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第 1.2 版の主な変更点
本書 SA-R-GA-1-V 1.2 認証・審査規則 第 1.2 版（2022 年 1 月 31 日発行）における
旧版 SA-R-GA-1-V 1.1 認証・審査規則 第 1.1 版（2021 年 1 月 31 日発行）からの主な調整箇所の概要

章

項目

変更内容
第1章

認証規則とその付属文書

1.1.3

農作物カテ
ゴリリスト

削除。レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムでは認証されないパーム油が削除された。

1.1.5

業務内容カ
テゴリリス
ト

追加。サプライチェーン CH の認証範囲の業務内容カテゴリへのブランド所有の追加が認められるようになった。

1.1.20 から
1.1.23

認証書に記
載される情
報

削除。認証書に記載されるべき具体的なデータ細目が削除され、これについてはレインフォレスト・アライアンス認証
テンプレートを用いることで取り扱われるようになった。

1.2.4

2 つ以上の
CH 範囲に
含まれる農
場

修正。2 種類以上の農作物を栽培する認証保有者は、異なる農作物のための異なる生産者団体の団体構成員であっても構
わない。

1.3.7

少量経営者
に対する閾
値

削除。レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムでは認証されないパーム油が削除された。

1.4.1 から
1.4.47

認証手順

修正。認証手順の段階が簡略化された。下記の細目を参照。

1.4.4

レインフォ
レスト・ア
ライアンス
認証プラッ
トフォーム

追加。範囲情報は、少なくとも年に 1 回、更新される必要があることを明確化。
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での範囲更
新
1.4.6

検証レベル

新規。レインフォレスト・アライアンスは、各サプライチェーン CH の施設ごとに検証レベルを提供するものとするこ
とを明確にするための規則。

1.4 （第 1.1
版の 1.4.11
から 1.4.13
）

CH リスク
査定と管理
計画

削除。持続可能な農業基準の要件ですでに取り扱われている CH リスク査定手順と管理計画に関する規則が削除された
。

1.4.22

審査前に
CB に提供
されるべき
文書

修正。審査前に提供される必要がある文書の一覧が次のとおりに削減された。
a. 認証範囲情報

e. 自己査定

b. 認証申請書 (CAF)

f. 団体構成員登録

c. SCRA 結果

g. 位置情報データリスク査定

d. 管理計画

h. 指標データ

1.4.31

審査報告書
案

修正。審査報告書案は CH に提供されるものとするが、RACP を通じて提供される必要はない。

1.4.38 から
1.4.42

最終審査報
告書

修正。最終審査報告書は、レインフォレスト・アライアンスと CH に、CB によって提供されるべきであるが、CB によ
って認証決定が行われてからに限る。

1.5.3

追跡審査

修正。追跡審査は遠隔または現地での実施が認められることを明確にするため、本規則を変更。

1.5.39 と
1.5.40

監視審査時
期

修正。監視審査は、主要な高危険度業務が実施される期間（収穫期または農薬散布期間）に実施されなければならない
。

1.5.44

追跡審査

修正。机上追跡審査を NC 解消の証拠の遠隔検証に限定しても構わないことを明確化。

1.5.62

レインフォ
レスト・ア
ライアンス
による一時
停止要求

新規。レインフォレスト・アライアンスは、調査審査の実施完了前に、認証書の一時停止を CB に要求する権利を留保す
る。

1.5.64

レインフォ
レスト・ア
ライアンス
によって実

新規。レインフォレスト・アライアンスは調査審査を自ら実施する権利を留保する。
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施される調
査審査
1.7.3

閉会後の
NC 一覧の
変更

追加。認証者は、審査最終日から最大 3 週間後まで、NC の一覧に変更を加えることが認められる。

1.7.27

取り消し処
分後に認証
の再申請に
要する時間

修正。認証が取り消された後、認証の再申請が可能になるまでに CH が待たなくてはならない 6 ヶ月の期間について、
より詳しく説明。

1.7.40

一時停止処
分と傷みや
すい製品

新規。場合によっては、傷みやすい製品を取り扱う CH に対して、CB またはレインフォレスト・アライアンスは、一時
停止処分が 7 日後に発効することを許可することが認められる。

1.7.41 d

一時停止処
分と傷みや
すい製品

新規。傷みやすい製品がある CH に対して一時停止処分中の販売のための例外期間の可能性を認める規則。

1.7.43

取り消し処
分後のウェ
ブサイト上
の表示の保
証

新規。一時停止または取り消しを受けた CH の認証資格に関する表示の規則。

1.12.2

認証決定に
対する不服
申し立て

追加。レインフォレスト・アライアンスによって実施された調査審査の結果による認証決定に対して CH が不服の申し
立てを行うことは認められない。

付属文書
CR1（
1.12.4）

CH が位置
情報データ
を提供する
必要がある
場合

位置情報データの提供に関する要件を簡略化。

付属文書
CR1 位置情

位置情報デ
ータ危険分

追加。位置情報データ危険分布図の作成におけるレインフォレスト・アライアンスの役割に関する情報と、手順のでき
るだけ早い段階で位置情報データを提供することの推奨。
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報データ危
険分布図

布図作成手
順

付属文書
CR1 危険度
の検証

危険度の検
証

追加。危険度が共有される方法と現地で危険度を検証する必要性に関する情報。

付属文書
CR1 （旧
1.12.5「管
理地境界」
）

管理地境界

削除。CH が管理地境界を提供する必要はない。

付属文書
CR1 （
1.12.5「座
標」）

座標に基づ
いて高危険
度と特定さ
れた農場に
取られるべ
き措置

修正。要件を推奨事項に変更（「〜ものとする」から「〜ことが望ましい」に）。

1.12.6「ポ
リゴン」

ポリゴンに
基づいて高
危険度と特
定された農
場に取られ
るべき措置

修正。要件を推奨事項に変更（「〜ものとする」から「〜ことが望ましい」に）。再生計画を除いては、すべての「〜
ものとする」が「〜ことが望ましい」に。

付属文書
CR1 （旧
1.12.8「管
理地境界」
）

管理地境界

削除。CH が管理地境界を提供する必要はない。

付属文書
CR1（
1.12.7「座
標」）

座標に基づ
いて高危険
度と特定さ
れた農場に

修正。要件を推奨事項に変更（「〜ものとする」から「〜ことが望ましい」に）。
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取られるべ
き措置
付属文書
CR1 （
1.12.8「ポ
リゴン」）

ポリゴンに
基づいて高
危険度と特
定された農
場に取られ
るべき措置

修正。要件を推奨事項に変更（「〜ものとする」から「〜ことが望ましい」に）。

付属文書
CR1 （1.2.9
〜1.12.17）

森林と自然
生態系の転
換要件に対
する不適合

修正。森林と自然生態系の転換要件に対する不適合に関連する規則の明確さを改善。

第2章

審査規則とその付属文書

すべて

位置情報デ
ータリスク
査定

文言の修正。レインフォレスト・アライアンスによって提供される分析の結果を言い表すために「危険分布図」に替え
て「位置情報データリスク査定」を使用。

2.1.7 (a)

RACP の使
用

追加。認証および審査手順は RACP に依存しないことを明確化。

2.1.13

コンサルテ
ィングの提
供

修正。CB 職員がコンサルティング業務を行うことができない状況を明確化。

2.2.4

認証申請

修正。CB は、審査中に相違が確認された場合、RACP ではなく申請書データを更新するものとする。

2.3.8

追跡審査

修正。机上追跡審査に対しては正式な審査計画を作成する必要がないことを明確化。

2.3.11 (i) (v)

審査計画

文言の修正。労働組合の代表者に限定せず、「労働者代表」全般に。

2.3.12

審査計画

修正。CH に公開する詳細を制限する場合でも、CB は、審査を適切に計画する必要があることを明確化。

2.3.19 (v)

審査計画

追加。CB によって実施される審査リスク査定で考慮されるべき文書一覧に指標データを追加。

2.4.3 (b)

サンプル抽
出

修正。最小サンプル数を 5 から 3 に引き下げ。
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2.4.11 (c)

サンプル抽
出

追加。非認証製品を購入する農場でトレーサビリティが必ず確認されることを保証するための規則。

2.4.11 (e)
(xv)

サンプル抽
出

追加。「保護区域への侵入」を、考慮すべきもう 1 つの要素として追加。

2.4.11 (f)

サンプル抽
出

追加。CB は、サンプル抽出の精度を上げるために必ずリスクベースの取り組みを用いることを強調するための注意。

2.4.12 (d)

サンプル抽
出

追加。複合農場 CH に対するサンプル抽出規則。CB は、認証審査および監視審査で農場の 33%をサンプル抽出する必要
がある。

2.4.14

サンプル抽
出

修正。この節のサンプル抽出要件は、現地追跡審査に対してのみ適用され、机上追跡審査に対しては適用されないこと
を明確化。

2.7.23

審査開始時
会合

修正。「あらゆる種類の監督者」は、労働者の面接中に立ち会うことができないことを明確化。

2.7.25

審査開始時
会合

修正。労働者代表は、労働者の面接中に立ち会うことができない（労働組合ではなく）。

2.10.11

面接

修正。現地審査中に確実に多数の臨時または季節労働者が出席するようにするための言い換え。

2.14.5 (a)

品質精査

修正。審査チェックリスト品質精査の RACP への依存を削除。

2.15.1 (b)

追跡審査

追加。机上追跡審査を認める条件を追加。

2.15.2

追跡審査

修正。これが現地追跡審査のみに適用されることを明確化。

付属文書
AR2 （前書
き）

文書サンプ
ル抽出

修正。主に認証審査と監視審査に対するこの付属文書の適用方法を明確化。

付属文書
AR3（規則 2
）

面接の回数

修正。労働者派遣業者からの労働者も計算に含めることを明確にするための文を追加。

付属文書
AR3（規則 4
）

面接の回数

修正。より明確にするため、非管理労働者の数はこの付属文書の表を用いて決定される。

付属文書
AR3

面接の回数

新規。複数施設/複数生産者団体の場合のサンプルサイズの計算方法を明確にするための注記 2。
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付属文書
AR4.1（1.6
）

社会的要件
項目の審査

修正。必要に応じて、「結社の自由」の専門家ではなく「労働法の法律専門家」を含める。

付属文書
AR4.2（規則
7）

社会的要件
項目の審査

追加。関係者への情報収集中、CB は、潜在的な利益相反に注意する必要があることを明確化。

付属文書
AR4.3（規則
23）

社会的要件
項目の審査

追加。CB は、審査中に発生する「可能性がある」労働虐待事例を調査するだけではなく「発生したことがある」事例も
検証することを明確化。

付属文書
AR4.4（規則
24）

社会的要件
項目の審査

追加。重大度分析ツールは、確認された事例がある場合だけではなく、潜在的な事例が特定された場合にも実施される
必要があることを明確化。

付属文書
AR4.5（規則
26）

社会的要件
項目の審査

追加。CB の文書化された是正手順に最低限含まれる必要がある内容に加えて、それが付属文書 S4 改善プロトコルに記
載された効果的な是正に関する原則に整合する必要があることを明確化。

付属文書
AR4.7（規則
32 ）

社会的要件
項目の審査

追加。指標データは精査されるものとすること、そしてそれは分析されることが望ましいことを明確化。

付属文書
AR4.8（規則
40）

社会的要件
項目の審査

削除。労働者派遣業者の審査に必要な文書の一部を削除。10 個あった要素が 5 個に。

付属文書
AR4.9（規則
41）

社会的要件
項目の審査

追加。労働者派遣業者が複数の場合を明確化。

付属文書
AR4.10（規
則 54 と 55
）

社会的要件
項目の審査

追加。現地外審査が必要な場合および CH との連絡方法についてのより明確な規則。

付属文書
AR4.11

社会的要件
項目の審査

修正。規則の順番が変更され、一部の規則は、この節から削除され、付属文書 AR4.5 に組み込まれた。
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付属文書
AR5（規則 1
）

審査での位
置情報デー
タの使用

修正。明確化するための言い換え。

付属文書
AR5（規則 7
）

審査での位
置情報デー
タの使用

修正。明確化するための言い換え。

付属文書
AR5（規則
13 (d)、 (iv)
）

審査での位
置情報デー
タの使用

追加。保護区域の管理計画を含めるため。

付属文書
AR6（規則 7
）

森林破壊の
審査

追加。現地での森林破壊のリスクの検証を改善するために新しい指標を追加。

付属文書
AR6（規則
11 (b) ）

森林破壊の
審査

修正。ICUN カテゴリについて明確化。

付属文書
AR6（規則
14 (a) (i) ）

森林破壊の
審査

修正。明確さを改善するために数箇所の文言を改善。

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

11

はじめに
レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムは、「認証の再構
築」のための私たちの取り組みの基盤となるものであり、認証の未来に対
する私たちの展望です。新しい基準、保証システム、および関連データと
技術システムは、レインフォレスト・アライアンス認証を、持続可能な農
業生産とサプライチェーンを支援するための必須ツールとして使用する世
界中の多くの人々と企業に対し、より高い価値を提供するように設計され
ています。
持続可能な農業基準における該当要件を全て満たし、レインフォレスト・
アライアンス保証規則の手順要件に準拠している農場、生産者団体、およ
びサプライチェーン組織は、レインフォレスト・アライアンス認証として
製品を販売、出荷、および/または購入できます。
レインフォレスト・アライアンス認証プログラムの範囲を拡大し、システ
ムの整合性、品質、競争力、および信頼性を保護するために、レインフォ
レスト・アライアンスは世界中の独立認証機関(CB)と協力しています。認
定 CB は、レインフォレスト・アライアンス 2020 持続可能な農業基準に
照らして、農場、生産者団体、およびサプライチェーン組織を認証します
。
レインフォレスト・アライアンスは ISEAL の正規会員であり、ISEAL 倫理
規定に取り組んでおり持続可能性に関する効果的な基準を構築するための
基本的価値基準を表す 10 の ISEAL 信頼性原則を支持しています。また、
レインフォレスト・アライアンスは、ISEAL の優れた実践に関する規約の
原則を適用しています。具体的には、「社会・環境基準を設定するための
優良実践に関する規約(基準設定規約)」(Code of Good Practice for
Setting Social and Environmental Standards)、「社会・環境的基準の影
響を評価するための優良実践に関する規約(影響規約)」(Code of Good
Practice for Assessing the Impacts of Social and Environmental
Standards)、および「社会・環境基準への適合を保証するための優良実
践 に関 する 規約 (保 証規 範 )」 (Code of Good Practice for Assuring
Conformity with Social and Environmental Standards)です。
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レインフォレスト・アライアンスは、認証機関のための世界規模の保証シ
ステムを管理し、責任を負っています。レインフォレスト・アライアンス
認証がさらに世界に拡大する中で、私たちは、信頼性が高く厳格なシステ
ムの育成を目標にしています。審査および認証サービスは、保証システム
に基づいて提供されることで、高品質、整合性および一貫性への取り組み
に加えて、システム、資料および手順の継続的な改善への取り組みにも反
映されている透明性への取り組みが、維持・保証されます。小規模事業者
がシステムを利用可能であることは、レインフォレスト・アライアンスに
とって重要であり、小規模事業者は不利になったり、認証サービスの利用
から除外されたりすることはありません。
持続可能な農業基準が、生産者とサプライチェーン関係者による継続的な
改善を促進するように設計されているのと同様に、レインフォレスト・ア
ライアンスは、2020 認証プログラムに対して、継続的な改善に向けた取
り組みを採用しており、継続的な業務改善を約束します。資料およびシス
テムは、プログラムの保証の改善に応じて更新されます。変更があった場
合は、認証機関(CB)および認証保有者に通知され、レインフォレスト・ア
ライアンスのウェブサイトで確認できるようになります。
保証規則とシステムの概要
保証規則は、2020 認証プログラムに対する保証を提供するさまざまな要
素の規則を規定します。この規則は 2 つの文書で構成され、それぞれは 2
つの章からなります。各章の冒頭には、その章の対象者を説明する導入部
があります。
2 つの文書は次のとおりです。
1. 2020 レインフォレスト・アライアンス 認証・審査規則
2. 2020 レインフォレスト・アライアンス認証機関向け規則
保証システムは、これら 2 つの文書の内容に基づいて、持続可能な農業基
準の要件の遵守を測定、保証、および改善するために設計されたレインフ
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ォレスト・アライアンス技術システムに変換されます。情報に基づいた意
思決定手順、リスク査定、および審査の質に関するデータの正確性に焦点
を当てることで、より堅牢性と信頼性の高いシステムの構築を目指してい
ます。

レインフォレスト・アライアンス 2020 保証システムに
おける刷新
レインフォレスト・アライアンスの「認証の再構築」という長期的な展望
の下、2020 認証プログラムの保証システムでは、認証を、より個別の状
況を考慮し、データに基づいた、リスクベースなものにするべく、多くの
刷新を導入しています。
リスクベースの取り組み
レインフォレスト・アライアンス 2020 認証プログラムは、事後対応では
なく予防的な取り組みを促進することを目的としており、この取り組みを
実現するために、リスクベースの枠組みの中で保証規則が作成されていま
す。この枠組みでは、データは認証手順の最後ではなく最初に収集される
ため、リスク分析を実施できます。
プログラム利用者に実用的な情報を提供するこのプログラムは、このデー
タのより良い使用法を利用して、「危険分布図」の使用を導入します。こ
れは、外部データ情報と、位置データ、レインフォレスト・アライアンス
データ、および特定作物部門データを組み合わせて作成される地図です。
その結果、同地図は、持続可能性に関する重要な項目(児童労働、強制労
働、森林破壊、および自然生態系(保護区域)の維持)について、国、組織、
農場(または農場単位)についてのリスク水準を明らかにします。危険分布
図には、認証保有者が、情報に基づいて改善のための決定を下し、審査過
程を円滑に進めるための、そして CB が審査の焦点を絞るための、参考情
報として、リスク分類が含まれています。
データの監視
保証システムは、審査所見がレインフォレスト・アライアンスに報告され
るまで待つのではなく、認証手順のいくつかの異なる段階でレインフォレ
スト・アライアンスのオンラインプラットフォームを介して送信されたデ
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ータを審査する新しい方法を導入します。これにより、認証保有者の該当
要件の範囲と条件における誤りを防止できます。
強化された審査
認証機関(CB)全体の審査品質の一貫性を強化するために、保証システムは
、森林伐採、児童労働と強制労働、トレーサビリティ、下請業者、および
人事資料などの、特定の項目を審査する方法に関する、個別の要件と手引
きを提供します。より一般的には、データと審査の専門知識を活用するシ
ステムを提供することにより、同システムは、CB が審査の有用性と厳密
さを高めることを可能にします。レインフォレスト・アライアンスは最高
の業績を発揮する CB と緊密に連携することを目指しており、これにより
、国ごとおよび世界での CB の数を業績に基づいて制限することが可能に
なりました。レインフォレスト・アライアンスは、CB の地理的範囲を認
定するための条件として法的分析とリスク分析を実施し、CB の管理要件
を軽減するように設計された CB 認定手順に対して料金システムを導入し
ます。
本書の章ごとの刷新
認証規則
▪
▪
▪

農場単位レベルでの位置情報
生産者団体責任者保証
該当する要件のみに重点的に取り組めるようにするため、手順の早い
段階での適用範囲の確認
▪ 仲買人の(トレーサビリティ)要件の遵守について責任を負う生産者団
体
▪ 3 年の認証周期
▪ 認証保有者は、同一の認証周期の間は同一の CB を維持
▪ 上位実績者のための遠隔監視審査
▪ 認証決定のためのレインフォレスト・アライアンスによる追加の検証
段階
審査規則
▪

生産者団体、施設、資料のサンプル抽出規則
13

▪
▪
▪
▪

審査期間の見積方式
審査前の関係者の関与
審査に位置情報データを使用
以下に関する審査方法についての詳細な記述
a) 森林破壊
b) トレーサビリティ
c) 社会的要件事前評価対処、結社の自由、賃金、住居、人事資
料

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DI2：個別面接時間
NGI: 生産者団体面接数
DS2: 標準農場サンプルサイズ
DGI: 生産者団体面接時間
RF: 危険因子
RCA: 根本原因分析
PA: 保護区域

重要な記述形式

本書の使用

本書およびその他の保証文書では、以下の記述形式が適用されます。

用語、定義 および略語

▪

レインフォレスト・アライアンスのすべての資料に適用される用語集は、
こちらからご利用できます。
本書で頻繁に使用される略語
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CB: 認証機関
CH: 認証保有者
RA: レインフォレスト・アライアンス
RACP: レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム
CBA: 団体交渉協定
NGO: 非政府組織
FoA: 結社の自由
CL/FL/D/WVH: 児童労働/強制労働/差別/職場内暴力とハラスメント
NC: 不適合
QMS: 品質管理システム
MS: 管理システム
MAD: 最小審査期間

▪
▪
▪
▪

GPF: 生産者団体近接係数
GPS: 全地球測位システム
IDE: 面接時間の概算
NII: 個別面接数
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▪
▪

