ちに
停止し、それ以上のTCは認められません

3.3.6.3 認証所有者は、認証が「停止中」にRACとして製品を
販売することはできませんが、認証の回復後に再開することが
あります。 停止期間中に生産された製品は、認証が復活すると
RACおよびTCとして発行されます。 詳細については、 停止およ
びキャンセル中の販売に関する方針を参照してください。

3.4	参加企業への要件

3.4.1 参加企業（輸出業者、輸入業者、加工者、ブランド所有
者など）は、Marketplaceに口座を持ち、組織プロフィールの項
目に取り扱う商品と販売者を入力する必要があります。 口座を
持っていない企業はhttp://marketplace.ra.orgでオンライン
にて登録することができます。

3.4.2 参加企業は、購入者が製品の認証状況に関する表示
や声明を出そうとするとき、TCを発行する必要があります。購入
者は、仕入れ先にTCを依頼する責任があります。

3.4.3 100％未満のRAC製品を含む出荷製品（90％レベル
であっても）は、TC内でRAC製品の実際の割合を表示する必要
があります。

3.4.4 非認証、あるいはレインフォレスト・アライアンスの持
続性スキーム外で販売されたとして売却された在庫は、マーケッ
トプレイス上で「非RACとして販売」と登録しなければなりませ
ん。 この場合、企業はRACマークのついたパッケージを使用す
ることはできません。

3.4.5 在庫機能（項目3.6を参照）または各取引内の除去(re-
move)オプションのいずれかを使用して、破棄されたRAC製品（
熟しすぎた果物や輸送中に失われた重量など）を「損失（ロス）」
として登録する必要があります。

3.4.6 購入者が拒否したRAC製品の数量は、販売者の口座
に戻す必要があります。 これは、販売者からTCを修正すること
によって、または販売者に戻す製品のTCを発行して完了すること
ができます。

3.4.7 すべての企業は、RAC製品の取引が販売者からマーケ
ットプレイス上の口座に正確に記録されていることを確認する責
任があります。.

3.4.8 企業は、TCの発行のために販売を報告する時点で、マ
ーケットプレイスの口座に適切な量の認認証製品を持っていな
ければなりません。

3.5	報告の頻度		

3.5.1 認証所有者と輸出者は、出荷時からできるだけ近い時
期に認証製品の販売量を登録し、TCを発行する必要がありま
す。 TCは出荷から1ヶ月以内に発行されなければなりません。

3.5.2 輸入者および下流のすべての参加企業は、RAC製品の
販売のためにTCを定期的に発行する必要があります。 四半期
中のすべての売上は、少なくとも四半期の終わりから30日以内
にマーケットプレイスに登録されなければなりません。

3.6	在庫機能の使用

3.6.1 サプライチェーン参加者は、マーケットプレイスで在庫
機能(inventory)を使用することができます。 この機能により、
入荷するTCの量を1つの大きな受け皿に統合して、より簡単に
報告することができます。 在庫は、特定のタイプの製品またはト
レーサビリティタイプに基づいて作成することができます。そし
て、取引を顧客に報告すること、非レインフォレスト・アライアンス
として販売された製品や損失を報告することができます。 オレン
ジ果汁の場合、新鮮なオレンジから可溶性固形物への製品変換
を記録するために在庫が必要とされます（下記参照）。

4.	マーケットプレイスの役割

多くの企業は、Marketplaceで自社の売上を報告します。 場合
によって、生産者は報告を容易にするために他の企業が彼らに代
わって報告することを望むことがあります（上記の3.3.4項参照）
。 1人の使用者が、組織内の複数の口座や権限のある他の組織
の口座を利用して、報告の作成を容易にすることができます。 マ
ーケットプレイスには、「トレーサビリティ代行者」の役割と「購入
選択肢」の2つの機能があり、購入者が供給者の代わりに販売を
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登録できるようになっています。 

4.1	トレーサビリティ代行者の役割		

認証所有者は、「トレーサビリティ代行者」として他の企業実体と
の販売を報告するために、別の会社（輸出業者/加工業者など）
に許可を与えることができます。トレーサビリティ代行者は、総収
穫量、販売可能な量、または他の顧客など農園の機密情報を入
手することはできません。 生産者は、別の会社が代行者として行
動するための承認を与える必要があります。 