「...なければ（ならない／なりません）」、「..必要が（ある／あり
ます）」、「...ものと（する／します）」、および「...する／します
／される／されます」は、必須要件であることを示す。（英語版の
"shall"に相当）

「...ては（ならない／なりません）」、「...ないものと（する／しま
す）」、および「...しない／しません／されない／されません」は、
必須要件であることを示す。（英語版の"shall not"に相当）
「...望ま（しい／れます）」および「...推奨（する／します／される
／されます）」は、推奨事項を示す。（英語版の"should"に相当）
「...認められ（る／ます）」および「...ても（構わない／構いません
）」は、許可を示す。（英語版の"may"に相当）

「...認められ（ない／ません）」は、不許可を示す。（英語版の"may
▪

not"に相当）
「...いただけます」、「...が（できる／できます）」、「..が可能（
である／です）」、および「...ができるように（なる／なります）」
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は、可能性または能力を有すること示す。（英語版の"can"に相当）

「...でき（ない／ません）」は、可能性または能力を有しないことを
示す。（英語版の"cannot"に相当）
詳細については、ISO/IEC 指針第 2 部を参照してください。
実施
本書で言及されている要件は、レインフォレスト・アライアンス認証プロ
グラムに参加するための認証保有者(CH)の手順に関与するすべての関係
者を拘束します。これには、農場 CH とサプライチェーン CH が含まれま
す。本書では、CH は、CH 候補とレインフォレスト・アライアンス認証
プログラムにすでに参加している CH の両方を指すために使用されます。
本書の要件が満たされない場合、1 つ以上の不適合(NC)が発生し、CB に
与えられた認定の一時停止または取り消しにつながる可能性があります。
認定 CB または CH は、そのような逸脱に先んじて、CB がレインフォレ
スト・アライアンスから認定を受け、CB または CH が正当な理由を文書
で提供するという条件の下で、この文書の要件からの例外的な逸脱が認め
られます。CB の場合、そのような正当な理由は、審査業務および認証手
順に関して期待される結果を継続的に 提供する能力を、当該 CB の
QMS(Quality Management System=品質管理システム)が有しているこ
とを実証するものとします。CH の場合、そのような正当な理由は、その
認証範囲に適用される保証および基準規則への CH の適合性を継続的に実
証する能力を、CH の管理システムが有していることを実証するものとし
ます。
このような例外申請は、 cbcert@ra.org に提出する必要があります。CB
は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム(RACP)に逸
脱の正当な理由を記録するものとします。CH が CB と有効な契約を結ん
でいない場合は、申請は customersuccess@ra.org に提出されるものと
します。
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レインフォレスト・アライアンスは、CB の決定に対する信頼性が十分に
保証されない場合、独自裁量により、要件からの逸脱を受け入れない権利
を留保します。
本書の要件と、法的および法定要件を含む他文書の要件との間に矛盾があ
る場合、CB および/または CH は、解釈に関するさらなる手引きを、しか
るべきタイミングで、レインフォレスト・アライアンスに相談するものと
します。レインフォレスト・アライアンスは、保証システム文書に基づい
て、その発効日から、評価および監視作業の実施を開始します。
参照文書
すべての場合において、持続可能な農業基準、規範文書、または手引き文
書の現行の有効な版は、この文書の参照文書になるものとします。保証文
書を含むレインフォレスト・アライアンス文書の最新版は、
www.rainforest-alliance.org でご覧いただけます。
レインフォレスト・アライアンス文書
▪

該当する付属文書、ツール、および手引き書を含む、農場およびサプ
ライチェーン認証向け持続可能な農業基準
▪ 2020 レインフォレスト・アライアンス 認証・審査規則
▪ 2020 レインフォレスト・アライアンス認証機関向け規則
▪ レインフォレスト・アライアンスラベル表示と商標方針
▪ レインフォレスト・アライアンス用語集
▪ レインフォレスト・アライアンス検証実施プロトコル
▪ レインフォレスト・アライアンス児童労働および強制労働に関する危
険分布図
▪ レインフォレスト・アライアンス ライセンス同意書およびその使用許
諾契約規約
外部文書
▪
▪

ISO/IEC 17021-1:2015 適合性評価－マネジメントシステムの審査及
び認証を行う機関に対する要件－第 1 部要件
ISO 19011:2018 マネジメントシステム審査のための指針
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▪
▪

IAF MD 5:2019 品質、環境及び労働安全衛生マネジメントシステム
審査工数決定のための IAF 基準文書
ISO/IEC 17065:2012 適合性評価−製品，プロセス及びサービスの認
証を行う機関に対する要件

レインフォレスト・アライアンスへの問い合わせ
認証保有者への支援 レインフォレスト・アライアンスプログラムの CH
は、レインフォレスト・アライアンスの基準と認証規則に関する質問につ
いて、カスタマーサクセスチーム customersuccess@ra.org に問い合わ
せることができます。
技術支援 認証機関と CH は、レインフォレスト・アライアンスのシステ
ムへ のアクセスま たは使用 、 マークの使 用、および商 標 について 、
customersuccess@ra.org に問い合わせることができます。

適用法の遵守
レインフォレスト・アライアンスは、CH と CB が、それぞれの業務分野
における社会的、経済的、および環境的条件を改善するための模範的な存
在となるよう努めています。その観点から、CH および CB は、国内法、
条例、および部門協定または団体交渉協定に従うものとします。国内法、
条例、部門協定、または団体交渉協定(CBA)が、レインフォレスト・アラ
イアンス認証プログラム(持続可能な農業基準および保証文書)の要件より
も厳しい場合、またはその逆の場合は、最も厳しい規則が常に優先されま
す。詳細については、持続可能な農業基準を参照してください。
適用される法律の解釈が、レインフォレスト・アライアンスの保証文書や
基準の要求事項を遵守する上で問題となる場合、レインフォレスト・アラ
イアンスは個々の状況を分析し、対応する決定を伝えます。

認証機関への支援 認証機関は、レインフォレスト・アライアンス基準と
保証部門に、次の電子メールアドレス宛で問い合わせることができます。
▪

レインフォレスト・アライアンスの基準と認証規則に関する質問、認
証保有者（CH）に関する連絡(認証の一時停止と撤回、発効など)、お
よび CB の認定と研修については、cbcert@ra.org まで。
▪ CB アカウントと認定については cbmanagement@ra.org まで。
▪ CB の監視については cbmonitoring@ra.org まで。
▪ CB の研修については cbtraining@ra.org まで。
▪
西 ア フ リ カ で の CB の 支 援 と カ カ オ 方 針 の 解 釈 に つ い て は
wacocoa@ra.org まで。
苦情
レインフォレスト・アライアンスに対する苦情については、こちらの入力
フォームを使用して送信してください。https://www.rainforestalliance.org/business/sustainable-farming/farmcertification/questions-and-complaints
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第 1 章認証規則
はじめに
目的
▪

認証保有者の候補(レインフォレスト・アライアンス認証プログラムへの参加を希望するすべての組織)、および認証保有者 (レインフォレスト・アライ
アンス認証プログラムに参加しているすべての組織)が、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに参加もしくは参加継続するための要件の制
定。

▪

CH が外部認証審査を受けるべき要件の制定。

▪

CH がプログラムに参加もしくは参加継続するための手順の制定。

適用性
本章の対象者は以下です。
1. 以下を含む、新しいレインフォレスト・アライアンス認証プログラムで認証を受けることを望む認証保有者（CH）。
•

農業組織

•

サプライチェーン組織

2. 2020 レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに基づいて顧客を認証したい認定された認証機関（CB）。
3. レインフォレスト・アライアンス
農場およびサプライチェーンの認証保有者の認証に関する手順要件
持続可能な農業を促進するために、レインフォレスト・アライアンスは、レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準を策定しました。レインフ
ォレスト・アライアンス認証として製品を販売および/または購入することを希望する認証保有者は、持続可能な農業基準の該当するすべての要件を満たし
、本章の手順要件に準拠する必要があります。 手順要件は、図 1 に示す一般認証手順に基づきます。
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図 CR 1.一般認証手順
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1.1 レインフォレスト・アライアンスプログラムおよび基準の適用範囲
レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準には、農場要件とサプライチェーン要件が含まれています。認証保有者 (CH)には、CH が認証を希望
する農作物、作業・業務、事業体など（認証範囲といいます）や、特定の認証範囲に適用されるリスクに応じて、持続可能な農業基準全体の要件が適用さ
れる場合があります。
想定される認証範囲
本項目は、レインフォレスト・アライアンスの 認証範囲 （CH が認証を希望する農作物、作業・業務、事業体などの範囲）の対象として認められる可能性
があるものと、CH の 該当する基準要件 （CH の認証範囲、状況、レベルに応じて、CH に必須となるすべての要件）を定義するものについて説明します。
1.1.1

RACP が RACP において CH が提供する認証範囲に関する情報に基づいて、どの基準要件が CH に適用されるかを定義するものとする。認証範囲
は以下によって定義されるが、これらに限定されない。
a. 農作物
b. 活動（作業・業務）内容
c. 認証選択肢
d. 認証年に基づく持続可能な農業基準レベル
e. トレーサビリティレベル(該当する場合)
f.

リスク

1.1.2

CH は、認証取得を希望する内容を選択することで独自の認証範囲を定義することができる。しかしながら CH は、認証範囲全体について、レイン
フォレスト・アライアンス認証プログラム要件に準拠することに、全責任を負うものとする。

1.1.3

CH は、認証範囲に、農作物カテゴリに含まれる1つ以上の農作物を含めることが認められる。これらの農作物は次のとおり。
a. バナナ
b. カカオ
c. ココナッツ
d. コーヒー
e. 花卉
f.

果物
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g. ハーブ類、スパイス、その他のハーブティー、ルイボス1 は、以下の状況下において認証範囲に含むことが認められる。
i.

このリストの他の農作物が一緒に栽培される場合

ii.

農業を範囲としないサプライチェーン認証の場合

iii.

トウガラシとコショウの場合、生産者は、細目 i)と ii)に関係なく、RA2020認証と UEBT/RA 認証のどちらかを選択することが認めら
れる。

h. ナッツ類
i.

茶類

j.

野菜類は、以下の条件の下で、認証範囲に加えることが認められる。
i.

野菜の生産、取引、または取り扱いを行うすべての CH は、レインフォレスト・アライアンス認証の有効期間中、常に、グローバル
GAP（適正農業実践）、HACCP、または同等のものなど、レインフォレスト・アライアンス認証の全範囲を対象とする有効な食品安
全認証を保持しなければならない。

ii.

食品安全認証状況に変更があった場合、CH は直ちにレインフォレスト・アライアンスおよび CB に通知するものとする。

1.1.4

認証された農作物の副産物は、レインフォレスト認証プログラムで支援されていないため、レインフォレスト・アライアンス表示とともに商品化ま
たは加工してはならない。

1.1.5

CH は、認証範囲に、以下のリストの1つ以上の業務内容を含めることが認められる。
a. 農業
b. 売買取引
c. 倉庫保管
d. 加工および/または製造

Union for Ethical BioTrade（生物原料流通倫理組合 UEBT) は共同プログラムを開発。レインフォレスト・アライアンス
/UEBT ハーブ類とスパイスプログラムは、レインフォレスト・アライアンスによる UEBT 基準および UEBT 認証プロトコルの認定に基づいた提携である。UEBT 基準には、UEBT 基準を補完するレイ
ンフォレスト・アライアンス基準の要件、またはレインフォレスト・アライアンスに固有の要件が含まれている。UEBT によって UEBT 基準認証書が発行された後は、サプライチェーン関係者の認
証範囲に関連するレインフォレスト・アライアンスの要件に加えて、消費者向け製品の製造までのサプライチェーンの残部分に関するすべてのレインフォレスト・アライアンス保証文書が適用さ
れる。 詳細のお問い合わせは、UEBT certification@uebt.org まで。
1ハーブ類とスパイスの認証のために、レインフォレスト・アライアンスと
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e. 梱包および/または再梱包
f.

ラベリング

g. 小売
h. ブランド所有
1.1.6

CH は、認証範囲に1つ以上の事業体を含めることが認められる。事業体の種類は次のとおり。
a. 農場
b. 仲買人2
c. 圃場/施設
d. 下請業者3
e. 業務委託先 (労働者派遣業者を含む)4

1.1.7

認証範囲に含まれる事業体の組み合わせにより、基準の認証選択肢および適用要件が決定される。詳細については、本書で説明されている認証選択
肢を参照のこと。

1.1.8

認証範囲にさまざまな事業体を含む CH は、それらのすべての関係者に関して、適用される持続可能な農業基準および手順要件に当該関係者らが準
拠することに、全責任を負うものとする。

1.1.9

第1章4.5 、4.6 、第5章、第6章の適用基準要件の範囲は、CH の認証範囲に含まれるすべての事業体（農場、圃場/施設、下請業者など）のすべての
業務および領域を対象にするものとする。詳細については、本書の検証範囲の節を参照のこと。

1.1.10 第2章、第3章、第4章（4.5、4.6を除く）の適用基準要件の範囲は、レインフォレスト・アライアンス認証表示をして販売する農作物および農作物
に関連する作業・業務に焦点を当てるものとする。

2

仲買人 農場CHのサプライチェーン（通常、農場から農場CHの施設まで）において、レインフォレスト・アライアンス認証製品の取引（売買）や取り扱いを行うあらゆる関係者。レインフォ
レスト・アライアンス認証のサプライチェーンにおける仲買人の一般的な例は、コートジボワールの「pisteurs」やトルコの「manavs」などの小規模な取引業者であり、生産者から調達して農
場のCHに供給している。取り扱う生産量が少ないため、仲買人がレインフォレスト・アライアンスプラットフォームの認証を受けたり、独立して登録したりすることは期待していないが、レイ
ンフォレスト・アライアンス基準の該当する要件に準拠し、CHの責任者がその準拠することに責任を負うものとする。
3

下請業者 認証製品に対して、例えば製品の加工、保管、包装、および/またはラベル付けなど、1 つまたは複数の特定の業務を行うことを契約した組織または個人。
業務委託先 農場の体力の限界内で、レインフォレスト・アライアンス認証の範囲に含まれる特定のタスクを実行するために経営者または生産者によって契約された組織または個人。業務委託
先は、労働者派遣業者/仲介業者/採用担当者など、現場や加工業務、労働力提供に従事することがある。定義上、それらの人物はレインフォレスト・アライアンス認証製品の法的所有権を取得し
ない。
4
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1.1.11 CH の認証周期に応じて、持続可能な農業基準の異なるレベルの要件（主要レベルまたは改善レベル）が適用される。詳細は、持続可能な農業基準
の改善手順の概要 を参照のこと。
1.1.12 一部の要件は、CH の認証範囲への自発的な追加が認められ、それらは自己選択型（スマートメーター）要件と呼ばれる。詳細については、持続可
能な農業基準を参照のこと。
1.1.13 必須のスマートメーター要件または自己選択型スマートメーター要件については、CH が目標を設定しなければならない。ベースライン の設定は、
CH の認証周期に応じて、 スマートメーター要件 （自己選択型スマートメーター要件を含む）が適用可能となった時点から行うものとする。
業績システム
1.1.14 CH は、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに参加もしくは引き続き参加するために、認証範囲に適用され、必須となる要件に100％
準拠していることを実証しなければならない。
1.1.15 自己選択型（スマートメーター）要件への不適合(NC)は、CH の認証状況に影響を与えないものとする。
1.1.16 自己選択型（スマートメーター）要件に関連する NC は、その要件に基づいた表示を行う前に、CH によって解消されるものとする。
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要件の種類

不適合

必要な措置

必須要件（適用主要
要件または適用改善
要件）

要件が適用されるにもかかわらず、CH が、その要件を(完全には)満たしていない
。

認証を取得または保持するための NC の解消

自己選択型改善要件

CH は自主的に要件を選択したが、その要件を(完全には)満たしていない。

要件に関する追加の表示を行うための NC の解消

指標データもしくは
スマートメーター必
須要件（適用主要要
件もしくは適用改善
要件）

要件が適用されるにもかかわらず、

認証を取得または保持するための NC の解消

指標データもしくは
スマートメーター自
己選択型要件

CH は、自主的にその要件を選択したにもかかわらず、

•

スマートメーターの目標 が信頼できる方法で設定されていない（スマート
メーター要件のみ）、および/または

•

スマートメーターまたは指標用に収集されたデータが、不完全である、お
よび/または信頼できない、および/または整合性がない。

•

スマートメーターの目標が信頼できる方法で設定されていない（スマート
メーター要件のみ）、および/または

•

スマートメーまたは指標用に収集されたデータが、不完全である、および/
または信頼できない、および/または整合性がない。

要件に関する追加の表示を行うための NC の解消

表 CR1.不適合の種類および想定される措置

NC の解消に関する措置と手順の詳細については、本書の不適合に関する項目を参照のこと。
検証範囲5
1.1.17 CH が適合を実証するためには、CH の認証範囲（業務内容、農作物、事業体、レベルなど）に適用される 持続可能な農業基準 のすべての要件、お
よび CH の自己選択型要件が検証されなければならない。検証の種類の詳細については、本書の適合性の検証項目を参照のこと。
1.1.18 CH は、認証範囲内のすべての事業体が、以下の日付の時点で適用されるすべての該当要件および自己選択型要件に準拠していることを実証するも
のとする。

5

検証とは、指定された要件が満たされていることを、客観的な証拠の提供によって確認することである(ISO9000 から引用した ISEAL アライアンスの定義)
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a. 審査が必要な CH の場合：認証 CB との認証契約の署名日、またはその発行日の3か月前までの認証製品の収穫開始日もしくは最初の購入日6の
、いずれか早い日。
b. 認可の対象となる CH の場合：認可が発行された日、またはその発行日の3か月前までの認証製品の最初の購入日の、いずれか早い日。
認証範囲の検証
1.1.19 スマートメーター要件を含む、すべての適用要件および自己選択型要件への適合性の検証は、CH の認証範囲に含まれるすべての領域および業務
内容の検証を通じて行われるものとする。これには以下が含まれるが、これらに限定されない（認証範囲による）。
a. レインフォレスト・アライアンス認証表示での販売を意図する製品に焦点を当てた、認証範囲に含まれるすべての事業体の、製品の栽培、取扱い
、および加工を目的としたすべての領域。
b. 人的活動およびその他のインフラに関係する敷地内の領域。これには、管理インフラ、収集場所、仲買人、加工・梱包設備、保管施設、労働者の
住居などを含むがこれらに限定されない。
c. 高保全価値地区（HCV）、自然森林、その他の自然生態系、および休閑地。
d. CH 施設内のリース区域。
e. すべての契約社員、労働者派遣業者を通じて雇用された労働者、農場労働者、監督・管理スタッフ、CH の責任者や所有者代理などを含む労働者
。
f.

レインフォレスト・アライアンス認証表示を持って販売することを目的とした農作物を生産する農場。

g. 認証範囲に含まれる業務委託先、下請業者および仲買人。
h. CH の施設に一時的または永続的に居住する労働者とその家族。
認証範囲の検証

6

購入日は、法的所有権の変更日とする。.
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i.

レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準への適合性判断に関係すると考えられるすべての資料。

j.

CH の業務によって直接影響を受けている、または影響を受ける可能性のある周辺コミュニティの居住者。

k.

CH が取り扱う認証製品および非認証製品の売買取引に関連する資料。

l.

レインフォレスト・アライアンス認証およびトレーサビリティのプラットフォーム使用、および認証範囲内の要件の実施に関連して使用されるそ
の他のシステム（ある場合）。

m. CH が設定したスマートメーター要件に応じたデータ収集。
表 CR3. 認証範囲の検証

認証書における範囲
1.1.20 CH は、適用となるすべての基準と手順要件への準拠を実証し終えると、記載された範囲の準拠を証明する認証書を受け取るものとする。この認証
書により、CH は、認証範囲に含まれるレインフォレスト・アライアンス認証の製品および/またはサービスの提供ができる。
1.1.21 認証範囲に農業が含まれる CH は、農作物ごとに認証面積と認証年度内に収穫される推定生産量を記載した1年間有効の認証書付属書を受け取るも
のとする。この付属書は、毎年の推定生産量に基づいて、毎年提供されるものとする（毎年の審査後、肯定的な認証決定の場合に限る）。
1.1.22 認証書に記載される範囲は、レインフォレスト・アライアンスによって提供されるテンプレートに基づくものとする。
1.1.23 認証書に記載される名前は、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムの実施に責任を負う CH（本書の認証選択肢の節を参照）の名前である
ものとする。農場または生産者団体の場合、これは農場または生産者団体の名前であり、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに投資し
ている事業体の名前ではない(それが農場または生産者団体と異なる場合)7。

1.2 認証選択肢
本項目では、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムへの参加もしくは参加継続を可能にするために CH が取り得る、認証選択肢と呼ばれる仕組み
について説明します。5 つの認証選択肢があり、そのうち最初の 3 つは、認証範囲に農業を含む組織に適用されます。最後の 2 つは、農業を含まないサプラ
イチェーンに適用されます。8

7レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに投資している事業体は、プログラムを実施している

CH と名前が異なる場合、農場または生産者団体の名前の下部に記載しても構わない。
8認証範囲に農業を含む CH が、サプライチェーン業務も含む場合、認証選択肢は同じままであるが、業務内容に応じて該当する基準要件が追加される場合がある。
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認証選択肢

こ の 認証 選 択
肢 に 適用 さ れ
る 持 続可 能 な
農業基準の欄

意図する範
囲

1

生産者団体認
証

農業が範囲
に含まれる

個別認証

農業が範囲
に含まれる

個別認証

農業が範囲
に含まれる

2

3

9

農場の生産者団体
•

共通の管理システムを実装している組織化された生産者団体（団体構成員）。

•

この生産者団体は、協会または協同組合として組織する、あるいは、農場もしくは輸出業者や別組織などの他
のサプライチェーン関係者によって管理されることも可能。

•

この種類の認証は、個別に認証を取得する手段を持たない小規模農場を対象としているが、大規模農場は生産
者団体の一員として、あるいは生産者団体を形成して認証を取得することができる9。

単一農場(大規模または小規模)
•

1つの法人または1人の個人によって所有または管理される1つの農場10。管理業務は、単一の物理的な場所で実
施される。

•

この種類の認証は、単独で認証を取得したい単一の農場が対象。大多数は大規模農場だが、小規模農場もこの
認証オプション下で認証を受けることが可能である。

複合農場
•

認証とは無関係に、業務と農業慣行が一元的に管理されており、1つの法人または1人の個人が所有または賃貸
している、2つ以上の農場。一部の管理業務は各農場で実施されても構わないが、すべての農場で同じ慣行が
実施されるものとし、手順と方法は一元的に管理されるものとする。

•

これらの条件のいずれかに当てはまらない場合、農場は複合農場として認証されず、生産者団体の認証選択肢
で認証されるか、複数の単一農場に分割される。

•

複合農場に属する農場は、複合農場とは別に認証を取得しても構わず、その場合は、個別の認証アカウントと
手順が与えられる。

契約農場を有する大規模農場(または複合農場経営)は、この認証選択肢の対象である。この場合、大規模農場または複合農場経営は、大規模団体構成員および IMS として数えられる。

10

農場の定義の詳細については、付属文書 S1 用語集の定義を参照のこと。
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認証選択肢

こ の 認証 選 択
肢 に 適用 さ れ
る 持 続可 能 な
農業基準の欄

意図する範
囲

4

サプライチェ
ーン要件

サプライチ
ェーンのみ

サプライチェ
ーン要件

サプライチ
ェーンのみ

単一施設
•

5

レインフォレスト・アライアンス認証の認証範囲に農業を含まない独立した組織。管理およびすべての業務は
、単一の物理的な場所で実施される。

複数施設
•

レインフォレスト・アライアンス認証の認証範囲に農業を含まず、特定の中心的な拠点を有し、その下で、1
つ以上の施設を運営している組織。

表 CR2. 認証選択肢

すべての認証選択肢における一般規則
1.2.1

CH の認証範囲に含まれるすべての関係者の適合性の責任は、CH の統括責任者が負う。

1.2.2

CH の認証範囲に該当するすべての関係者は、RACP において、同 CH 認証アカウントに登録されるものとする。

1.2.3

CH の認証範囲に含まれるすべての関係者(農場、圃場/施設、下請業者、業務委託先、仲買人など)における NC は、CH 全体の認証状況に影響を与
える。

農場 CH 追加規則
1.2.4

いかなる農場も、同じ農作物に対して、複数のレインフォレスト・アライアンス認証書の下で同時に認証を受けてはならない。

1.2.5

並行生産（1つの農場内での同じ認証農作物の認証区画と非認証区画）は許可されない11。

1.2.6

CH が仲買人を用いる場合、当該仲買人は、CH の認証範囲下でレインフォレスト・アライアンス認証プログラムに含まれるものとする。

1.2.7

CH の管理を含む認証範囲全体が同一国内にあること。

11

CH が複数の農場で構成されている場合、一部の農場は認証に含まれ認証製品を生産し、一部の農場は認証に含まれず非認証製品を生産することは可能である。これは許可され、加工を行う可
能性がある施設は、完全分離が保証できる場合、認証製品と非認証製品の取り扱いが認められる。
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生産者団体および複合農場の認証に関する追加規則
1.2.8

認証範囲内の農場の認証製品販売は、生産者団体または複合農場の管理によって一元的に管理されるものとする。

1.2.9

すべての CH において、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムとの連携および準拠の保証を担当する人物は、少なくとも RACP のユーザ
ーの 1人でなければならない。

1.2.10 認証範囲のすべての事業体は、同生産者団体または複合農場内の最高認証レベルに準拠する必要がある(農場要件のレベルを参照)。
1.2.11 生産者団体は、生産者団体構成員を異なる部門/地域/内部監査地域/サブグループなどに細分化することができる。その場合は以下の通り。
a. すべて生産者団体の認証範囲に該当するすべての関係者の適合性に責任を負う、包括的な生産者団体管理が存在するものとする。
b. 各部門/地域/内部監査地域/サブグループ等は、自己査定中に、統括生産者団体責任者が各部門/地域/内部監査地域/サブグループ等の内部
監査システムの機能を検証することを条件に、内部監査システムを実装することができる。
1.2.12 大規模農場が生産者団体に属している場合。
a. 生産者団体の認証範囲に含まれるすべての大規模農場および加工設備は、RACP において、生産者団体と同じ認証アカウントに登録される
ものとする。
b. 大規模農場の団体構成員に適用される管理要件は、大規模農場の団体構成員によって実施されるものとする。ただし、団体責任者は、適合
に責任を負う。
複合圃場/施設および複合農場認証に関する追加規則
1.2.13 すべての圃場/施設および/または農場は、CH の統括責任者との法的または契約上の関係を有し、少なくとも対象範囲に関連するすべての業務を管
理するために、単一管理システムの対象となるものとする。
1.2.14 2つ以上の圃場/施設および/または農場は、次の場合に、共同管理システムを運用していると見なされる。
a. 圃場/施設および/または農場の業務を管理している特定の中心的な拠点がある。
b. 基準要件の実施は一元的に管理される。
c. 認証に必要な文書および記録は、管理している圃場/施設および/または農場が保存する。
d. 統括責任者が、生産区域および加工区域を管理するために、圃場/施設および/または農場と同じ企業によって所有されている、または圃場/
施設および/または農場によって契約されていることを証明する証拠がある。
1.2.15 サプライチェーン段階での複数施設(複合農場ではない)認証の場合、施設は複数国にあることが認められる。ただし、すべての施設は、許可された
同一の地理的領域内に位置する必要がある。許可された地理的領域は次のとおり。
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a. アフリカ
b. アジアおよび太平洋
c. 欧州、中東およびトルコ
d. 中南米およびメキシコ
e. 米国およびカナダ
許可された地理的領域に対応する国のリストは、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイトの以下のページで参照可能。
https://www.rainforest-alliance.org/business/geographical-scopes-rainforest-alliance-2020-certification-program/
下請業者、業務委託先、および仲買人
CH は、認証された業務に、下請業者および/または業務委託先および/または仲買人を活用してもかまいません。本項目では、適用される選択肢と条件につ
いて説明します。
1.2.16 下請業者は、以下の選択肢の下で、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに加えることが認められる。
a. 1つの CH の認証範囲の一部として
b. 複数の CH の認証範囲の一部として
c. 単独での認証取得
1.2.17 業務委託先 および仲買人は、以下の選択肢の下で、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに加えることが認められる。
a. 1つの農場 CH の認証範囲の一部として
b. 複数の農場 CH の認証範囲の一部として
1.2.18 下請業者 および/または 業務委託先 および/または 仲買人 は、実施する業務内容に応じて、その範囲に適用されるすべての要件を準拠するものとす
る。例えばトレーサビリティ、労働条件、肥料や農薬の散布、認証マークの使用など。
選択肢
1.2.19 1つ以上の CH の範
囲に含まれる下請
業者/業務委託先/
仲買人

適用される条件
a. 下請業者/業務委託先/仲買人のサービスを利用する CH は、当該下請業者/業務委託先/仲買人の適合性について
全責任を負わない限り、当該 CH の認証範囲に含めることはできないのものとする。
b. 下請業者/業務委託先/仲買人が複数の CH の認証範囲に含まれる場合、下請業者/業務委託先/仲買人は、サービ
スを使用するすべての CH の検証範囲と認証手順に含まれるものとする。
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選択肢

適用される条件
c. レインフォレスト・アライアンス認証プログラムに参加している （もしくは参加予定の）CH の範囲に含まれる
下請業者/業務委託先/仲買人は、サービスを受ける CH との法的または契約上の関係を有している必要がある。
d. 下請業者は、そのサービスを利用する CH の認証アカウントに登録されるものとする。
e. 下請業者は、当該下請業者をその範囲の下で認証した CH とは別の CH に対して、レインフォレスト・アライア
ンスプログラムで認証されたサービスとして、独自に提供してはならない。

1.2.20 独自に認証を受け
た下請業者（これ
は業務委託先とは
見なされない）

a. 下請業者は、提供するサービスが認証製品に関連している場合(加工、倉庫保管、輸送、再梱包など)のみ、CH
として単独での認証が認められる。
b. 下請業者は、独自の認証アカウントとして登録する必要がある。
c. レインフォレスト・アライアンス認証プログラムの下で独自に認証された（もしくはされる予定の）下請業者は
、該当するすべての要件に独自に準拠する責任がある。
d. レインフォレスト・アライアンス認証プログラムの下で独自に認証された（もしくはされる予定の）下請業者は
、レインフォレスト・アライアンスプログラムの下で認証された（もしくはされる予定の）CH とみなされる。
e. 独自に認証された下請業者は、独自の認証手順を経て、独自の認証を受ける。
f.

下請業者は、有効な認証書を保持している範囲で、レインフォレスト・アライアンスプログラムの下で認証され
たサービスとして、あらゆる顧客への提供が認められる。

表 CR4. 下請業者の認証条件
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1.3 適合性の検証
本項目では、CH がレインフォレスト・アライアンス認証プログラムに参加し、 参加継続する、3 年の認証周期について説明します。また、適用が認められ
るさまざまな検証レベルについても説明します。
認証手順は、下図のように 3 年周期で行われ、1 年ごとに検証 (指定された要件が満たされていることを客観的な証拠を用いて確認する12) が行われます。そ
のためには、毎年の内部検証 (内部および 自己査定) と外部検証 (通常は、レインフォレスト・アライアンスが認定した独立した CB が実施する CB 審査、
場合によってはレインフォレスト・アライアンスによる検証)が必要です。

12

ISEAL アライアンスの定義は、ISO9000 からの引用 です。.
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図 CR2. 3 年の認証周期
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農場 CH の外部適合性検証の適用性（選択肢 1 から 3）
1.3.1

対象範囲に農場を持つすべての CH は、1年に1回の現場 CB 審査、3年周期で1回の認証および2回の監視審査を受けるものとする。

1.3.2

農場 CH の対象範囲に含まれるすべての事業体（農場、圃場/施設、仲買人、下請業者など）は、本書の審査規則の章に従って、毎年の CB 審査の見
本選択肢の対象となるものとする。

サプライチェーン CH の外部適合性検証の適用性（選択肢 4 および 5）
サプライチェーン CH の場合、毎年行われる外部検証の種類は、CH の各施設に割り当てられた検証レベルに応じて異なる場合がある。さらに、リスクが非
常に低い場合には、施設や CH が CB 検証を免除されることもあり、その場合はレインフォレスト・アライアンスが検証を行う（表 5 の検証レベル）。
1.3.3

農業を範囲としない CH の認証範囲に含まれるすべての施設には、以下の表5に示すように、RACP が検証レベルを割り当てるものとする。

1.3.4

検証レベル は、RACP に登録し、認証範囲を定義または更新時に CH から提供されたリスク指標に基づいて、RACP で施設ごとに割り当てられる（
認証手順の段階を参照）。

1.3.5

施設ごとに割り当てられた検証レベルは、以下の表 5 に従って、施設ごとに必要とされる検証の種類および頻度を定義するものとする。

検証段階

検証方法
1 年目

認証

2年目

監視

3年目

監視

A-非常に低い

レインフォレスト・アライアン
ス検証

レインフォレスト・アライアンス自動確認

レインフォレスト・アライアンス自動確認

B-低

CB 遠隔認証審査

レインフォレスト・アライアンス検証

レインフォレスト・アライアンス自動確認

C-中

CB 実地認証審査

CB 遠隔監視審査

レインフォレスト・アライアンス検証

D-高

CB 実地認証審査

CB 実地監視審査

CB 遠隔監視審査

E-非常に高い

CB 実地認証審査

CB 実地監視審査

CB 実地監視審査

表 CR5.検証レベル

1.3.6

検証レベルを規定するリスク指標には、業務内容、場所、農作物情報、生産量（表６「少量閾値」参照）。基準第5章の要件の適用性、歴史などが
含まれるが、これらに限定されない。

1.3.7

以下に概説する閾値を下回る数量を所有および/または物理的に取り扱うサプライチェーン認証保有者は、少量 CH と見なされ、これに基づいて、
より低い検証レベルが正当化される可能性がある。 1つの認証範囲に複数の施設または複数の農作物がある場合は、以下が適用される。
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a. 複数の農作物がある場合は、全農作物の生産量の合計（認証および非認証）が、以下に示すそれぞれの閾値以下であること。
b. 複数の施設がある場合は、すべての施設の生産量の合計（認証および非認証）が、以下の各閾値以下であること。
農作物/部門
コーヒー
カカオ
茶類/ルイボス
バナナ
果物および野菜類
ヘーゼルナッツ
ココナッツ油
ハーブ類とスパイス
バニラ
花卉

合計取扱量
100 トン
75 トン
100 トン
500 トン
20 トン
50 トン
100 トン
50 トン
10 トン
500,000 本

相当する製品
コーヒー生豆
カカオ豆
荒茶
生果
生果/野菜
ヘーゼルナッツ仁
ココナッツ原油
ドライハーブ類とスパイス
バニラビーン
切り花

表 CR6.少量閾値

1.3.8

検証レベル A(したがって最も低危険度)のすべての施設は、外部 CB 審査から免除が認められ、認可手順(レインフォレスト・アライアンスが提供す
るレインフォレスト・アライアンス認証プログラムへの参加承認)を通じて、レインフォレスト・アライアンス プログラムの参加 CH となる、また
はその状態を維持する。13

1.3.9

検証レベル A の施設が範囲に含まれている CH については、以下のとおりとなる。
a. CH の全範囲が検証レベル A に該当する場合、レインフォレスト・アライアンスは、CH が検証レベル A を維持することを条件に、レイン
フォレスト・アライアンスが発行した日を開始日とし、3年間の有効期限を持つ認可証明書を CH に提供する。
b. 検証レベルが異なる施設での複数の施設認証の場合、レインフォレスト・アライアンスは、段階 A の施設については、CB 認証を待って有
効性を確認した上で、CH に 認可証明書 を提供する。CB 認証が有効になると、認可認証書は CB 認証と同じ有効期限になる。
c. レインフォレスト・アライアンスは、認可施設に対し、レインフォレスト・アライアンスまたは CB 審査を要求する権利を留保する。

13

参考例(変更の可能性あり)
取り扱う認証製品の生産量が非常に少ない CH。
認証製品を物理的に取り扱っておらず、農場 CH から直接製品を購入していない CH。
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d. 認可施設が、かかる審査の間にいずれかの適用となる手順および/または基準要件に不適合が判明した場合、その施設の責任者である CH は
、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムへの参加を継続するために、審査にかかるすべての費用を負担し、施設が不適合である
と判明した日から12週間以内に認証審査手順を完了するものとする。
1.3.10 異なる検証レベルの施設を有する複数の施設認証の場合、選ばれた CB 審査サンプルは、検証レベル B から E の施設から取得するものとし、検証の
種類は、本書の審査規則の章で定義されている検証レベルを代表するものとする。
1.3.11 場合によっては、本書のインセンティブの項に記載されている条件で、CH がより低い検証レベルを申請することができる。
1.3.12 レインフォレスト・アライアンスは、独自のリスク査定に基づいて検証レベルを引き上げる権利を留保する。
レインフォレスト・アライアンスによる検証と監視
すべての CH は、レインフォレスト・アライアンスが実施する監視作業に含まれます。レインフォレスト・アライアンスは、認証手順を経る各 CH のデータ
を分析して、保証文書の適用となる規則および持続可能な農業基準の該当する要件への CB および CH の適合性を監視します。レインフォレスト・アライア
ンスは、認証手順中に CH および/または CB によって提供されたデータが信頼でき、正しく、完全であると見なされる場合、レインフォレスト・アライア
ンスプラットフォームを使用するためのライセンスを与えます。以下の規則が適用されます。
1.3.13 ライセンス は、証明書に記載された範囲と同じ範囲を持つものとする。
1.3.14 認証書は、有効なライセンスがないと有効とは認められないものとする。
1.3.15 CH は、認証手順の結果として、レインフォレスト・アライアンス トレーサビリティプラットフォームを使用するライセンスを得ない限り、レイン
フォレスト・アライアンス認証表示を含む製品を出荷、加工、または販売してはならないものとする。
1.3.16 新しいライセンスは、範囲内の年次変化を含めるために、以下に記載の手順のとおり、毎年、適用される検証の後に発行されるものとする。農場
CH の場合、これは主に収穫周期年の推定収穫量である。
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1.4

認証手順

本項目では、CH の認証手順に関与するさまざまな関係者が経るべき段階について説明します。これには、認可手順が含まれます。
•

「段階」列には、手順の各段階と適用される条件を記載。

•

「RA / CB / CH」の列には、その段階の実施を担当する関係者を記載。

認証手順のすべての時間枠は週単位とみなす (任意の曜日から 7 日間)。

図 CR 2 認証手順概要
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認証手順
段階

段階毎の規則

適用要件を決定する手順
1

CH は、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム(RACP)で認証アカウントを作成
1.4.1

2

3

4

CH

レインフォレスト・アライアンス認証プログラムへの参加を希望するすべての CH は、RACP で認証アカウントを作成する
必要がある。

CH による認証範囲の定義/更新14
1.4.2

認証アカウントを作成した後、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムへの参加を希望するすべての CH は、
RACP で自身の認証範囲を入力し確認するものとする。

1.4.3

サプライチェーン CH は、認証範囲を確認した後、サプライチェーンリスク査定（SCRA）も提出して、自身の各施設の検証レ
ベルを取得するものとする15。

1.4.4

この情報は、確実に、認証範囲が更新され（必要な場合）、適用される年次適合性検証（本書の適合性の検証の節を参照）
が開始されるようにするため、少なくとも年に1回、更新されるものとする。

レインフォレスト・アライアンスは、適用基準要件の一覧と検証レベルを提供/更新
1.4.5

CH が RACP で認証範囲を定義して確認すると、レインフォレスト・アライアンスは、RACP を通じて、適用要件と、自己
選択が認められる要件の一覧を提供するものとする。16.