4.2	購入選択肢

認証所有者から直接購入する企業は、新しいTCの作成時に利
用可能な「購入」選択肢を使用してTCを開始できます。 この「
購入」選択肢は購入を報告します。 認証所有者は、TCの承認、
拒否または変更を3日以内に行います。 生産者が何もしない場
合、3日後に自動的にTCの状況が「承認済み」に変更されます。

5.	トレーサビリティの種類

各出荷製品について、マーケットプレイス使用者はトレーサビリ
ティの種類を指定する必要があります。 製品のトレーサビリティ
の種類は、1つの取引証明書から他の取引証明書に引き継がれ
ません。各口座ごとに、それぞれのトレーサビリティの種類の出
荷製品が必要です。

現在、以下のトレーサビリティの種類が利用可能です：完全分離
(セグリゲート)、原産国まで追跡可能、認証所有者まで追跡可能
（同一性保持）、およびマスバランス	

5.1	完全分離（セグリゲート）

これが最も一般的な選択肢です。 同じ成分の非認証製品との混
合はありません。異なる原産国を含むさまざまな認証供給源/農
園から来ますが、内容物全体が認証されています。

製品は、認証供給源、または他の認証供給源と混在している箇
所まで追跡することができます。 トレーサビリティ、完全分離およ
び識別システムは、認証された供給源のみが製品内に確実に存
在するように施設内に配置されています。

5.2	原産国まで追跡可能

このトレーサビリティ選択肢は、特定の原産国に製品が追跡可
能である表示を指します。 非認証製品との混合はありません。異
なる認証農園由来の場合もありますが、それらはすべて同じ国に
あります。 これは「完全分離」のさらに厳しい形態です。

5.3	認証所有者まで追跡可能

RAC製品または原料を1つの特定の認証農園またはグループま
で追跡が可能なトレーサビリティ選択肢。 この選択肢は、	 同一
性保持 （Identity Preserved）とも呼ばれます。 非認証製品や
異なる農園との混合はありません。 これは「完全分離」の最も厳
しい形態です。

5.4	マスバランス

マスバランストレーサビリティは、現時点では、カカオ、パーム油、
ココナッツ油、オレンジ果汁製品で利用可能です。 このトレーサ

ビリティの種類では、製品は収穫された時点から輸出者または
第1加工施設（製品が原産国で処理されるとき）までに物理的に
分離されます。 その後、認証製品と非認証製品を物理的に混合
することができます。 マスバランスの処理と取引報告の詳細につ
いては、「レインフォレスト・アライアンスのマスバランス・供給ガ
イドラインの使用に関するガイダンス」を参照してください。

最も一般的なトレーサビリティ種類は「完全分離」です。 企業は、
「認証所有者へ追跡可能（同一性保持）」や「原産国まで追跡可
能」などの、より強力なトレーサビリティの種類が必要な場合、供
給会社に指定する必要があります。
あるトレーサビリティの種類から別のトレーサビリティ種類に「
アップグレード」することはできません。 例えば、マーケットプレ
イス上でトレーサビリティの種類付の製品出荷を登録すること
はできません。

あるトレーサビリティ種類から別のトレーサビリティ種類に「格
上げ」することはできません。 例えば、マーケットプレイス上で「
完全分離」で入荷登録された場合、トレーサビリティ種類が 「原
産国」の製品出荷を登録することはできません。 しかし、より高い
トレーサビリティ種類からより低いトレーサビリティ種類へ「格
下げ」することは許されています。 例えば、入荷登録が「原産国」
または「認証所有者」であった場合、トレーサビリティ種類が「完
全分離」の製品の販売は許可されています。

注：入荷量は部分的に格下げすることができます。 これは、入荷
の完全分離TC内の一部分をマスバランスとして販売することが
でき、残りの量は元のトレーサビリティ種類で後で販売すること
ができることを意味します

販売製品とトレーサビリティ種類の詳細とトレーニングについて
は、マーケットプレイス上のTraining and Downloads（トレー
ニング＆ダウンロード）の項目をご覧いただくか、日本市場担当
者へ （rac@ra.orgへは英語で） お問い合わせください。 トレー
サビリティの種類が表示にどのように関係しているかの詳細につ
いては、 ISEALアライアンスの表示におけるグッドプラクティス
ガイド（英語版）を参照してください。