1.4.6

サプライチェーン CH が検証レベルを要求すると、レインフォレスト・アライアンスは、そのサプライチェーン CH の範囲内
で各施設に適用される検証レベルを提供するものとする。

1.4.7

レインフォレスト・アライアンスは、個別の状況に基づいて定められた通知期間の下、適用要件および/または検証レベルを
更新する権利を留保する。

CH は、自己選択型要件とスマートメーターを選択/更新

14

範囲拡張の場合、CH は段階 2 以降の手順を実施する。

15

そのためには CH が認証プラットフォーム上で「検証レベルを要求する」ボタンをクリックする必要がある。

16

自己選択型の要件は必須ではないが、例えば追加の表示を行うために、自主的に範囲認証に含めるように選択することが認められる。
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1.4.8

CH は、RACP によって提供される適用要件の一覧を確認し、自己選択型要件(必要な場合)を選択し、スマートメーター目標
の設定をする必要がある。

1.4.9

範囲が正しくない場合は、CH は、これを RACP で修正し、認証範囲を再度確認する必要がある。基準要件と検証レベルの
適用性は変更される場合がある。

レインフォレスト・アライアンスが認定した CB による審査の申込手順
5

CH は、レインフォレスト・アライアンスが認定した CB を選択

CH

1.4.10 CB 審査を必要とするすべての CH は、その認証範囲に対してレインフォレスト・アライアンスが認定した CB を選択するも
のとする。
1.4.11 CB に見積を要求するために、CH は CB と認証申請書 (CAF)を共有する。
1.4.12 CB は CH に対して見積もりを提供しても構わない。あるいは、CH は CAF 情報に基づいて CB に見積もりを要求しても構
わない。
1.4.13 CH は、希望の CB を選択することができる。ただし、レインフォレスト・アライアンスは、レインフォレスト・アライア
ンスによってリスクが確認された場合には、CB を CH に割り当てる権利を留保する。17
6

CH + CB

CB は CH との契約に署名し、範囲を確認する
1.4.14 CB 認証審査を必要とするすべての CH は、選択された CB と認証契約18 に署名し、RACP でその契約が締結済みであること
を確認する19必要がある。これにより、CB には、CH の認証情報の利用権が与えられ、進捗状況の監視が可能になり審査準
備に必要な情報の共有が認められる。
1.4.15 CB は、CH から RACP で提供された情報を検証し、CH の範囲と検証レベルを間違いなく確認するものとする。
1.4.16 範囲や検証レベルが間違っている場合は、CH が RACP で調整するものとする。範囲が変更されることで、基準要件の適用
性、検証レベル、および審査費用に変更が生じることは認められる。

17レインフォレスト・アライアンスは、レインフォレスト・アライアンスが運営する審査割り当てシステムを導入する可能性を模索している。これは西アフリカのカカオに対して開始されたが、

他の農作物や国にも拡大される可能性がある。
18認証契約の内容の詳細については、認証機関認定規則を参照のこと

。

CB と CH の双方が、CH によって RACP 上で提供された情報をレインフォレスト・アライアンスが CB と共有することを許可する守秘義務条項を含む認証契約を締結したことを、RACP 上で確
認する。
19

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

38

プログラムの実施、該当するデータの収集、および準拠の内部監査手順
7

CH が適用基準要件実施を完了

CH

1.4.17 すべての CH は、レインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準の中で当該認証年度に対してすべての適用要件のう
ち、まだ完全には実施されていないものを、実施するものとする。これには自己選択型要件と、該当する場合はスマートメ
ーター、およびリスク査定手順の中で定められた緩和措置が含まれる。
1.4.18 アソシエイトトレーナーネットワーク(ATN)が存在する国では、CH はレインフォレスト・アライアンスによって承認された
アソシエイトトレーナーの1人を利用することが認められる。アソシエイトトレーナーネットワークがある国のリスト、お
よび国ごとに承認されたトレーナーの一覧は、レインフォレスト・アライアンス学習ネットワーク（RALN）を参照のこと。
8

CH はデータを収集し、自身の適合性を検証

CH

1.4.19 すべての CH は、すべての適用要件に対する、自身の適合性、および当該 CH の責任範囲に含まれるすべての事業体の適合
性(認証書選択肢を参照)を検証し、確認された NC に対処するものとする。内部検証適合性の詳細については、自己査定と
内部監査に関する要件を参照のこと。
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準拠の外部検証のための準備手順
9

CB

CB と CH は審査日程について合意
1.4.20 CB は、審査(認証、再認証、監視)の初日の6週間20前に RACP に審査開始予定日を示すものとする。日付が変更された場合
は、新しい審査日の初日の6週間前までに、RACP で調整するものとする。
1.4.21 審査が実施予定、もしくは CH の範囲の確認後6か月を超えて実施される場合は、CH は、審査に先んじて、範囲を更新し、
その範囲の更新に基づいて適用される可能性のある新しい要件があれば実施するものとする。

10

CH

CH は、審査準備または認可データを更新/提供
1.4.22 すべての CH は、審査準備または認可データを完成または改訂し、以下のリストから該当する文書/データを、審査予定初日
の少なくとも4週間前までに RACP で提供するものとする。
文書/データ

201

要件

該当者

a.

圃場/施設、加工設備、仲買人、下請業者、および業務委託先の詳細を含む認証範囲
情報（RACP で提供）

すべての CH

b.

認証申請書 (CAF)

すべての審査対象 CH

c.

SCRA 結果

すべてのサプライチ
ェーン CH

d.

管理計画

1.3.2/1.1.3

すべての審査対象 CH

e.

自己査定(RACP で提供)

1.4.2

すべての CH

f.

団体構成員登録(GMR) (RACP で提供)

1.2.4

すべての農場生産者
団体 CH

g.

データのアップロード後に RACP から得られる位置情報データリスク査定(基準で必
要とされている座標とポリゴンの組み合わせ) (RACP で提供)。位置情報データにつ
いての詳細は、位置情報データ要件および危険分布図に関する付属文書手引き D を
参照。

1.2.12/1.2.13/1.
2.14/1.2.15

すべての農場 CH

h.

指標データ(RACP で提供)

指標適用要件

すべての農場 CH

週間は 7 日間で、祝日に関係なくどの曜日から始まるものとする。
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1.4.23 レインフォレスト・アライアンスは、RACP にアップロードするために、CH にこのリストの文書のいずれか、または基準
や保証要件への準拠に関連するその他の文書の提供を必要とする権利を留保する。
1.4.24 審査の4週間前に情報が完全でない場合、審査は延期されるものとする。
11

RACP が、審査準備データを CB に提供
1.4.25 すべての CB 審査に対して、CH から提供された情報に加えて、レインフォレスト・アライアンスは、基準への適合性にも
たらされる危険度の水準に基づいて、以下を提供するものとする。

レインフォ
レスト・ア
ライアンス

a. 検証するための最低限の要件を示した審査チェックリスト 。
b. すべての農場 CH に対して、CH から提供された位置情報データに基づく位置情報データリスク査定。詳細については、本書
の位置情報データの収集に関する付属文書 S17ならびに手引き書 D「位置情報データ要件および危険分布図」を参照のこと。
c. すべての複数の圃場/施設に対して、審査サンプルを定義するために使用する圃場/施設および/または加工設備リスト。
12

CB は、審査(認証または監視)を計画および準備

CB

1.4.26 各認証審査または監視審査に先んじて、CB は、CH によって提供された情報を審査準備データに組み込み、レインフォレス
ト・アライアンスによって提供された位置情報データリスク査定を組み込んだ審査を計画および準備するものとする。
1.4.27 CB は、第2章の審査計画と準備で規定されているように、審査の開始日の少なくとも 2週間前に審査計画を提供しなければ
ならない。
審査に適用される規則の詳細については、以下の適合性の外部検証に関する項目を参照。審査過程の詳細については、本書の審査規
則の章を参照。
審査手順および審査後の業務内容
13

CB は、現地審査(認証、再認証、または監視)を実施

CB

1.4.28 審査中に CB が CH の認証範囲および SCRA の記載されている情報に誤りがあることを発見した場合は、CH がこれを調整
し、この調整によって生じる追加要件を認証前に満たすものとする。
1.4.29 本資料の審査規定の章に従って要件が検証されている限り、審査は他の認証スキームの審査と組み合わせることができる。
1.4.30 審査終了時会合の間、CB は、審査団が特定した NC のリストを提供するものとする。このリストは、CB の品質精査後に変
更される可能性があり、その場合、CB は変更内容を CH に通知するものとする。
詳細については、本書の審査規定の章を参照のこと。
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14

CB は、CH に審査報告書案を提供し、品質精査を実施

CB

1.4.31 すべての審査に対して、CB は、レインフォレスト・アライアンスのチェックリストを使用して、特定された NC の説明を
含む、審査報告書案を、CH に提供するものとする。
1.4.32 審査報告書案は、審査の最終日から3週間以内に提供されなければならない。
1.4.33 審査報告書案が完成した後、同報告書は CB の内部品質管理システムを通じて精査されるものとする。
1.4.34 品質精査で新たに NC が明らかになった場合、CB は CH に通知し、CH は認証決定が行われる前にこれらを解消するものと
する。
1.4.35 レインフォレスト・アライアンスは、CB に、CB 内部品質精査結果を共有するよう要求し、CB にそれらの結果の追跡を要
求する権利を留保する。
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15

CH は不適合を解決

CH

1.4.36 1つ以上の NC を受け取ったすべての CH は、本書の不適合および想定される措置の項目で説明されている手順に従って、
少なくともすべての必須要件に関する NC を解消する必要がある。
1.4.37 NC の解消に関するスケジュールは、CH が解消の証拠を CB に提供するために定められた審査の最終日から最大10週間を
考慮して、CH と CB によって定められるものとする。
16

CB は、不適合が解決されたことを確認し、認証決定を実施

CB

1.4.38 CB は、CH によって提出されたすべての証拠が、NC の解消に十分であることを確認するものとする。CB は、必要に応じ
て現地での追跡審査を実施する場合がある（詳細については、本書の追跡審査の節を参照）。
1.4.39 解消の証拠が検証されると、CB は、認証の決定(認証、非認証、認証解除)を行うものとする。

CB

1.4.40 CB は、以下の時間内に認証決定を行うものとする。
a. NC が特定された場合、審査の最終日から12週間以内。
b. NC が特定されなかった場合、審査の最終日から4週間以内。
詳細については、本書の審査規則の節を参照。
17

CB は、認証決定と最終審査報告書情報を RA に提供

CB

1.4.41 CB は、認証決定が行われてから1週間以内に、RACP を通じてレインフォレスト・アライアンスに認証決定と最終審査報告
書を提出するものとする。
1.4.42 すべての認証および監視審査に対して、CB は、以下を含む最終審査報告書を、RACP で提出するものとする。
a. 下された認証決定
b. 日程と審査団を含む、実行された審査計画
c. CAF
d. 最終審査結果チェックリスト
e. CH によるアップロード後に改訂版が生じた場合、GMR および/または指標データ
f.

CH によって提供された認証範囲およびデータの検証/非検証
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g. 認証書と付属文書（肯定的な認証結果の場合のみ）
18

レインフォレスト・アライアンスがデータ分析を実施
レインフォレスト・アライアンスがデータ分析を(手動および/または自動で)実施する。これらの分析は、レインフォレスト・アラ
イアンスによって実施される、CH および CB 監視作業の一部であり、追加の保証業務または CB 制裁につながる可能性がある。

レインフォ
レスト・ア
ライアンス

1.4.43 レインフォレスト・アライアンスは、提出されたすべての報告書に対して監視作業を実行し、提出を受理してから1週間以
内に CB に回答を提供するものとする。
22

CB は、認証決定とデータをレインフォレスト・アライアンスに提供/説明

CB

1.4.44 レインフォレスト・アライアンスから要求があった場合、CB は、追加情報または説明の要求後1週間以内に、認証決定およ
びデータについて説明および/または追加情報を提供するものとする。
23

CH は、レインフォレスト・アライアンス トレーサビリティプラットフォームおよび認証マークを使用するためのライセンスを取得
1.4.45 認証手順および全ての情報がレインフォレスト・アライアンスによって信頼できると見なされた場合、RA トレーサビリテ
ィプラットフォームを使用するためのライセンスがレインフォレスト・アライアンスによって発行されるものとする。

レインフォ
レスト・ア
ライアンス

1.4.46 ライセンスが発行されるまでは、
a. CH は、レインフォレスト・アライアンス認証表示がある製品を販売または出荷してはならない。
b. いかなる認証マーク承認 (レインフォレスト・アライアンスラベル表示と商標方針を参照) も、RACP で有効なライセンスが
なければ有効ではない。
c. CB は CH に認証書を提供してはならない。
1.4.47 レインフォレスト・アライアンスは、ライセンスを発行しない権利を留保する。そのような場合、認証は有効ではないもの
とする。
表 CR7.認証手順
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表 CR8.認証手順のスケジュール
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1.5 検証方法 - CB 審査
本項目では、CH に適用されるさまざまな種類の審査、それらが適用される場合、および各審査に適用される規則および条件について説明します。
審査の種類
審査の種類

目的

適用可能な規則
の参照先

認証/再認証審査

1.5.1

検証レベル B から E のすべての農場 CH およびサプライチェーン CH は、レインフォレスト・アライアン
ス認証プログラムの参加 CH となるために、認証審査を受けるものとする。レインフォレスト・アライア
ンス認証プログラムへの参加を継続するために、3年に1回、再認証審査を受けるものとする。

適合性の検証

監視審査

1.5.2

CH は、認証書を維持するために、毎年、監視審査を受けるものとする。サプライチェーン CH は、危険
度に基づいて、外部監視審査またはすべての監視審査の免除が認められる。適合性の検証を参照。

適合性の検証

追跡審査

1.5.3

(再)認証または監視審査中に NC が特定された場合、CB は、遠隔または現地追跡審査を実施して NC の
解消を検証するものとする。

適合性の検証

抜き打ち審査

1.5.4

CB は、認証審査および監視審査に加えて、レインフォレスト・アライアンス CH のポートフォリオに含
まれる CH のうち、少なくとも10％に対して抜き打ち審査を実施し、選択した CH の適合性の継続性を検
証するものとする。

適合性の検証

1.5.5

CB は、認証審査および監視審査に加えて行われる抜き打ち審査の費用を負担するものとする。

調査審査

1.5.6

調査審査は、CH の適合性に関する、具体的な苦情、事例の報告、または重要な情報に対して行われるも
のであり、レインフォレスト・アライアンスまたは CB による実施が認められる。

適合性の検証

拡張審査

1.5.7

すでに認証されている CH の認証範囲が変更された場合、拡張範囲によっては、拡張審査が必要になる場
合がある(通常は範囲への追加)。拡張審査は、当該 CH の CB によって実行されるものとする。

適合性の検証

シャドー審査

1.5.8

シャドー審査は、レインフォレスト・アライアンスが実施する審査であり、審査員/審査団が現地で CB 審
査を実施しているときに、その業績を評価することにより、CB の業績を評価および監視するものである
。シャドー審査に関しては CH に費用は生じない。

認証機関認定文
書規則

1.5.9

通常、シャドー審査は CH には影響を与えない。ただしレインフォレスト・アライアンスは、ライセンス
を一時停止、取り消し、もしくは付与しない権利を留保し、次の場合に、CB に対して、認証を一時停止
、取り消し、もしくは付与しないよう要求する。
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審査の種類

目的

適用可能な規則
の参照先

a. CH が、審査中の CH の義務に関する項目に記載されている義務の履行を怠った場合。
b. レインフォレスト・アライアンスが、CH の、レインフォレスト・アライアンス基準および保証要件への
不適合を特定し、それがレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの信頼性を脅かすものである場
合。
1.5.10 レインフォレスト・アライアンスは、CH で特定された不適合について、追跡調査を行うよう、CB に要求
する権利を留保する。
1.5.11 精査審査は、レインフォレスト・アライアンスが実施する審査であり、CB 審査後に CH に対して審査を
実施し、CB 審査員/審査団とレインフォレスト・アライアンス審査員の審査所見を比較することにより、
CB の業績を評価および監視するものである。

精査審査

認証機関認定文
書規則

1.5.12 通常、精査審査は CH には影響を与えない。ただしレインフォレスト・アライアンスは、ライセンスを一
時停止、取り消し、もしくは付与しない権利を留保し、次の場合に、CB に対して、認証を一時停止、取
り消し、もしくは付与しないよう要求する。
a. CH が、審査中の CH の義務に関する項目に記載されている義務の履行を怠った場合。
b. レインフォレスト・アライアンスが、CH の、レインフォレスト・アライアンス基準および保証要件への
不適合を確定し、それがレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの信頼性を脅かすものである場
合。
1.5.13 レインフォレスト・アライアンスは、CH で特定された不適合について、追跡調査を行うよう、CB に要求
する権利を留保する。
表 CR9.審査の種類

審査中の CH の義務
1.5.14 すべての種類の審査において、CH は、以下を行うものとする。
a. 審査前、審査中、および審査後に、審査団によって伝達されたすべての審査作業への対応
b. 審査団に対して全面的に協力 する
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c. 審査団に対して、審査作業の全過程において、CH の認証範囲を評価するために必要なすべての施設、区域、および資料・情報の利用を全
面的に提供 する
d. 認証/審査範囲内で必要とされる地点間の移動(例えば、農場間、施設間、下請業者、仲介人、労働者派遣業者、業務委託先への往復)に対し
ては、審査団に陸上の移動手段を提供する
e. 労働者に対し、強要したり、用意した回答を指導/訓練したりすることなく、面接に応じさせること21
f.

CH およびその代表者は、労働者と審査団を威圧しないように、労働者の面接中は目立たない場所にいること

g. 審査過程に関与する労働者に対して公正かつ公平なレートで報酬を支払う
h. 審査団が面接を行うための専用施設を、必要に応じて提供し、面接を受けた労働者の名前や部門、または CH が面接を受けた労働者を追跡
できるようなその他の情報を記録してはならない
i.

面接を一切記録しない

j.

当該職員が、面接を含む審査作業に悪意を持って、または審査を中断する意図で介入しないことを保証する

k.

CB 決定を受け入れ、審査過程、結果、または認証決定に意見の相違がある場合は、苦情処理に関する項目に記載されている苦情処理手続き
に従って申し立てる

1.5.15 CH は、審査の初日の3週間前までに、審査料金の少なくとも70％を CB に支払うものとする。
1.5.16 最終的な審査計画は、RACP で確認された通りに、かつ CB から CH に通知された通りに、最初の審査日の少なくとも1週間前までに、認証に関わ
るすべての職員に対して審査について周知可能な方法で、CH によってその主施設の中央の場所に掲示されるものとする。
1.5.17 上記責任のいずれかに不履行があった場合、次のような結果になる可能性がある。
a. CH に対する認証の一時停止、非認証または取り消し。 レインフォレスト・アライアンスは、特定の期間または無期限にわたって CH の(再
)認証を許可しない決定をすることが認められる。これについては、CB からの要請によるもの、もしくはレインフォレスト・アライアンス
の独自裁量によるものでも構わない
b. CB による認証手順の終了。 CB には、当該 CH との認証手順を終了し、非認証書を発行し、有効な認証書がある場合は取り消しを決定する
ことが認められる

21

労働者たちは、自分の仕事について、自分が感じた方法で説明できなければならない。.

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

48

1.5.18 認証手順が CB によって終了された場合、または CH が一時停止、非認証または取り消しを受けた場合でも、CH は必要となる可能性のあるその後
の審査に関する費用を含め、関連するすべての費用を引き続き負担するものとする。
認証審査および再認証審査：農場 CH 用条件(選択肢 1 から 3)
1.5.19 (再)認証審査は、認証を受ける主要農作物の収穫開始日の3か月前から3か月後の間に行われるものとする。
1.5.20 レインフォレスト・アライアンスは、設定された CH の生産者団体（国、地域、部門、農作物などごとに定義）に対して、収穫時期に認証審査を実
施することを要求する権利を留保する。
1.5.21 認証審査の結果、認証決定が肯定的であった場合には、単一農場、複合農場または生産者団体は、以下を提供されるものとする。
a. CB 発行の3年間有効な CB 認証書
b. 認証範囲内の農作物ごとの 推定数量。 推定数量は、認証書の初日から始まる1収穫年における推定収穫量を対象とする
c. レインフォレスト・アライアンスが提供する、レインフォレスト・アライアンス トレーサビリティプラットフォームを使用するためのライ
センス
1.5.22 認証書、推定数量、およびライセンスの開始日は、認証されるべき収穫(小規模または大規模な収穫)の開始日でなければならない。
1.5.23 収穫期の正式な開始日が決定されている国や農作物に対しては、その日付が適用される。例えば、
国

農作物

収穫期の正式な開始日
主要収穫期

小規模収穫期

コートジボワール

カカオ

10 月 1 日

4月1日

トルコ

ヘーゼルナッツ

8月1日

なし

表 CR10. 収穫開始日

1.5.24 継続的に収穫される農作物のみを認証する CH の場合、最初の認証書の開始日は、肯定的な認証決定に至った審査の初日とし、連続して認証書を発
行する場合は、前回の認証書の有効期限から開始するものとする。22

22カカオ、コーヒー、またはヘーゼルナッツには、継続的な収穫期は適用されない。その他、茶類、花卉、バナナ、野菜類、パッションフルーツ、パイナップル、パーム油などは連続して収穫で

きる農作物と考えられる。
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1.5.25 継続的な収穫期を持たず、認証を受ける農作物が複数ある場合、推定数量が最も多い農作物が、審査日ならびに認証書と推定数量の開始日を決定す
る際の基準とみなされるものとする。
1.5.26 この場合、同じ CH の他の認証可能な農作物は、同じ認証周期を持つものとする。
1.5.27 認証書の有効期間内に収穫された製品のみが、認証された品として販売または出荷される資格を有するものとする。
認証審査または再認証審査：サプライチェーン CH 条件(選択肢 4 および 5)
1.5.28 認証審査はどの時点でも行われる可能性がある。しかし、最初の審査日の3か月以上前に購入した認証製品は、レインフォレスト・アライアンス認
証の資格を失うものとする。
1.5.29 （再）認証審査の3か月以上前に有効な認証書なしで購入・加工された認証製品は、レインフォレスト・アライアンス認証製品として販売、出荷、
加工されてはならず、CH のトレーサビリティーアカウントから削除されるものとする.
1.5.30 再認証審査は、現在の認証書の有効期限が切れる前の3か月間に行われるものとする。
1.5.31 (再)認証審査の結果、認証決定が肯定的であった場合に、当該 CH は、以下を提供されるものとする。
a. CB 発行の3年間有効な認証書
b. レインフォレスト・アライアンスが提供する、RA トレーサビリティプラットフォームを使用するためのライセンス
1.5.32 最初の認証書の開始日は、最初の審査日の3か月前までに認証製品を初めて購入した日、または認証審査の最初の審査日のいずれか早い日とし、連
続した認証書は、前の認証書の失効日から開始するものとする。
監視審査
1.5.33 本文書の準拠性の外部検証の項に従って最初の監視審査が必要な場合、その最初の監視審査は、必ず、認証日の9〜15か月後に実施されなければな
らない。
1.5.34 二度目の監視審査が必要な場合、その二度目の監視審査は、必ず、認証日の21〜27か月後に実施されなければならない。
1.5.35 所定の期間内に監視審査が行われなかった場合、有効な認証およびライセンスは取り消され、CH が再び認証を受けるためには新たな認証審査が行
われるものとする。
1.5.36 監視審査は、全範囲に対する審査である。CB は、審査目的を達成するために、必要に応じて、審査サンプル(団体構成員、面接、資料、圃場/施設
など)と審査期間について、現地で調整を決定しても構わない。
1.5.37 監視審査は、できる限り、高危険度の業務が最も多く実施される時、および/または最も多くの労働者がいると CB が推定する時に実施されるもの
とする。
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1.5.38 監視審査の結果が認証の維持である場合、CH に対して、レインフォレスト・アライアンスが提供する、RA トレーサビリティプラットフォームを
使用するためのライセンスを提供するものとする。

監視審査：農場 CH の追加条件(選択肢 1 から 3)
1.5.39 3年周期中に2回実施される監視審査のうちの1回は、主要認証農作物の収穫期中に行われるものとする。
1.5.40 3年周期中に2回実施される監視審査のうちの1回は、主要認証農作物への農薬散布の実施予定時に実施されるものとする。
1.5.41 この2回の監視審査は、以下の場合、認証される主要農作物の収穫期中に行われるものとする。
a. 収穫期以外に働く労働者の数は、収穫期に働く労働者の数よりも大幅に少ない。
b. CB やレインフォレスト・アライアンスが指摘し、警告した社会的要件23 への不適合が発生するリスクが高い。
1.5.42 レインフォレスト・アライアンスは、特定の状況に合わせてこれらの規則の適用性をさらに規定する権利を留保する。
1.5.43 監視審査の結果が認証の維持である場合、CH 対して以下を提供するものとする。
a. 認証範囲に含まれる各農作物の推定数量。推定数量は、前回の推定数量に続いて始まる1収穫年間における推定収穫量を対象とするものとす
る。
b. 収穫量と販売実績に基づいた、認証範囲に含まれる各農作物の、前回の推定数量の更新。
追跡審査
1.5.44 CB は、現地で追跡審査を実施する必要があるかどうか、あるいは机上追跡審査で十分かどうかを判断するものとする。机上追跡審査は、CB がそれ
で十分と判断する場合、NC 解消の証拠の遠隔検証に限定しても構わない。
1.5.45 レインフォレスト・アライアンスは、認証周期中のいかなる時点でも、CB の決定にかかわらずに、CB に現地追跡審査の実施を要求する権利を留保
する。
1.5.46 CH は、NC の解消の再調査に関するすべての費用を CB に全額支払うものとする。
1.5.47 追跡審査では、 CB によって検出され、追跡審査につながった NC に応じて、範囲の限定が認められる。
1.5.48 追跡審査中に CB が新たに NC を見つけた場合は、CB は、以下のようにするものとする。

23

社会的要件とは、農場やサプライチェーンの基準の第 5 章社会に含まれるすべてのテーマと要件を指します。.
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a. 新たに見つかった NC が CH に通知された日および/または追跡審査の最終日の、どちらか早い方から最大3週間以内に、CH が当該 NC を
解消することを許可することが認められる、または
b. 非認証または認証取り消しの決定を下すものとする
1.5.49 CH は、関連するすべての追加費用を CB に支払うものとする。
抜き打ち審査
1.5.50 10％の抜き打ち審査（認証審査および監視審査に加えて実施）は、前暦年の CB の CH ポートフォリオに基づいて算出し、最小値を1とした整数に
切り上げるものとする。
1.5.51 抜き打ち審査を受ける CH は、CB がリスクに基づいて選定し、少なくとも以下を考慮するものとする。
a. レインフォレスト・アライアンスから受領した要求（有る場合）
b. 前回の審査で確認された NC の数と重大性、是正と是正措置の実施、および国内法違反の可能性、人権侵害、レインフォレスト・アライア
ンスと CB の信頼性のリスクとなる公式データベースへの掲載など、認証機関が持つその他の関連する正当な理由を考慮に入れた、CB によ
る CH のリスク分析
c. CH について寄せられた苦情（政府、NGO、レインフォレスト・アライアンスからのものなど）
d. 年次審査が実施された期間（収穫期中か否か）
e. 認証取得後1年目の新規 CH
f.

まだ抜き打ち審査を受けていない CH

1.5.52 抜き打ち審査はすべて現場で行うこと。
1.5.53 CB は CH に対して、24時間以上前に抜き打ち審査の通知をしてはならない。
1.5.54 抜き打ち審査で検証される基準要件とサンプルは、リスクに基づいて CB が定義するものとし、 少なくとも社会的要件（該当する場合）を含むもの
とする。
1.5.55 レインフォレスト・アライアンスは以下の権利を留保する。
a. 抜き打ち審査の10％に特定の CH が含まれることを要請
b. 特定の CH または複数の CH で構成されるグループ（国、地域、部門、農作物などで定義）に対して、あらゆる種類の審査を抜き打ちで行
うことを要請
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調査審査
1.5.56 CB は、CH に対して、24時間以上前に調査審査の通知を行ってはならない。
1.5.57 調査審査の必要性は、リスクに加えて、CB および/またはレインフォレスト・アライアンスが受け取った重要な情報に基づいて決定されるものとす
る。
1.5.58 調査は、調査中の問題に対応するために、事前に定められた限定された範囲を対象とすることが認められる。
1.5.59 調査審査の期間は、審査前に事前に定められ、訪問初日に CH に通知されるものとする。
1.5.60 必要に応じて、審査団は現地滞在中に審査期間を調整する権利を有する。
1.5.61 調査審査は、認証周期中のいかなる時点でも実施が認められる。
1.5.62 レインフォレスト・アライアンスは、調査審査の実施完了前に、認証書の一時停止を CB に要求する権利を留保する。
1.5.63 調査審査によって、調査中の問題に直接関連する所見が裏付けられた場合、
a. CB および/またはレインフォレスト・アライアンスは、CH の認証書に対する一定期間（無期限）の一時停止および/または取り消しを決定
、および/または CH の再認証に対する無期限の不許可を決定することが認められる。
b. CH は、そのような審査の実施に関連するすべての費用を負担するものとする。
c. CH は、認証の維持が許可された場合、調査審査所見に対応するために必要な是正措置を全て講じるものとする。
1.5.64 レインフォレスト・アライアンスは、必要と判断した場合、調査審査を自ら実施する権利を留保する。そのような場合、以下が適用される。
a. これらの審査の結果にともなう措置は、CB によって実施されるものとする。
b. レインフォレスト・アライアンスによって直接に実施された審査手順に関する認証決定は、不服の申し立てが認められない。
拡張審査
範囲拡張申請の承認には、追加審査が必要になる場合がある。詳しい情報については、以下の拡張に関する項目を参照のこと。
1.5.65 拡張審査は、CH が有効な契約を結んでいる CB によって実施されるものとする。
1.5.66 CH が認可を保有しており、拡張に際しては CB 審査が必要となる場合、CH は CB と契約し、認証手順に従って検証レベル B から E のすべての圃場
/施設の認証審査を受けるものとする。
1.5.67 CH が契約している CB が一時停止を受けた場合もしくは事業を終了した場合、CH は別の CB と契約するものとする。
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1.5.68 拡張審査の必要性は、リスクに基づいて決定され、RACP で CH が実施した範囲変更の結果をもって規定される。
1.5.69 拡張審査の範囲は、拡張に関する範囲に限定されるものとする。
1.5.70 拡張審査は、CH が有効な認証書を有している間に実施されるものとする。

1.6 拡張
1.6.1

CH の適合性に影響を与える可能性のある、認証範囲もしくは CH の組織に変更が生じた場合、CH は直ちに書面で CB に通知するものとする。こ
のような変更には、重要な責任者の変更、所有権の変更などが含まれる場合がある。

1.6.2

認証の有効期間中に発生し、増加を示唆する範囲の変更(すなわち、生産量、団体構成員、面積、業務内容、施設、または持続可能な農業基準に対
する業績水準の増加)は、範囲拡張手順の対象に含まれるものとする。拡張の種類ごとの規則詳細については、以下の表を参照のこと。

1.6.3

いかなる増加(すなわち、生産量、団体構成員、面積、業務内容、施設、または水準の増加)も、拡張手順が正常に完了するまでは、認証済みとは見
なされないものとする。

1.6.4

範囲拡張手順を開始するためには、CH は、RACP のプロフィールデータを更新し、CB に通知する必要がある。

1.6.5

提供されたデータに基づいて、レインフォレスト・アライアンスプラットフォームは次のことを行うものとする。
a. 該当する要件の更新されたリスト提供する
b. 新しい要件がある場合はそれに必要な検証を表示する
c. 該当する保証手順を開始するこの手順は、段階2から始まる認証手順と同じであるが、認証範囲は、プロフィールの更新に従って該当する要
件が追加されている。
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想定される拡張と条件
想定される拡張
1.6.6

期間（従来
のレインフ
ォレスト・
アライアン
スプログラ
ムでは売却
期間と呼ば
れていた）

条件

必要な検証

a. CH は、すでに認証されている製品のレインフォレスト d. 拡張審査は不要だが、レインフォレスト・アライアンスは拡張
・アライアンス認証製品としての販売を可能とするため
審査を要求したり、そのような要求を拒否する権利を留保する
に、保有する認証およびライセンスの期間延長を、認証
。
書1通につき最大3か月間、レインフォレスト・アライア
ンスまたは CB に要求することができる。
b. 場合によっては、サプライチェーンの CH が最大6か月
の時間延長を認められることがある。
c. 期間延長後に再認証を受けない CH は、期間延長中には
更に新たに（認証製品を）購入することができず、自ら
のアカウント（在庫）にすでにある製品のみを販売する
ことができる。

1.6.7

生産量およ
び/または面
積および/ま
たは団体構
成員

a. CH が推定数量を超えて収穫したり、農場や面積を範囲
に加えたりする場合、CH はすでに認証された生産量、
および/または面積、および/または団体構成員/仲買人
の最大30％の拡張（増加）を1年ごとに要求することが
できる。
b. 拡張は、拡張される予定の生産量24の有効期間中に申請
されるものとする。
c. 新規の団体構成員は、既存の団体構成員と同じ水準の適
合性を有するものとする。

e. 年間10％を超える場合には、必ず CB 拡張審査が義務付けられ
ている。1年につき10％未満の拡張の場合、これはレインフォ
レスト・アライアンスによって実施されたリスク査定に基づい
て決定される。
f.

拡張審査には、IMS の評価とともに、追加された団体構成員、
仲買人、生産量、および面積に対する当該 IMS による適合性
の検証が含まれる必要があり、少なくとも、新規の団体構成員
および/または新規の面積を有する構成員の数の平方根に相当
する数に対して、同年中に、検証を実施しない限り、既存の認
証への拡張の追加は認められない。

d. 新規の団体構成員および/または仲買人は、内部監査手
順を経て、該当するすべての要件に準拠していることが
判明する必要がある。

24生産量は

1 年毎だが、認証書は 3 年周期のため、これは認証書の有効性と同じではない。
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想定される拡張

条件

必要な検証

1.6.8

トレーサビ
リティレベ
ル

a. CH は、自身のトレーサビリティに対して該当するすべ
ての要件を実施し、自己査定を通じて自身の適合性を追
加および検証するものとする。

b. CH が新しいトレーサビリティレベルでの活動を許可される前
に必要な適合性の検証は、認証手順の段階5での更新に基づい
て決定される。

1.6.9

圃場/施設と
加工設備

a. 圃場/施設と加工設備は、該当するすべての要件を実施
する必要があり、CH は自己査定を通じてそれらの適合
性を検証する必要がある。

b. 新たな圃場/施設が CH の範囲に追加される前に必要な適合性
の検証は、RACP によって決定される。

1.6.10 農作物

1.6.11 加工業務

a. CH は、該当する全要件を実施し、自己査定を通じて自身
の適合性を検証するものとする。

a. CH は、該当する全要件を実施し、自己査定を通じて自身
の適合性を検証するものとする。

c. 対象範囲に農場を持たない CH は、拡張審査を必要とせずに
、認証書の施設数を最大25％まで増やすことができる。CH が
施設数を25％以上増やしたい場合は、拡張審査が必要となり
、追加される施設には複数の施設の標本抽出率が適用される
。
b.

新たな農作物が CH の範囲に追加される前に必要な適合性の検
証は、認証手順の段階5での更新に基づいて決定される。

c.

範囲内に農業を含み、別の農作物の追加を望む CH の場合、拡
張の許可を得るためには拡張審査が必須である。

b. 新たな加工業務が CH の範囲に追加される前に必要な適合性
の検証は、認証手順の段階5での更新に基づいて決定される。

表 CR11.拡張の種類別の規則

1.6.12 レインフォレスト・アライアンスは、上記の拡大申請を拒否する権利を留保する。
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1.7 不適合および想定される措置
本項目では、NC の場合に想定される措置と、これが業績システムにどのように関連するかについて説明します。
外部審査中の不適合の特定
1.7.1

外部審査中に特定された NC は、必ず、レインフォレスト・アライアンスに報告され、CH に伝達されるものとする。

1.7.2

審査団は、審査中に特定された NC について確認および説明をする責任を負う。

1.7.3

認証者には、所与の NC を検証する責任があり、審査団から提供された情報に基づいて、必要に応じて調整を行うものとする。これは審査最終日後
、最大3週間、実施が認められる。

1.7.4

認証者が NC で調整を行う場合、これは CH およびレインフォレスト・アライアンスに報告されるものとする。

不適合と業績システム
1.7.5

CH の認証が認められるためには、認証審査中に見つかった、該当する必須要件に反するすべての NC が解消されなければならない。

1.7.6

CH もしくはその責任範囲に含まれる事業体の一部で NC が見つかった場合、当該 NC が解消されない限り、CH 全体が認証されないものとする。25

1.7.7

認証がまだ有効であるときに行われた審査(監視または調査審査)で1つ以上の NC が見つかった場合、CH は、有効な認証または数量を取り消しされ
ないものとする。ただし、CB が、非認証に際して取り消しを決定する場合はその限りではない。ただし、CH が認証を維持するためには、該当す
る要件に対するすべての NC は、認証手順に記載されている期間内に解消されるものとする。

1.7.8

自己選択型要件および/または自己選択スマートメーターで1つ以上の NC が見つかった場合、当該 NC が解消されない限り、CH によるその要件に
関する追加の認証表示はしないものとする。これは認証決定には影響を与えないものとする。

不適合の解消
1.7.9

CH に対して NC が提起された場合、当該 CH は、NC の再発防止のために、適切な是正および是正措置を決定および実施するものとする。

1.7.10 CH は、以下を含む、是正措置計画を CB に提出するものとする。
a. 根本原因 NC の根本原因を特定するために、CH は、根本原因分析(RCA)を実施する必要がある。

25例えば、

•

圃場/施設の1つで確認された NC は、複数圃場/複数施設全体の認証状況に影響する。

•

団体構成員の1つで確認された NC は、生産者団体全体の認証状況に影響する。
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b. 是正 NC を是正するために、CH は、その時点までの認証書の全存続期間にわたって、NC のすべての事例を是正するものとする。
c. 是正措置 NC の根本原因を除去し、再発を防止する。是正措置は、長期的で持続可能な解決策に焦点を当てた、NC の根本原因を除去する
ものでなければならない。
d. 根本原因に対する長期的な解決策が、NC 解消に認められている最大期間を超える必要がある場合、(短期的な解決策の)是正の完全な実施が
10週間以内に完了し、是正措置計画の行動が具体的で時間的な制約があり、最大許容期間内に開始され、CH 証明書の終了前に最終的に完
了し、かつ以下の期間内に完了する限り、是正措置計画をもって NC を解消することができる。
i.

5.1.4 評価と対処については、次回の審査までに、前回の審査の最終日から最大50週間で、案件の完全な是正を完了すること。実施の証
拠は、付属書 S4の是正プロトコルに従って、次回審査の少なくとも2週間前に CB に送付されるものとする。CB は、次回の審査におい
て、是正措置計画が完全に実施されたことを確認するものとする。
注意： 次回の審査は、前回の審査の最終日から50週よりも早く編成される可能性がある。この場合でも、CH は審査前に完全な実装を
完了し、審査初日の少なくとも2週間前に証拠書類送付を必要とする。

ii.

5.7住居については、現場で働く人を収容するための住居の追加建設または既存の構造物の調整。是正処置計画の実施の少なくとも50％
は、次回の認証または監視審査までに完了させ、不適合が提起されてから2回目の審査までに計画の完全な実装を完了させるものとする
。

e. 時間枠 是正および是正措置が実施され、 CB に証拠が提出されるまで、最大で10週間である。
1.7.11 CB は、提案された是正措置計画に同意または反対するものとする。CB が同意しない場合、CB はその正当な理由を示し、CH は新しい是正措置計
画を提出するものとする。
1.7.12 CB は、追跡審査を通じて、是正と是正措置が講じられていること、ならびにそれが NC とその根本原因の除去に効果を発揮していることを検証す
るものとする。
1.7.13 NC が再発した場合、是正処置計画は、NC が再発しないように NC の再発を考慮しなければならない。
非認証または取り消し決定
1.7.14 CB またはレインフォレスト・アライアンスは、CH の現在の認証を直ちに取り消しすること、および/または以下の要件1.7.16から1.7.24に示す理
由のいずれかもしくはレインフォレスト・アライアンス認証プログラムの信頼性を守るために必要な場合にはその他の理由のために、CH を認証し
ないことを決定することが認められる。
1.7.15 そのような状況では、CB には審査所見に基づいて、レインフォレスト・アライアンスに対して CH の認証の無期限の禁止を要請することが認めら
れる。
1.7.16 上記の認証手順に記載された期間内に是正措置が十分に実施されなかった。
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1.7.17 詐欺、不作為、または隠蔽の証拠。これは、例えば、
a. 非認証数量がレインフォレスト・アライアンス認証として意図的に表示されている証拠がある場合。
b. サステイナビリティ差額が本来の目的に使用されていないという証拠がある場合。
1.7.18 審査員への賄賂/脅迫/ハラスメント。審査員が、 CH から何らかの脅迫および/またはハラスメントを受けた場合、および/またはあらゆる種類の賄
賂を提供された場合、および/または圧力を受けた場合、審査員は直ちに審査を一時停止し、認証者に認証を拒否するよう勧告しなければならない
。インフォレスト・アライアンスは、保証システムで活動する審査員の品位と安全性の保護を重視している。したがって審査員には、圧力や賄賂の
物的証拠がなくても、そのような場合には審査の一時停止が認められる。
1.7.19 是正できない不可逆的な26 非準拠慣行を伴うシステム上の問題。例えば以下のようなもの(ただしこれらに限定されない)。
a. 認証（予定）収穫物の生産に、レインフォレスト・アライアンスの禁止農薬リストに掲載されている製品を使用し、認証として販売される
予定の数量から、もはや取り除くことができない27。
b. 認証(予定)製品のトレーサビリティの喪失。
c. 森林またはその他の自然生態系の、農業生産またはその他の土地利用への、2014年1月1日以降に発生した転換。詳しい情報については、本
書の付属文書 CR1 位置情報データおよび危険分布図を参照。
d. 生産者団体の場合、上記の不可逆的な非準拠慣行のいずれかが、5％を上まわる（生産者団体全体の外挿後、AR6を参照）、および/または
、5つ以上の審査された小規模農場で発生した場合、これは、孤立したケースとしてではなく、体系的な問題と見なされるため、非認証およ
び/または取り消しになるものとする。
e. 不可逆的な NC が特定されたことがある農場は、認証されないものとする（単一農場認証）または CH の認証範囲から削除されるものとす
る（複合農場または生産者団体認証）。
1.7.20 CH の内部管理システムの体系的不履行。これは、CH の責任者が、レインフォレスト・アライアンス基準の要件に対して、団体構成員または CH
の責任範囲に含まれるその他の関係者の適合性を保障する能力に欠ける場合。NC は、それらが CH の IMS で確認されず、および/またはそれらに
対して CH が対処を行なっていない場合、体系的不履行と見なされる。