6.	バナナのトレーサビリティ特定要件

6.1 RACとして販売された生鮮バナナはマーケットプレイ
ス上でTCを必要とします。ピューレ、その他の派生物のマーケッ

図１トレーサビリティの種類別製品の格下げ

格上げ不可

厳しい分離

あまり厳しく
ない分離

同一性保持

原産国

完全分離

マスバランス格下げ可

製品の受領
種類
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トプレイス上での報告はまだ予定されていません。

6.2 多数の取引のアップロードを容易にするために、マーケ
ットプレイスでExcelアップロード機能を利用できます。

7.	カカオのトレーサビリティ特定要件

7.1 カカオ豆、リカー、マス、バターまたはケーキおよびチョ
コレートの最終製品の販売はトレーサビリティのためにマーケッ
トプレイス上のTCで申告することができます。

7.2 入荷TCは、最終製品の製造者まで必須です。 最終製
品製造者が最終的なTCを提出することは任意です

7.3 最終製品製造者段階での量の調整は、レインフォレス
ト・アライアンス生産・流通・加工過程の管理認証方針に従って
実行されます。

7.4 カカオに適用される標準化された転換率：

9.	コーヒーのトレーサビリティ特定要件

9.1 パーチメント(内果皮)、コーヒー生豆、焙煎コーヒー、
インスタントコーヒー、デカフェコーヒーの販売は、トレーサビリ
ティのためにマーケットプレイス上のTCで申告することができま
す。

9.2 入荷TCは焙煎段階まで必須です。プライベートラベル

（自社ブランド）のブランド所有者を含め、顧客にTCを提出する
ことは任意です。

9.3 焙煎段階での量の調整は、レインフォレスト・アライア
ンス生産・流通・加工過程の管理認証方針に従って実行されま
す。

9.4 コーヒーの申告に適用される標準化された転換率は
以下の通りです

10.	オレンジ果汁製品のトレーサビリティ特定要件

10.1 TCは、生鮮オレンジ、凍結濃縮オレンジ果汁（FCOJ）、
および非濃縮製品（NFC）オレンジ製品に必要です。 冷凍搾りか
す、皮、種子、エッセンスオイルは、この段階でトレーサビリティか
ら除外されています。

10.2 完全分離された生鮮果物のTCは、認証農園から第一
オレンジ加工業者まで必要となります

10.3 最初の加工者から、オレンジ製品のトレーサビリティ
は、100°ブリックス（糖度）での可溶性固形物（SS）の量に基づ
いており、サプライチェーン内のすべての売買取引についてTCを
介して記録されます

10.3.1 生鮮オレンジをSSに変換するには、第一加工
者は、その期間のRACオレンジの実際の産業生産量を使用
して、在庫内の変換機能を使用しなければなりません。

10.3.2 この生産量は、1トンのFCOJ 66ブリックス
相当物を製造するのに必要な40.8kg箱の数で表されます。 
パルプおよびコアウォッシュを含むが、凍結搾りかすは除外
します。