26是正が不可能な場合、NC

は不可逆的なもの。
これは例えば、禁止された農薬を使用した農場からの製品が、認証範囲に含まれる他の農場からの製品とすでに混合されており、もはや分離できない場合などが考えられる。生産量がまだ混合
されておらず、CH が禁止された農薬を使用した生産量や農場を取り除くのに間に合う場合、これは必ずしも不可逆的な NC と考えるべきではない。
27
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1.7.21 深刻な人権問題。案件が是正されておらず28 、 重大度分析（レインフォレスト・アライアンスの重大度ツールを使用、本文書の附属書 AR4 を参照
）により、特定および確認された問題が重大であると判断された場合、または前回の審査で CB が受け入れた是正措置計画に従って、案件が効果的
に是正されていない場合。
1.7.22 CH に適用される当該基準の要件に関連して、適用される国、地域、地方、部門別法または労働協約に違反した場合29。
1.7.23 CB は、上記の理由により、認証書を取り消すことにより CH の認証を取り消すか、非認証を発行することを決定する場合がある。取り消しまたは
非認証は解除できない。再認証するためには、CH は新しい認証審査を受けるものとする。
1.7.24 体系的な証拠やデータの欠落、データや証拠の不正確な表現や偽装。
非認証または取り消しの際の結果と取るべき手順
1.7.25 CB は、RACP を通じてレインフォレスト・アライアンスと CH に直ちに通知するものとする。
1.7.26 CH が再認証審査中に非認証を受け取った際にまだ有効な認証書を持っている場合、CB は CH の有効な認証を取り消すものとする。
1.7.27 農場 CH が、非認証および/または取り消しの決定を受けた、または複合農場もしくは生産者団体の認証範囲から削除された場合、その農場は、審
査の対象となった収穫に対しては認証されないものとする。その CH が認証の再申請を認められるのは、一番早くて、非認証を受けた収穫の収穫開
始日の6か月後と、取り消し日の6か月後の、どちらか遅い方の日以降に始まる、最初の次の収穫に対してである。継続的な収穫の場合、認証書の次
の開始日は、一番早くて、非認証または取り消しの日付の少なくとも6か月後とする。
1.7.28 2回以上連続して取消しおよび/または非認証を受けた CH は、 非認証/取り消し の決定がなされた日から少なくとも2回の収穫期間、または収穫が
継続している場合は12か月間、新たな認証が行われるまで待たなければならない
1.7.29 認証書が取り消された CH、または非認証を受けて再度認証を取得したい CH は、新たな審査により、取り消された時点での適合年に対応する適合
レベル(レベル0、レベル1、またはレベル2)に準拠するものとする。
1.7.30 レインフォレスト・アライアンスは、取り消しを最大3年間に延長する権利を留保する。
1.7.31 取消/非認証の結果は、取り消し期間中、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイトで公開される。
1.7.32 レインフォレスト・アライアンスは、さらなる対策を実施する権利を留保する。

28「是正されていない」とは、是正が行われていない、是正プロトコルの時間マイルストーンを満たしていない、および/またはプロトコルに沿った方法で実装されていないことを意味する。
29法律の適用性の詳細については、「持続可能な農業基準の適用性に関する包括的な規則」を参照。
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停止
1.7.33 認証書の有効期間中、CB またはレインフォレスト・アライアンスは、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムからの逸脱があり、確認す
るためにさらなる調査が必要な場合、最大3か月間 CH の認証書を一時停止することを決定する場合がある30。
1.7.34 人権に関する事例については、重大度分析 (レインフォレスト・アライアンスの重大度分析を使用 AR4.4 重大度分析) が実施されている間、その事
例が是正されず31、潜在的に深刻な問題がある場合には、CB は有効なライセンスおよび 認証 を一時停止するものとする。
1.7.35 CH の認証書が一時停止されている間、CH は、CH への一時停止決定の連絡を受けた直後から、レインフォレスト・アライアンス認証として製品を
販売または出荷することはできない。
1.7.36 一時停止の根本的な理由が十分に解決されたことを CB が確認した後、CB は認証書の一時停止を解除し、レインフォレスト・アライアンスに代わ
り RA トレーサビリティプラットフォームでの一時停止を解除する。CB による検証の際に、一時停止の根本的な理由が十分に対処されていない場
合、CB は、上記の条件に従って直ちに認証取り消しを発行するものとする。
1.7.37 CH が合意した期間内に NC を満足に解決できない場合、CB は一時停止ではなく、非認証の決定を下すものとする。
取り消し、非認証、または一時停止の場合の販売中止（売却期間規則）
1.7.38 取り消し、非認証の場合、CH は直ちに以下を行うものとする。
a. レインフォレスト・アライアンス認証表示製品の販売・出荷を中止する。
b. レインフォレスト・アライアンスの名前、イニシャル、ロゴ、認証マーク、またはその他の商標のすべての使用を、製品(削除できない場合
は該当製品をリコール)、文書、広告および/またはマーケティング資料、物理的または電子的な宣伝資料またはメディア、ウェブページ、
標識、その他の文書、および企業間通信から削除する。
1.7.39 一時停止処分を受けた場合、CH は、一時停止処分が解除されるまでの間、レインフォレスト・アライアンス認証表示がある製品の販売または出荷
を直ちに停止するものとする。

30例には以下を含む。

•

レインフォレスト・アライアンスおよび/または CB の信頼性の問題を引き起こす可能性があり、CH が認証取り消しおよび/または非認証を受けるかどうかを特定するために、さらに調査
が必要な、再認証審査、監視審査、または抜き打ち審査中に見つかった不適合。

•

組織が CB またはレインフォレスト・アライアンスに対する財政的義務またはその他の管理上の課題を履行できないこと。

31「是正されていない」とは、是正が行われていない、是正プロトコルの時間マイルストーンを満たしていない、および/またはプロトコルに沿った方法で実装されていないことを意味する。
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1.7.40 傷みやすい製品32を取り扱う農場 CH の場合、CB またはレインフォレスト・アライアンスは、一時停止決定の最大7日後の一時停止処分の発効を許
可することが認められる。生鮮製品（主に果物と花卉）を取り扱う農場の一時停止処分は、認証決定が下されてから7暦日で発効する。レインフォ
レスト・アライアンスは、認証プログラムの評価を損ねる可能性があるとレインフォレスト・アライアンスが判断する違反があった場合に、この選
択肢を拒否する権利を留保する。
1.7.41 取り消し、非認証、または一時停止の場合、 CH が次の要件に準拠している場合、CH は、 取り消し, 非認証、または一時停止が CH に通知された
日より前に、検証可能な形で販売および出荷された製品について、 レインフォレスト・アライアンス トレーサビリティープラットフォームにおい
て取引を行うことが許可される。
a. 取り消し、非認証、または一時停止は、製品のトレーサビリティの喪失、原産地にまでさかのぼることができない禁止農薬使用、森林破壊
、および保護区域への侵入に関連する NC の結果ではない。
b. CH は、担当 CB に、一時停止または取り消し日前に販売および出荷された製品の取引を行う許可を要求するものとする。
c. CH は、担当 CB に、購入と出荷が一時停止または取り消し日前に行われたことを証明する文書(船荷証券と請求書等)を提供するものとする
。契約は長期または複数年にわたることが多いため、購入契約のみに基づいて取引が承認されることはない。 出荷証明が必要である。
d. 傷みやすい製品の場合、CH は、CH が上の細目 a、b、および c に準拠していることを条件に、一時停止処分（取り消しや非認証ではない
）中に最大4週間、認証としての製品の販売および出荷に関して、レインフォレスト・アライアンスの承認を受けることが認められる。CH
にこの追加時間が与えられる場合、CB は RA に通知しなければならない。レインフォレスト・アライアンスは、この追加期間を拒否または
短縮する権利を留保する。
1.7.42 CH が取り消し、 非認証、または一時停止の決定に対して不服を申し立てる場合、CH は不服申し立ての全期間中、レインフォレスト・アライアン
ス認証表示の製品を販売または出荷してはならない。
1.7.43 取り消し、非認証、または一時停止の場合、CB は、決定の発効日から3週間以内は、CH のウェブサイトを積極的に確認し、CH が RA 認証の
表示を中止したことを保証する。
a. CH がその認証資格に関して誤った表示を引き続き行なっていることを CB が発見した場合、CB は、必要に応じて RA がさらなる行動を取
ることができるよう、ただちに RA に通知するものとする。

1.7.44 レインフォレスト・アライアンスは、独自裁量により、認証プログラムの信頼性を保護するために拒否が必要または役立つと判断した場合、そのよ
うな要求を拒否する権利を留保する。

32

それらは、果物や花卉、場合によっては野菜の可能性がある。当団体は、その農作物が、収穫後数日以内に出荷される場合に、傷みやすいと判断する。
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1.8 ある CB から別の CB への認証書の移行
1.8.1

認証書は、新しい認証周期のためにのみ1つの CB から別の CB に移行できる(したがって認証書は3年に1回しか移行できない)。

1.8.2

認証書移行が保証および認証手順とその結果の完全性を危うくする可能性があるとレインフォレスト・アライアンスが結論付けた場合、2週間以内
に行われた一時停止や終了、既存の移行の取り消しなど、認証書の移行手順に介入する権利を有する。

1.8.3

認証書は、CH の範囲で認定された CB にのみ移行されるものとする。範囲が一時停止または取り消された CB、または認定されていない範囲を申請
した CB に認証書 を移行することはできない。

1.8.4

次のような CH については、新しい CB への移行または認証申請は受け付けられない。
a. 非認証と判断された、および/または過去の認証周期年内に認証が取り消された場合
b. 過去1年間に移行を複数回要求した場合
c. 範囲の拡大を要求する場合
d. 認証が一時停止の状態、または
e. 追跡審査または調査審査が進行中の場合

1.8.5

認証書の移行要求は、移行を要求する CH によって RACP 上で行われるものとする。

1.8.6

移行の要請があった場合、CH は、レインフォレスト・アライアンスが過去の審査に関するあらゆる関連情報を新しい CB と共有することに同意す
る。

1.8.7

従来の CB は、組織から送られた移行要求の受信を確認し、要求から1週間以内に新しい CB に通知するものとする。従来の CB は、移行が行われる
前に清算されるべき未払金があるかどうかを CH に示すものとする。未払金がない場合、新しい CB は要求を受け入れることができ、CH に自由に
連絡し申請および認証手順を開始できる。

1.8.8

新しい CB は、移行前および移行要求を受け入れる前に、CH に関する詳細を確認する必要がある。この確認には以下が含まれる。
a. 認証書が有効であり、記述された範囲で有効であることの確認
b. 移行理由の特定
c. 新しい CB が認証範囲に対応していることの確認
d. 提出された苦情が解決済みであることの確認

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

63

e. CH の審査履歴の精査
f.
1.8.9

審査周期の現段階の確認

新しい CB は、以前の CB に審査報告書、チェックリスト、リスク査定データ、位置情報データ、団体構成員登録簿、および保留中の NC、未解決
の NC を解消するために CH が送付した証拠、および同様の文書の提供を要求する場合がある。以前の CB は、移行する CH の書面による承認を条
件とし、これらの文書を提供するものとする。

1.8.10 CB の認定または範囲が取り消された場合、CH は適用範囲に対して認定された別の CB に移行できる。適用範囲のために認定された CB が存在しな
い場合、レインフォレスト・アライアンスは次の認証審査まで CB を割り当て、その後 CH は他の CB を選択できる。
1.8.11 CH の認証書の移行に関与する2つの CB 間で意見の相違がある場合、レインフォレスト・アライアンスが事例を分析し、最終決定を下す。

1.9 インセンティブ
本項目に定める条件の下、CH はレインフォレスト・アライアンスに対し検証段階を下げること、あるいは遠隔での検証審査を受けることを要求できる。
農業を範囲としない CH の条件
1.9.1

場合によっては、RACP に記載されている必須要件に対して、CH から追加の適合文書が提供されることがある。これは、レインフォレスト・アラ
イアンスが特定の施設の検証段階を下げるための緩和要因となる可能性がある。

農業を範囲とする CH の条件
1.9.2

農場 CH は、認証周期の3回目の審査（2回目の監視審査）を、遠隔監視審査として受けることを要求することができる。資格を得るために、ＣＨは
少なくとも以下の条件を備えているものとする。
a. 安定したインターネット接続と遠隔会議ソフトウェアによる審査開始時と終了時の会合、および担当者、団体構成員/労働者、関係者への面
接を行うことが可能であり、また機密記録の画面共有を行うことができる。
b. 過去 5 年間に非認証または認証取り消しを受けた履歴が無い。
c. CB のリスク査定やレインフォレスト・アライアンス危険分布図で高リスクと特定されたものは無い。
d. 前 2 回の審査のいずれにおいても、位置情報データのデータ品質に関する NC が無い。
e. 以下のいずれの事項についても、前 2 回の審査おいて指摘された NC が無い。
i.

物理的トレーサビリティの喪失

ii.

事前評価対処が適用される事項
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1.9.3

iii.

内部監査

iv.

自己査定

v.

森林破壊

生産者団体の場合、次の条件も適用される
a. 内部監査の 100％がデジタル化されていること
b. 全団体構成員の 100％がポリゴンで確認されていること

1.9.4

遠隔監視審査は、CH によってレインフォレスト・アライアンスを通じて要求されるものとする。

1.9.5

レインフォレスト・アライアンスと CB の両方が、同様の要求を拒否する権利を留保する。

1.10 レインフォレスト・アライアンスが留保する権利
1.10.1 レインフォレスト・アライアンスは、これらのレインフォレスト・アライアンス保証関連文書またはその他の認証関連の方針や規則に記載される内
容と要件を発行および修正する権利を留保する。
1.10.2 レインフォレスト・アライアンスは、レインフォレスト・アライアンスの保証関連文書に記載されている内容と要件の解釈に関する最終決定権を留
保する。
1.10.3 レインフォレスト・アライアンスは、レインフォレスト・アライアンスが必要とみなす場合は理由を問わず、CH を訪問し、レインフォレスト・ア
ライアンス認証プログラムの要件への準拠を確認する権利を留保する。
1.10.4 レインフォレスト・アライアンスは残留値分析を実行し、農薬使用に関するレインフォレスト・アライアンス持続可能な農業基準要件への CH の遵
守を検証する権利を留保する。
1.10.5 レインフォレスト・アライアンスは、CH がレインフォレスト・アライアンスの名称や認証マークを悪用または誤用した場合、またはレインフォレ
スト・アライアンスプログラムに関連して不正または非倫理的な行動に参加した場合、CH がレインフォレスト・アライアンスプログラムに参加す
る/参加を継続することを禁止する権利を留保する。
1.10.6 レインフォレスト・アライアンスは、以下をもって CB が実施する審査における追加の品質管理査定を実施する権利を留保する。
a. さらなる文書要求
b. 現地視察を要求するか、あるいは確認審査、シャドー審査、CB 事務所審査を実施することにより、報告された情報の明確化または是正を要
求する
c. CB によって報告された情報を外部情報源と多角的に調査し、特に他の持続可能性基準所有者との相互多角的調査を可能にする

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

65

1.10.7 レインフォレスト・アライアンスは、報告された審査情報を業績・取り組み成果の監視、統計分析と調査、および集計された報告に使用する権利を
留保する。
1.10.8 レインフォレスト・アライアンスは、以下の情報を公開する権利を留保する。
a. CH の名称
b. 国
c. 農作物(例えば、コーヒー)
d. CH の種類
e. CH の中央拠点の位置情報
f. 認証された区域と総区域を含む区域
g. レインフォレスト・アライアンス ID
h. 認証状況
i. トレーサビリティ種類(例えば、マスバランス)
j. 決定している場合、次回の審査日
k. 集計/国段階での NC を含む審査結果
l. CH との該当するレインフォレスト・アライアンスライセンス同意書に記載されているその他のデータ要素
1.10.9 レインフォレスト・アライアンスは、審査報告書に基づいて CB に詳細情報を求める権利を留保する。
1.10.10 レインフォレスト・アライアンスは、レインフォレスト・アライアンス認証プログラムの下で CB が審査を担当している CH による不正行為または
NC について、同 CB に通知する権利を留保する。
1.10.11 レインフォレスト・アライアンスは、CB が CH の非通知審査を実施することを要求する、および/またはサンプルの選択および/または非通知審査
の範囲に関するアドバイスを提供する権利を留保する。
1.10.12 レインフォレスト・アライアンスは、差異に関する有効な根拠が提供されていない国または地域での平均と異なる場合、推定数量および/または認
証面積を削減する権利を留保する。
1.10.13 レインフォレスト・アライアンスは、CH が適用基準または業務過程要件に準拠していない、または審査が関連保証規則に従って実施されなかった
とレインフォレスト・アライアンスが結論付けた場合、ライセンスの付与または認証を許可しない権利を留保する。
1.10.14 レインフォレスト・アライアンスは、人道的危機、自然災害、またはその他の例外的な状況によって影響を受けた CH および/または CB に対して
、認証規則の要件、または基準要件の例外を認める権利を留保する。
1.10.15 レインフォレスト・アライアンスは、CB が認証規則の要件に違反した場合、CB を制裁する権利を留保する。
1.10.16 レインフォレスト・アライアンスは、レインフォレスト・アライアンス苦情処理手続きに従って苦情処理について決定を下す権利を留保する。
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1.10.17 レインフォレスト・アライアンスは、何を製品における認証表示と見なすか否かについて最終決定を下す権利を留保する。
1.10.18 レインフォレスト・アライアンスは、リスクに基づいて CH の審査を特定の CB に割り当てる権利を留保する。
1.10.19 レインフォレスト・アライアンスは、認可証明書を受け取った CH に対して審査を実施する権利を留保する。このような審査の目的は、CH が認証
を免除される要件を満たしていること、および CH が基準の適用要件に準拠していることを確認することである。
1.10.20 そのような審査により、CH が適用要件に準拠していないことが明らかになった場合、または認証審査の免除の条件を満たしていない場合、レイン
フォレスト・アライアンスは、審査費用を CH に請求し、認可証明書を無効にする権利を留保する。この場合 CH は、CH からレインフォレスト・
アライアンス製品を購入しているすべての顧客またはレインフォレスト・アライアンス認証製品の製造下請け先に直ちに通知する。
1.10.21 認証の決定に関係なく、審査の公開概要は自動的にレインフォレスト・アライアンスのウェブサイトにリンクされるため、CB は GDPR(一般データ
保護規則)などのデータプライバシー規則を尊重するものとする。
1.10.22 認証された農場、生産者団体、加工・流通過程 CH のリストは、新しく発行および取り消された認証とともに、レインフォレスト・アライアンスの
ウェブサイトで毎月公開される。

1.11 不可抗力
1.11.1 CH または CB の権限が及ばない例外的な状況により、CH および/または CB が当該文書の要件に準拠できない場合がある。これらの例外的な状況
は、人道的危機、自然災害、またはその他の例外的な状況である可能性がある。
1.11.2 このような状況が発生し、CB または CH によるこの文書の要件への準拠を妨げる場合、CB は cbcert@ra.org 宛に例外を要求するものとする。

1.12 苦情処理手続き
1.12.1 レインフォレスト・アライアンスに関する苦情は、レインフォレスト・アライアンスのウェブサイトで入手できるレインフォレスト・アライアンス
苦情処理手続きに従って処理されるものとする。
1.12.2 CH は、レインフォレスト・アライアンスまたは CB が下した決定に対して上訴する権利を有する。これにはレインフォレスト・アライアンスによ
って直接に実施された調査審査に関する認証決定は含まれない。CB が下した決定に関係する場合、CH は先ず最初に CB の苦情処理手続きを通じて
苦情を提出するものとする。それでも苦情が解決されない場合、CH はレインフォレスト・アライアンス苦情処理手続きを通じて苦情を提出するこ
とができる。 CH は、CB の苦情処理または上訴手続き及びレインフォレスト・アライアンスの苦情処理手続きに従って行政上の救済を完全に使い
果たした後のみ、訴訟、差止命令、宣言的救済の要求、その他の請求またはレインフォレスト・アライアンスに対する法的措置などの法的救済に訴
えることに同意する。
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1.12.3 CH は、認証プログラムへの参加が自主的であることを認め、同意する。そのため各 CH は、CB の苦情処理手続きにおいて苦情が解決されなかっ
た場合に、レインフォレスト・アライアンスの苦情処理手続きを利用し、認証書に関する決定に異議を申し立てたり、CH が CB またはレインフォ
レスト・アライアンスとの不一致に対処したりすることに同意する。CH が訴訟を通じてレインフォレスト・アライアンスの苦情処理手続きを妨げ
せようとした場合、CH は、CB またはレインフォレスト・アライアンスによる認証書に関する決定が次の通りであることに同意する。(i)苦情処理
手続きの最終解決まで有効であり続ける。または(ii)苦情処理中または訴訟中は常に、レインフォレスト・アライアンスの裁量で決定される。 CB
またはレインフォレスト・アライアンスの認証決定は、異議申し立ての最終的な解決および/または利用可能なすべての異議申し立て方法を使い尽
くすまで有効である。

付属文書 CR1：位置情報データおよび危険分布図
農場審査に適用可能
この付属文書では、農場 CH の認証手順において位置情報データを提供および検証する際に適用される規則について説明する。
位置情報データ収集
1.12.4 CH は、遅くとも審査の4週間前までに位置情報データを提供するものとする。
a. 基準要件に従い、座標とポリゴンの組み合わせが提供される必要がある。大規模農場(生産者団体の一部)および単一農場認証の場合、ポリ
ゴンは常にこの段階で提供される必要がある。この位置情報データは、CB が審査中に使用する、データ品質、森林破壊、および保護区域へ
の侵入の位置情報データリスク査定を実施するために使用される。必要な場合、CH は、登録から審査初日の4週間前までの期間に、自身の
位置情報データを更新できる。
位置情報データに関する要件とその手順の詳細については、付属文書 S17「位置情報データの収集」と手引き D「位置情報データ要件と危険分布図」を参照
のこと。
位置情報データリスク査定：位置情報データの品質、森林破壊、保護区域への侵入
内部監査で自然生態系の最近の転換に関する検出し、管理計画で対処するための支援を提供するために、レインフォレスト・アライアンスの位置情報デー
タリスク査定は、位置情報データが提供された特定の農場単位における遠隔計測に基づく森林破壊の証拠があるかどうかの概要を示す。危険分布図は、
2014 年に存在した森林を示す基準となる層とそれ以降の樹木被覆喪失の証拠を重ね合わせた地理空間位置情報によって作成される。その結果、2014 年以降
に森林破壊が発生した農場と、現在の位置情報データにより、将来森林破壊が発生する可能性のある農場の危険度が示される。同様に、レインフォレスト
・アライアンスは、保護区域の地図と農場の位置情報を重ね合わせることにより、保護区域への侵入危険度を監視するための地図を作成する。
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審査前の期間中、位置情報データが RACP にアップロードされた場合、レインフォレスト・アライアンスは、その品質を毎回検証し、その位置情報データ
のデータ品質と場所に関して（すぐに）フィードバックを行う。（最新の）データが RACP にアップロードされる度に、この手順は繰り返される。
位置情報データが CH（または CB）によって更新される度に、レインフォレスト・アライアンスが提供する危険分布図(森林破壊および保護区域)も更新さ
れる。CH は、RACP のレインフォレスト・アライアンス位置情報データリスク査定結果を利用できる。CB についても、本文書で説明されている認証手順
に従い契約書に署名し RACP に掲示された後に利用可能となる。
レインフォレスト・アライアンスは、位置情報データリスク検証の結果と位置情報データリスク査定結果に基づいて適切な措置を行う時間を十分に取れる
よう、できるだけ早い段階で位置情報データを提供することを推奨する。
危険度の検証
上記のとおり、危険分布図を作成する前に、RACP は構成員から提供された位置情報データを検証する。この手順の結果として、レインフォレスト・アラ
イアンスは、位置情報データの誤りを特定し、リスク査定の実施を進める前に、CH に修正を依頼する(詳細は手引き「位置情報データ要件と危険分布図」
に記載)。修正すべき誤りは位置情報データ検証表を通じて CH と共有される。RACP では CH によって修正される必要がある誤りとして識別できない修正
すべき誤りも有るため、CB による検証が必要になる。レインフォレスト・アライアンスは、リスク査定に基づいて農場単位に危険度を割り当てるが、これ
らは必ず現地で検証される必要がある。

森林破壊と保護区域への侵入
本項では、CH および CB による森林破壊および保護地区の RA 位置情報データ危険分布図の内部使用に適用される規則について説明する。

CH 管理者による内部検証
基準書における

規則

項目
1.12.5 座標

自然林と自然生態
系の転換(6.1.1)

i.

高危険度と特定された農場を持つ団体構成員は、生産者団体から除外されるか、あるいは CH はすべての高危険度農場を訪
問し、指摘された自然生態系の転換（森林破壊）が農場の境界内で起こらなかったことを示す証拠を収集することが望まし
い。転換が行われた場合、団体構成員は生産者団体から除外されることが望ましい。

ii.

危険分布図で中危険度として特定された農場を持つ団体構成員は、CH が訪問し、指摘された自然生態系の転換が農場の境
界内で行われたかを査定することが望ましい。転換が行われた場合、団体構成員は生産者団体から除外されることが望まし
い。

iii.

森林破壊があった農場を持つ団体構成員は、生産者団体から除外されることが望ましい。

1.12.6 ポリゴン

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

69

基準書における

規則

項目

保護区域と指定さ
れた緩衝地帯での
生産と精選・加工
処理(6.1.2)

i.

危険分布図で高危険度として特定された農場を持つ団体構成員は、団体から除外されるか、農場境界内で転換が行われなか
ったという証拠が提供されることが望ましい。

ii.

高危険度と特定されたグループ内の大規模農場は、農場境界内で転換が起こらなかったという証拠が提供されない限り、生
産者団体から除外されることが望ましい。CH の転換面積が農場面積の1％または10 ha(どちらか小さい方)未満であり、CH
が軽度な転換(軽度の不適合)を適用したい場合、団体構成員は、生態学者と協力し修復/補償計画を提出することが望ましい
。これは CB によって精査されることが望ましい。

iii.

高危険度と特定された単一農場の CH は、農場の境界内で転換が行われなかったという証拠が提供されない限り、認証を進
めることは望ましくない。転換面積が農場面積の1％または10 ha(どちらか小さい方)未満であり、CH が軽度の転換(軽度の
不適合)を適用したい場合、CH は、生態学者と協力し修復/補償計画を作成して提出するものとする。これは CB によって精
査される必要がある。

iv.

森林破壊があった農場を持つ団体構成員は、生産者団体から除外されることが望ましい。

1.12.7 座標
i.

「立入禁止」保護区域 内で生産を行う農場を持つ団体構成員は、生産者団体から除外されることが望ましい。

ii.

適用法に準拠していない、「立入可能」保護区域内で生産を行う農場を持つ団体構成員は、生産者団体から除外されること
が望ましい。

iii.

高危険度と特定された農場を持つ団体構成員は、生産者団体から除外されるか、あるいは CH は該当するすべての農場を訪
問し、「立入禁止」保護区域内で生産が行われなかったことを示す証拠を収集することが望ましい。

iv.

中危険度と特定された農場を持つ団体構成員は、保護区域内で生産が行われたかどうか、および適用法に準拠しているかど
うかを評価するために生産者団体が訪問することが望ましい。

1.12.8 ポリゴン
i.

「立入禁止」保護区域 内で生産を行う農場を持つ団体構成員は、生産者団体から除外されることが望ましい。

ii.

関係当局によって定義されている該当地域の適用法に準拠していない、「立入可能」保護区域内で生産を行う農場を持つ団
体構成員は、生産者団体から除外されることが望ましい。
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基準書における

規則

項目
iii.

基準または適用法の保護区域および指定された緩衝地帯での生産および加工の要件に違反する場所および方法で転換が行わ
れる単一農場は、認証されないことが望ましい。

表 CR12.組織の管理責任者による内部検証での位置情報データの使用

自然林と自然生態系の転換、保護区域と指定された緩衝地帯での生産と加工処理に関する要件への不適合
基準の項目およ
び要件番号

自然林と自然生
態系の転換

規則
生産者団体認証

大規模農場

1.12.9 非準拠小規模農場が、 (審査済みサンプルからリスク査定に基づいて生産者団
体全体に外挿した後)、
1. 団体構成員（混合生産者団体の場合は大規模と小規模生産者団体構成員の
組み合わせ） の1％以上5％以下を占める場合は、生産者団体から除外される
ものとする。
2. 割合が最大1％の場合、生産者団体は該当する農場の維持を決定できる。
どちらの場合も、生産者団体は NC を解消し、それ以上の転換を回避するた
めに、以下の対策を実行する必要がある。

1.12.13 以下の2つの細目が当てはまる場合、
CH は、それらの農場を認証内に維持
するために、生態学者と協力し修復/
補償計画を提出するものとする（これ
は CB によって精査される必要がある
）。
1. 審査中に CB によって転換の証拠が
発見および確認された。
2. 転換された面積が農場面積の1％ま
たは10 ha(いずれか小さい方)未満で
ある。認証書の総面積の1%または
10ha(いずれか小さい方)より大きい面
積が転換されている場合、その CH は
、認証されないものとする。

a. さらなる森林破壊を防ぐための団体構成員の制裁システムの確立。
b. 意識向上策または研修の実施。
c. 2段階目の改善水準内(6年)に、転換された面積の少なくとも3倍の面積というレイ
ンフォレスト・アライアンス最適日陰参照パラメータ(用語集を参照)の定める目標
に達することを目的とした、以前の保全価値の喪失を緩和するためのアグロフォ
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基準の項目およ
び要件番号

規則
レストリー計画の策定と実施。この計画は、生産者団体管理計画に含まれるもの
とする。
d. 森林破壊が中・高危険度の生産者の農場単位のポリゴンを収集する3年計画。
1.12.10 小規模生産者と大規模農場が混在している生産者団体の場合、生産者団体は上
記を実施し、大規模農場の場合は以下を実施するものとする。

された場合、CH は認証されないもの
とする。
1.12.15 すべての場合において、CH は、森林
破壊が農場の境界内で発生しなかった
ことを示す証拠を提供できる。

a. 大規模農場は、転換面積が農場面積の1％または10ヘクタールを超える生産者団体
から除外されるものとする。
b. 大規模農場は、転換面積が農場面積の1％または10ha 未満の場合、 CH は生態学
者と協力し修復/補償計画を作成し、NC を解消して生産者団体構成員を維持する
ものとするが、NC は非準拠構成員の割合にカウントされる(上記参照 )
1.12.11 非準拠の(大規模および小規模)農場の合計が生産者団体の5％以上または少な
くとも10ha もしくは5人の審査済み団体構成員で構成されている場合、生産
者団体は認証されないものとする。
1.12.12 高危険度に特定された農場であっても、CH が認証プログラムの継続を希望す
るすべての事例において、CH は、前節「CH 管理者による内部検証」で説明
したように、農場の境界内で森林破壊が行われていないことを示す証拠を提出
しなければならない。
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基準の項目およ
び要件番号

規則

保護区域と指定
区域での生産と
加工処理

1.12.15 非準拠の団体構成員は、次の場合に生産者団体から除外されるものとする。

•

保護区域および指定区域での生産およ
び加工処理に関する要件（6.1.2）また
は適用法に違反する場所および方法で
転換が行われた場合、農場は認証され
ないものとする。

•

すべての場合において、CH は、保護
区域および指定区域での生産および加
工処理に関する要件（6.1.2）に違反し
て生産が行われなかったことを示す証
拠を提供できる。

a. 適用法および/または該当地域の管理計画に準拠していない、「立入可能」保護区
域内で生産を行う農場を持つ団体構成員。
b. 「立入禁止」保護区域 内で生産を行う農場を持つ団体構成員。
1.12.16 団体構成員の5％以上に、保護区域および指定区域での生産および加工処理に
関する要件（6.1.2）への NC がある生産者団体は、認証されないものとする
。
1.12.17 すべての場合において、CH は、保護区域および指定区域での生産および加工
処理に関する要件（6.1.2）に違反して生産が行われなかったことを示す証拠
を提供できる。

表 CR13.自然林と自然生態系の転換、保護区域と指定された緩衝地帯での生産と加工処理に関する要件への不適合

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

73

第 2 章審査規則
はじめに
本章の目的
この章の主な目的は次のとおりです。
•

認証保有者 (CH)に関する正確な情報を取得するために一貫して構造化された手順に従って審査が実施されることを保証するために、認証機関
(CB) が従うべき要件を確立すること。

•

CH の基準要件の実装段階の真実、正確、かつ公正な表現に基づいて認証の決定が行われることを保証すること。

•

レインフォレスト・アライアンスが標準化された手順を実行して、認定された認証機関の業績を評価および監視できる枠組みを提供すること。

2.1 一般要件
農場およびサプライチェーンの審査に適用
2.1.1

各審査において、CB 審査団は、ISO19011の最新版の原則、慣行、および指針を尊重し、効果的に実施するものとする。

2.1.2

CB は、本書で定義されている審査の種類と審査通知に従って審査を実行するものとする。

2.1.3

CB は、審査過程、つまり計画、実行、報告を確実にするものとする。
a. CB 審査団によって審査された各場所で適用可能なすべての要件を網羅する。
b. フルタイム、パートタイム、季節労働者、在宅労働者など、現場作業従事者、現場外作業従事者のあらゆる種類の労働者を考慮し、現地人
か移民か、合法か非合法か、CH が直接契約しているか、下請業者、業務委託先、または労働者派遣業者から派遣されているかを問わない
。
c. 認証範囲内で CH によって実行されるすべての作業とそれに関連するリスクを考慮する。

2.1.4

審査員は、異なるシフト審査を含む合計審査時間について、1日8時間超えてはならない。
a. この審査時間には、農場/圃場/施設間の移動時間が含まれ、審査団が朝、宿泊先から審査圃場/施設に到着するまでの時間は含まれない。
b. これには、食事休憩やその他の休憩は含まれない。
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c. 正当な理由がある場合は、1日の審査時間が8時間以上になることもある。このような場合、審査団は時間の流れを CB の記録保持システム
に保管し、要求に応じてレインフォレスト・アライアンスに提供するものとする。
2.1.5

CB は、各審査員および職員の労働時間を記録し、認証手順に関与する審査員および職員に対し、時間外労働が公正な方法で補償されることを保証
するものとする。
a. 審査員および職員の労働時間には、審査時間だけでなく、報告書の作成、是正措置の証拠の確認、および苦情・上申書の処理など、その他
の作業の時間も含まれる。

2.1.6

審査団は、レインフォレスト・アライアンスが提供する最新の利用可能なチェックリスト、定型書式、拘束力のある文書およびデータを使用して、
審査の準備、実行、および報告を行うものとする。

2.1.7

CB は、少なくとも CB がレインフォレスト・アライアンス保証システムのスケジュール要件への適合性を実証できる範囲で、認証手順の各作業が
開始および終了した日付を独自システムおよび RACP に記録するものとする。
a.

本書には、RACP 上の機能の活用を CB に要求するさまざまな規則がある。そのような機能が間機能がまだ利用可能でない場合、CB は、
RACP を使用せずに、必要な作業の実施および/またはスケジュールの尊重を、変わらずに行うものとする。例えば、CB が、最終審査計画
を、審査初日の2週間前までに用意して RACP にアップロードする必要があり、かつ RACP 上でアップロード機能が利用可能でない場合、
CB は、最終審査計画が完成していることを変わらずに保証し、それを自身の文書管理システムに記録する。

2.1.8

CB は、認証範囲に直接関連する業務について、政府機関またはその他の利害関係者によって CH に対し表明された苦情/調査/不適合を検証するも
のとする。

2.1.9

CB は、同 CB の担当者が認証手順で割り当てられた業務を実行するために、時間も含めて常に十分な必要なもの（資料、知識、物資など）を割り
当てるようにする必要がある。これには審査団が審査業務を効果的に実行するための時間が含まれる。正確な審査報告書を提供するために必要な証
拠を照合するための審査準備、実行、および/または報告作業が含まれるが、これらに限定されない。

2.1.10

CB は、CH の審査を準備する際に、認証手順で必要とされるさまざまな作業に必要なおおよその時間と、リスク予想に関連する費用を常に含める
ものとする。これらの作業には以下が推定費用含まれるが、これらに限定されない。
a. 承認のための申請書類精査
b. 審査準備
c. 審査実施
d. RACP での報告必要な時間を考慮した審査報告
e. CB のポートフォリオにおける調査審査の推定費用
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f.

CB のポートフォリオにおける抜き打ち審査の推定費用

g. 認証取得のためにしっかりと準備ができていない CH に対して、CB が書類審査や審査の準備および本書で要求されているより多くのサンプ
ルに時間を費やす必要がある場合の推定費用
h. 該当する場合、より長い審査期間を必要とするであろうポートフォリオ内の高危険度 CH の推定費用
i.

地域/国など、特定の地理的範囲に関連する個別の状況および高い危険度

j.

該当する場合、利害関係者との協議のための費用 ( Error! Reference source not found.参照)

k.

該当する場合、現地外調査の費用 ( Error! Reference source not found.参照)

2.1.11 CB は、RA 認証機関向け規則の要件を満たす人員のみが、審査および認証手順において割り当てられた業務を遂行する権限を有し、かかる人員が不
適合の証拠を特定する能力を有することを保証するものとする。
2.1.12 CB 審査団は、審査中は常に利益相反規則を観察し、コンサルタント業務を控えなければならない (Error! Reference source not found.参照)。
2.1.13 CB は、CH の認証手順に関与する同 CB の担当者が、最初の審査日の2年前から最後の審査日の2年後までの期間、その CH に対していかなるコンサ
ルティング業務も行わないことを保証するものとする。
2.1.14 CB は、関連する審査業務について、本書の付属文書に定義されている要件を効果的に実施するものとする。
2.1.15 CB は、あらゆる種類の審査業務で見つかったすべての不適合を特定および/または記録するものとする。
2.1.16 CB 審査団は、CH が該当する基準要件に（不）適合であることを検証するために、 CH から提供されたデジタルデータおよび/またはデジタル化さ
れた証拠（例えば、デジタル IMS から）を受 け入れ、検討するものとする。
注意： CB とその審査団は、特により多くのデータがデジタル化形式で収集、保存、分析されている中で、紙ベースの準拠証拠のみを受け入れるこ
とに固執することはできない。
2.1.17 CB は、審査後に CH が講じた是正措置が、訪問した圃場/施設/農場/場所だけでなく、認証範囲内のすべての圃場/施設、農場、場所の間で適切に
実施されることを保証するものとする。
2.1.18 CB は、レインフォレスト・アライアンスの保証文書/システムに記載されている規則から逸脱した行動をとる前に、必ずレインフォレスト・アライ
アンスの承認を求めるものとする。このような例外要求は、実施予定日の少なくとも3週間前までに、cbcert@ra.org 宛、 またはレインフォレスト
・アライアンスの指示に従って提出しなければならない。
注意： 例外を認めるまでの期間が短いと、CB が期待する時期に決定を下すことができない場合がある。
2.1.19 CB の審査団は、以下の場合に限り、事前の承認を得ずに規則を逸脱した行動を取ることができる。
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a. このような決定は、現場で、正当な理由がある場合に行われる。
b. このような逸脱は、認証プログラムの信頼性を損ねるものではない。
c. 逸脱は、審査団/CB が審査前に知らなかった情報/変更に起因するものである。
d. このような場合、CB の審査団は、審査報告にその正当性を文書化して記載するものとする。

農場審査の追加要件
2.1.20 生産者団体認証の場合、CB は、選択された農場への訪問の1日以上前に訪問する生産者名を開示しないものとする。
注意：CB は、翌日午後に訪問する生産者の名前を、前日の午前中に発表することが可能。
2.1.21 審査団は、1度の審査ですべてのシフトを網羅するものとする。
a. CB は審査業務を適応させて、すべてのシフトの主要過程を確実に包含するようにする。
b. 審査団は、同じ場所/圃場/施設で、同一審査日に2番目と3番目のシフトの両方を審査してはならない。
注意：農場 CH の場所（例：加工設備）が再訪するために多くの移動時間（例：車で 1.5 時間以上）を必要とし、審査すべきシフトが 1 つ以上あるに
もかかわらず審査に必要な日数が 1 日未満である場合、CB は、審査準備段階でレインフォレスト・アライアンスにこの規則の例外を要請することが
できる。

2.2 認証申請
農場およびサプライチェーンの審査に適用
2.2.1

CB は以下を確実にするために、認証申請の精査過程および審査前の業務遂行のための文書化された手順を開発し、効果的に実施するものとする。
a. 同手順は、レインフォレスト・アライアンス保証システムで要求されているように、予定時間内に完了する。
b. CB は、認証手順の次の段階に進む前に、完全で正確なデータを受理済みである。
c. 審査団は、与えられた情報・資料等で審査目的を達成する。

2.2.2

CB は、CH から取得したすべての情報を精査し、以下を確認するものとする。
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a. CH とその関連システムに関する情報は、認証/審査業務を計画および実施するのに十分である。
b. 認証範囲と申請者の業務内容は明確に定義されている。
c. CB には、要求された認証作業を実施するために必要な能力、技能、および情報・資料がある。
2.2.3

CB が CH によって提出された RACP からの申請および/またはデータを承認した後、CB は、審査団が審査の準備と実施をできるようにするために
、少なくとも審査初日の4週間前には承認された申請およびデータを利用できるようにするものとする。
注意： CH は、少なくとも審査の4週間前に審査準備データを提供する必要がある。CB は、データが入手可能になった時点で、そのようなデータを
審査団に提供する手順を持つ必要がある。CH から提供されたデータが審査準備のために完全でない場合、CB は審査を延期する必要がある (項目
1.4 認証手順を参照)。

2.2.4

審査後、CB は、審査中に変更や相違が特定された場合、 申請書データを更新するものとする。

2.3 審査の計画と準備
農場およびサプライチェーンの審査に適用
2.3.1

審査の準備中に、少なくとも CB は以下を検証するものとする。
a. 生産者組合として、または別の種類の法人としての実際の住所を含む CH の正式な設立。
注意：単一農場認証選択肢を除き、他の認証選択肢の CH は、その国で登録された法人でなければならない。
b. RACP に登録された通りの圃場/施設/農場の登記。
c. CH の組織図および主要人物の役割と責任、例：能力評価ツールより。
d. 製品の生産工程図および CH の位置と施設の地図/レイアウト。
e. 準拠法または CBA。
f.