10.3.3 入荷するオレンジ（生鮮果物）からSSへの変
換は、生鮮果物とSSの両方のための在庫機能の作成を必
要とします。

10.3.4 マーケットプレイスの転換機能は、次のよう
に産業生産量を使用して生鮮果物からSSの量を計算しま
す：

SSのKg =（生鮮果物の箱数X/ 66BrixでのFCOJのトン当
たりの箱数Y）×1000×66％

10.4 その後加工者は、NFC とFCOJの輸入者に可溶性固
形物の重量（Kg）のTCを発行し、製品記述と一緒に修正された
糖度（w / w）を表示します。

10.5 実際の糖度は、実際の請求書に記録されているとおり
に申告されます。 仕様で許容される範囲の場合、より高い糖度が

標準の割合	

豆からリカー

リカーからパウダー

リカーからバター

1 : 0.82

1 : 0.5

1 : 0.5

78% から 86%

43% から 51%

49% から 57%

許容範囲転換率

標準の割合

ココナッツからコプラ

コプラからココナッツ原油

ココナッツ原油からココナッ
ツ精製油（RBD）

ココナッツ原油からココナッ
ツ精製油（水素化済）

1 : 0.25

1 : 0.62

1 : 0.96

1 : 0.96

21% から 29%

58% から 66%

92% から 99%

92% から 99%

許容範囲転換率

標準の割合

パーチメントから生豆

生豆から焙煎豆

生豆からインスタント

生豆からデカフェ

1 : 0.80

1 : 0.84

1 : 0.38

1 : 0.95

79% から 83%

83% から 87%

37% から 49%

94% から 98%

許容範囲転換率

8.	ココナッツオイルのトレーサビリティ特定要件

8.1 ココナッツおよびコプラ製品の販売は、トレーサビリテ
ィのためにマーケットプレイスで申告することができます。

8.2 入荷TCは精製ココナッツオイル製造者まで必須です。

8.3 ココナッツオイルの申告に適用される標準化された転
換率は以下の通りです
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システムに記録されます。

10.6 輸入者/第一購入者から混合業者/充填・包装業者ま
での処理された製品の取引は、以下の式/比率を使用して、製品
の指定された糖度から計算されたSSに基づいてすべて記録され
ます。

X kg の FCOJ で糖度 Y  = XY / 100

例えば:

• 1000 Kg (1 トン) のFCOJ で糖度 66 = 660 Kg の固
形物

• 1000 Kg (1 トン) のNFC で糖度 11.2 = 112 Kgの固
形物

10.7 可溶性固形物の入荷TCは、充填・包装業者または最
終製品製造者まで必須です。

10.8 その時点から、充填・包装業者または最終製品製造者
は、卸売業者または小売業者に対し、固形物の重量、または最終
製品の単位（Kg、リットル、箱数）のいずれかで、各選択された単
位および製品に関連する変換比を適用して出荷TCを申告しま
す。

10.9 小売業者は、システム内の継続的な売上を報告する必
要はありませんが、供給者が四半期ごとに正確な数量のTCを発
行していることを確認する必要があります。

10.10 修正されたBrixは、各取引の報告を必要とし、関連す
る国の指示に従って、または欧州フルーツジュース協会（AIJN）
の行動規範に定義されたとおりに計算されます。

11.	パーム油のトレーサビリティ特定要件

11.1 パーム核の販売は、トレーサビリティのためにマーケッ
トプレイスで登録することができます。

11.2 精製パーム油の生産者まで、入荷TCが義務付けられ
ています。

11.3 パーム油の申告には、標準化された換算比率が適用さ
れます。

12.	茶類のトレーサビリティ特定要件

12.1 茶葉、荒茶、茶抽出物（粉末）は、トレーサビリティのた
めにマーケットプレイスのTCで申告することができます。

12.2 入荷TCは最終加工者まで必須であり、これは包装業
者にあたることがあります。

12.3 最終的加工者は、各ブレンドで使用され、ブランドに紐
づけられたRAC製品の量を出荷量として申告します

12.4 茶類の申告に適用される標準化された転換率は以下
の通りです

13.	トレーサビリティまたはマーケットプレイスに関する追
加の手引きまたはトレーニング

トレーサビリティまたはマーケットプレイスに関する追加の手引
きまたはトレーニングについては、レインフォレスト・アライアンス
日本担当あるいは　RAC@ra.org （英語） にご連絡ください。

標準の割合 転換率

パームヤシ果実(FFB)からパーム原油

パームヤシ果実(FFB)からパーム核

パーム原油からパーム精製油

パーム原油からPFAD

パーム核からパーム核油

パーム核からパーム核圧搾かす

パーム油からオレイン

パーム油からステアリン

100 : 20

100 : 5

100 : 95

100 : 5

100 : 45

100 : 55

100 : 80

100 : 20

標準の割合 転換率

オレインから二重画分オレイン

オレインから中画分オレイン

ステアリンから中画分オレイン

ステアリンから二重画分ステアリン

パーム核油からパーム核精製油

パーム核油からPKFAD

パーム核精製油からPKオレイン

パーム核精製油からPKステアリン

油脂科学由来製品は今回のマスバランスの範囲からは除外して
います。

100 : 65

100 : 35

100 : 65

100 : 35

100 : 95

100 : 5

100 : 65

100 : 35
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標準の割合

生葉から荒茶

荒茶からインスタント

生葉からインスタント

1 : 0.265

1 : 0.25

1 : 0.25

15% から28%

15% から35%

使用可能な範囲
はありません

許容範囲転換率
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