2.3.2

農場基準審査の場合：利害関係者からの情報収集が必要かどうかを確認 (Error! Reference source not found.参照)。

CB は、各審査の前に、最新の適用法のリストと当該審査の地理的範囲に対する国別リスク査定（該当する場合）、および CB の審査リスク査定の
結果（別の人物/審査団が行った場合）、定型書式および審査の実施に必要なツールなど、CB のその他の関連する内部資料・情報を、審査団が使用
できるようにするものとする。審査団は、審査を準備、計画そして実施するために、これらの資料・情報を確認し効果的に使用するものとする。
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2.3.3

審査団は、RACP から入手可能なすべてのデータ、審査準備中に CH から受け取った更新済みデータ、および関係者からの情報収集や現場以外での
調査などの他の該当する情報源からのデータを使用して、各審査の審査計画を作成するものとする。主任審査員は、審査計画の質と遂行について責
任を負わなければならない。

2.3.4

審査団は、審査計画が同審査団のすべての構成員の役割と責任を明確にし、また、さまざまな審査業務に関連するアクセスの提供および/または速
やかな遂行のために協力する必要がある CH の主要人物(以下の2.3.14を参照)の役割を明確にすることを保証するものとする。

2.3.5

各審査について CB は、少なくとも審査の6週間前までに RACP または RA が指定するその他の方法で、 審査の最初の日付を確認する。レインフォ
レスト・アライアンスは、この最初の日から（CB/CH）監視作業を計画する。審査開始日が確定した後、CB は審査日を変更してはならない。
注意： 審査の開始日は、CH が必要な審査準備データをすべて RACP にアップロードする前に、CB と CH の間で合意されるべきである。これは、
CB と CH が認証契約書に署名し、予定されている審査日の6週間前よりも早くこの日を設定することを意味する。正確な審査日は、CH から提供さ
れたデータを CB が受領して分析した後に決定される可能性がある。

2.3.6

各審査について詳細で最終的な審査計画は、審査開始日の少なくとも2週間前に RACP にアップロードされるものとする。最終審査計画を RACP に
アップロードした後、CB は、審査日、審査期間および選択された審査団の構成を変更してはならない。 CB は、審査計画がアップロードされた後
に変更を行う場合は、同変更について正当な根拠を示すものとする。

2.3.7

レインフォレスト・アライアンスは、例えば、レインフォレスト・アライアンスが特定の審査団の業績を評価する計画を CB に通知した場合などに
おいて、審査開始日やアップロードされた審査計画の内容の変更を受け入れない権利を留保する。
a. CB が同様の要求に対応できなかった場合、レインフォレスト・アライアンスは、レインフォレスト・アライアンスが同様の作業を改めて実
施するために必要な費用を負担するよう CB に要求する権利を留保する。

2.3.8

認証および監視、机上追跡審査を除く追跡審査の場合、CB は、審査開始日の1週間前までに、CH が RACP または CB のいずれかを介して審査計画
を確実に受け取ることを保証するものとする。

2.3.9

抜き打ち審査および調査審査の場合、CB は以下を保証するものとする。
a. 同様の審査ファイルが RACP で作成され、詳細な審査計画が審査開始日の2週間前までに RACP にアップロードされる。
b. CB は、今後の訪問や審査計画に関する情報を CH と共有してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、CB は詳細な審査計画を共有
することなく、訪問の初日の最大24時間前までに CH に訪問の旨を書面で通知することを決定できる。

2.3.10 審査計画は、審査業務の順序を十分に説明し、審査範囲全体を完全に網羅し、CH の適合性と管理システムの有効性が十分に検証されることを保証
するものとし、更に審査所見や関係者の守秘義務に影響を与える可能性のある詳細を開示することなく、同審査計画を確認する者が、誰がいつ何を
しているのかを理解できるようにする。
2.3.11 主任審査員は、審査計画に少なくとも以下の要素が含まれていることを確認するものとする。
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a. 審査目的
b. 審査基準
c. 審査対象の組織的および機能的単位または作業工程の特定を含む、審査範囲
d. 審査日
e. 訪問する場所(例えば工場、農場、仲買人、下請業者、業務委託先/労働者派遣業者の施設)
f.

各場所で計画されている審査期間

g. 通訳、技術専門家、オブザーバーを含む審査団の各構成員の名前、性別、役割、および責任
h. 訪問する CH の名前、住所、および審査の遂行に協力する任命担当者の連絡先詳細
i.

審査中に立ち会う必要のある主要人物の名前および/または役職。これには以下を含むが、以下には限定されない。
i.

管理責任者代表

vi.

評価対処委員会代表者

ii.

人事/給与計算担当職員

vii.

ジェンダー委員会代表者

iii.

加工施設責任者

viii.

苦情処理委員会代表者

iv.

該当する場合は、労働安全衛生委員会の代表者

v.

該当する場合は、労働者代表

ix.

その他の委員会

j.

審査の各日の各審査業務のおおよその時刻と所要時間

k.

該当する場合、審査前に CB が知らないが審査中に出現するリスクまたは情報のためにこれらが変更される可能性があるという免責事項を
伴う、農場訪問および/または労働者面接の予想数

l.

一般的および該当審査に固有の利益相反が無い旨の声明、守秘義務の責任、贈収賄および/または腐敗防止に関する方針

m. 審査過程への参加に関心のある当事者の一覧、その役割、および参加が許可されている審査内容、例えば、RA 職員のオブザーバーとしての
参加、または RA の CB 監視審査員や CB の認定機関が関連する場合はその参加
n. 以下を含む、審査にすぐに利用可能な重要文書または文書群の一覧
i. 右記に記載されている賃金関連書類
ii. 右記の労働者派遣業者情報

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

Error! Reference source not found.審査

Error! Reference source not found.
80

o. 経歴、連絡先の詳細を含む、審査団の各構成員の概要情報
p. 審査中の使用言語と審査の報告に使用される言語
2.3.12 CB は、審査目的を達成するためのより良い機会を可能にする場合、2.3.11で要求されるよりも少ない情報を CH に対して開示することを決定する
場合がある。このような場合、CB は審査後に実施された審査計画を RACP にアップロードする際に、その決定の正当性を説明しなければならない
。
注意：2.3.11 に記載された情報よりも少ない情報を CH と共有する場合でも、CB は、自身の計画手順に、すべての適用要素が含まれていることを
確認する必要がある。
2.3.13 審査計画では、訪問する農場の名前、ID、コード、および/または面接する労働者の分布など、サンプルの詳細を開示してはならない。
2.3.14 CB は、少なくとも以下の連絡事項を独自システムに記録するものとする。
a. 審査団（主任審査員）と CB との間の、変更を含む審査準備、審査計画に関するコミュニケーション
b. 変更を含む、審査計画に関する CB と CH の間の連絡
2.3.15 CB は、文書化された手順を開発し効果的に実施し、CH が有効な根拠がある場合にいかなる審査においても審査団の構成員に異議を申し立てる権
利を保有していることを CH に知らせるものとする。これは例えば、利益相反の確認および CB が同様の異議にどのように対応するか、などである
。CB は、CH からの異議および同異議に関する結果を含む、この手順に関する関連する連絡事項を記録するものとする。
2.3.16 CB は、RACP で確認された計画に変更があった場合、変更の根拠を含め、審査後に実施された審査計画を RACP にアップロードするものとする。

農場審査の追加要件
2.3.17 CB は、各審査のレインフォレスト・アライアンス基準への不適合リスク(以下、審査リスク査定と呼ぶ) を定義および文書化する仕組みを備えてい
るものとする。
2.3.18 CB は、各審査開始日の少なくとも2週間前に、詳細な審査計画とともに、審査リスク査定を RACP にアップロードするものとする。
2.3.19 審査ごとに CB が実施する審査リスク査定では、少なくとも以下を考慮する必要がある。

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

81

a. レインフォレスト・アライアンスが提供する社会的危険分布図。これには、国ごとのレインフォレスト・アライアンス児童労働および強制
労働に関する農作物部門別危険分布図33、 位置情報データリスク査定結果( Error! Reference source not found.および Error! Reference
source not found.参照)、 および入手可能な RA リスク査定システムの追加結果が含まれる。
b. 農場認証に従って CH が実施した(詳細な)リスク査定(基準要件1.3.1、1.6.3、5.1.5)
c. CH による管理計画
d. 位置情報データの品質（Error! Reference source not found.を参照）。つまり、レインフォレスト・アライアンスの危険分布図で、森林破
壊、および保護区域への侵入を確認する。
注意：危険分布図の使用方法の詳細手順については、地理空間手引きを参照する
e. RA 認証機関向け規則に基づく CB の国別リスク査定
f.

RA 認証機関向け規則に基づく CB の適用法査定

g. 不適合の一般的なリスク、地域や国の状況に応じたリスク
h. 過去の審査報告および/または審査団が知っている他の情報源からの CH の履歴
i.

認証範囲内の業務内容の複雑さ

j.

CH の圃場と施設の地理的位置

k.

圃場/施設/農場の数と均質性/多様性

l.

労働者の情報（特に労働者の数と種類、社会的弱者の存在、農場での労働力が多い時間帯など）

m. 加工および包装工程ユニット数
n. CH から提供されたデータおよび過去の審査報告書に基づく、管理システム（MS）の機能
o. 取引製品およびトレーサビリティ水準
p. 農作物の種類
q. ある場合、内部および外部からの苦情
r.

33

前回の審査の結果/不適合/注意すべき点

この危険分布図は数か国で作成されており、現時点ではバナナ、カカオ、コーヒー、茶類の各部門で作成されている。
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s.

CH の下請業者/仲買人/業務委託先および/または労働者派遣業者のリスク ( Error! Reference source not found.参照)

t.

審査前に CH によって提出されたその他の審査準備データ (1.4項 認証手順)参照

u. CH に対する訴訟。 Error! Reference source not found. にしたがって、CB は、入手可能な公式情報の予備審査を実施して、労働者の権利
および/または人権侵害に関連する審査を受けた CH に対する公開/非公開の訴訟、または司法または行政手続が行われていないかどうかを
確認するものとする。それらが存在する場合、審査団は事例の性質を追跡し、それが孤立しているか体系的であるか、基準に準拠していな
いかどうかを特定するものとする。
v. 指標データ
注意：係争中の訴訟、または継続中の司法または行政手続は、それ自体が不適合の証拠ではない。
2.3.20 CB による審査リスク査定結果は、以下に関する根拠となる34。
a. 異なるカテゴリのサンプルのためのサンプルのサイズ/組成の選択および/または調整は、以下を含むがこれらに限定されない。
i.

訪問/面接を受ける農場/圃場/施設および仲買人、下請業者、業務委託先/労働者派遣業者などの他の関係者

ii.

面接を受ける労働者

iii.

精査される文書

iv.

訪問/観察される作業工程/業務内容/場所

b. 審査団の構成の決定
c. 審査期間の決定

2.4 サンプル抽出
審査で収集された審査根拠は、入手可能な情報のサンプルに基づく。したがって、審査の前に適切なサイズの代表的なサンプルを決定しリスクに基づいた
審査原則に従って審査中にこれらのサンプルを調整することは、審査目的を達成するために不可欠である。この文書は、例えば、生産者、労働者、文書、
および異なるサンプルのサイズ要件を含む、異なる種類のサンプルに言及している。さまざまな論題が存在するリスクも、審査の全体的なサンプルサイズ
に影響を与える可能性がある。

34

また、 Error! Reference source not found. リスクのある項目の場合の結果についても参照。

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

83

注意：
•

本章には、農場、農場単位、圃場/施設のサンプル抽出に関する詳細な要件が含まれている。

•

Error! Reference source not found.審査における責任の共有を審査するためのサンプル抽出方法。

•

管理システムで精査するための文書のサンプル抽出方法に関する要件は、Error! Reference source not found.に含まれている。

•

面接のための労働者のサンプル抽出方法と精査のための労働者資料に関する要件は、Error! Reference source not found.に含まれている
。

•

社会的要件項目の追加のサンプル抽出要件は、Error! Reference source not found.に含まれている。

•

位置情報データがサンプルの構成にどのように影響するかについては、Error! Reference source not found.および Error! Reference
source not found.を参照してください。

農場およびサプライチェーンの審査に適用
2.4.1

CB は、審査前に CB が実施した審査リスク査定と、該当する場合はレインフォレスト・アライアンスリスク査定システムの結果、および審査中に
発生するリスクに基づいて、サンプル決定の文書化された手順を作成し、効果的に実装するものとする。

2.4.2

すべてのサンプル抽出作業について、CB は、ランダムな層化抽出法を用いて、CH の(不)適合性の証拠を効果的に精査および検証するために、可能
な限り最も代表的なサンプルを確保するものとする。

2.4.3

すべてのサンプル抽出計算において
a. CB は、計算された数値を次の整数に切り上げる。
b. この文書内の特定の規則で指定されていない限り、計算された数が3より小さい場合、CB は、人口サイズが3より小さい場合、審査サンプ
ルに少なくとも3またはそのようなすべての対象35（農場、人/労働者、文書、取引など）を含めるものとする。
注意：この規則は、サプライチェーン審査または複合農場審査には適用されない。つまり、訪問するサプライチェーンの施設または複合農場 CH の
農場の数が 3 未満の場合、CB はその数を 3 に調整する必要はない。
c. 同じサンプルに対して2つの異なる計算されたサンプルサイズをもたらすサンプル抽出サイズに矛盾する要件がある場合、審査団はより大き
なサンプルを使用するものとする。

35この文脈での対象とは、審査サンプルを定義する母集団の構成要素を意味する。
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注意：疑問がある場合は、レインフォレスト・アライアンスに相談する。
2.4.4

審査の前に、CH が CB および/またはレインフォレスト・アライアンスによって高リスクであると判断された場合、CB はサンプルサイズ（農場、
圃場/施設、文書、面接など）を増やすことを決定することができる。 1回の審査で、範囲内のすべての大規模農場またはすべての圃場/施設を訪問
することができる。

2.4.5

審査中、CB 審査団は、関連する論題に関するリスクが高いことが審査団によって特定された場合、この文書で最小限必要とされるサンプルサイズ
（農場、圃場/施設、文書、面接など）を増やすことがある。
a. このような変更が審査前に CB に知られている情報に起因する場合、審査団は、CH の審査費用を増やすことなく変更に対応するように審査
活動を調整する。これによりレインフォレスト・アライアンスに例外を要求し、逸脱記録を作成する場合がある。
b. このような変更が審査前に CB に知られていない情報に起因する場合、審査団は、増加したサンプルを包含するために時間を追加し、CH は
審査および報告活動に関連する追加費用を支払うものとする。このような場合、CH は CB およびその審査団と完全に協力する必要がある。
そうでない場合、CB は審査を終了および/または現在有効なライセンスを一時停止する、および/または CH の認証を解除する/非認証とす
る権利を有する。
注意：必要な追加の時間は、審査団が知らなかった変更の大きさによって異なる。

2.4.6

CB は、審査用のサンプルを決定するために使用された説明とパラメーターを含むサンプルサイズを含むがこれらに限定されない、すべてのサンプ
ル抽出手段の記録を保持するものとする。

2.4.7

審査団は、さまざまな審査サンプルを（事前に）定義する際に、この章の付属文書にあるサンプル抽出に関する該当する追加規則を尊重するものと
する。具体的には、
a. Error! Reference source not found. サステイナビリティ差額とサステイナビリティ投資をサンプル抽出するための要件を定義する。
b. Error! Reference source not found. サンプル抽出する文書の追加要件を定義する。
c. Error! Reference source not found. 労働者面接と労働者資料をサンプル抽出するための追加要件を定義する。
d. Error! Reference source not found. 社会的論題への不適合のリスクが審査サンプルにどのように影響するかを定義する。
e. Error! Reference source not found.および Error! Reference source not found.を参照し、保護地域での森林破壊/生産/侵入の位置情報デ
ータとリスクが審査サンプルにどのように影響するかを定義する。
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農場審査の追加要件
2.4.8

審査団は、リスクを基にした取組みを使用して、化学物質の保管、化学薬品の容器の再利用、廃棄物処理、飲料水、化学機材および PPE の保管、お
よび/またはその他の該当する基準要件のリスクなど、社会的論題および人間の健康/安全に影響を与える可能性のある要件への適合性について事実
を観察するために人間の住居、すなわち住宅および仮設住宅の代表的なサンプルを訪問するものとする。

2.4.9

自身のレインフォレスト・アライアンス認証/認可を持っていない仲介業者、下請業者36、および業務委託先には、次の追加のサンプル抽出要件が適
用される。
a. CB は、各仲介業者、下請業者、業務委託先の範囲に関連するリスクを分析し、関連するリスクに従って審査サンプルに含めるものとする。
b. CB は、各仲介業者、各下請業者、および各業務委託先が3年間の認証周期で少なくとも1回審査されることを保証するものとする。業務委
託先が労働者派遣業者である場合、CB はこの文書の Error! Reference source not found.の要件に従うものとする。
i. CB は、リスクを基にしたの取組みを使用して、物理的に訪問する関係者（つまり、仲介業者、下請業者、業務委託先、または労働
者派遣業者）を決定するものとする。（不）適合性を検証および確認するために必要なすべての情報が物理的な訪問なしで利用でき
る場合、審査団は CH の場所から関係者を審査できる。ただし、たとえば、特定の文書/労働者または視覚情報（労働者に提供され
た住宅の確認など）が利用できないか、CH の場所から確認できない場合、CB はそのような関係者/場所（実体）を訪問するものと
する。
注意：下請業者が認証製品を取り扱う/加工する場合、審査団はそのような活動が行われる場所を訪問することが期待される。
ii. 関係者が審査対象として選択され、対面面接に参加できない場合、審査団は、同様のプロファイル/リスクを持つ別の関係者を選択
するか遠隔審査などの別の方法を使用して、その関係者に面接することを決定する必要がある。
c.

その後の審査においては、CB は、必要に応じて、内部および/または外部の以前の審査中に提起された是正措置の有効性を検証するために
、仲介業者、下請業者、および業務委託先の代表的なサンプルを再訪問するものとする。

2.4.10 CB 審査団は、認証/監視審査中にその能力と遂行内容を検証するために、少なくとも内部監査員の総数の平方根または8のいずれか小さい方の立会
い審査を実行するものとする。
a. 立会い審査では、CB 審査団は、立会いされている内部監査員が、同じ審査中に CB 審査員が農場審査/訪問をどのように実行したかを見て
いないことを確認する必要がある（以下の注を参照）。

サプライチェーン CH の下請業者のサンプル抽出に関しては、ＣＢはサプライチェーンの下請業者を施設の一つとみなして、一般的なサプライチェーンサ
ンプル抽出規則に則る。
36
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b. 立ち会われる人物を選択するために、CB 審査団は、ランダムな層化抽出法、リスクを基にした取組みを使用するものとする。たとえば、経
験が最も多い/少ない人、内部監査の回数が最も多い/少ない人、受けた研修の数が最も多い/少ない人などである。
注意：
•

この文脈での立会い審査は、CB 審査団が CH の内部監査員を観察し、内部監査を実行するその人物の能力と履行内容を評価するための
手順として理解される。

•

立会いされる内部監査手順は、CB 審査団の影響を受けずに、同じ人物が以前に実行した実際の内部監査に可能な限り近づける必要があ
る。立会い審査は、完全な内部監査を観察する必要がない場合がある。CB 審査団は、内部監査手順と内部監査員の能力を評価するため
に、内部監査の主要な活動がどのように実行されるかに焦点を当てることができる。

•

審査団は、内部監査員に、審査サンプル内の農場で内部監査（の一部）を実行して手順が内部監査員によってどのように実装されてい
るかを評価し、同じ農場での基準要件の実装をさらに評価するように要求できる。内部監査員に CB 審査員が農場訪問をどのように実行
するかを確認させると、その人は手順を手本とすることができる。これは、内部監査員の能力を評価する目的には役立たない。

2.4.11 農場訪問の場合、次の追加のサンプル抽出要件が適用される。
a. CB は、単一の農場 CH のすべての加工処理施設単位を審査するものとする（他の農場認証選択肢については、2.4.12および2.4.13を参照）
。
b. 認証選択肢に関係なく、審査団は、適用可能なすべての要件に対して、選択された農場を審査するものとする。
c. 農場が、認証される予定の農作物と同じ農作物の（非）認証製品を購入する場合、CB は、トレーサビリティに関係する要件を検証するもの
とし、したがって、審査団は、買取り所をサンプル抽出し、関係者に面接を行い、関連文書を検証するものとする。
d. 選択された農場では、認証選択肢に関係なく、CB 審査団が訪問する圃場番号、区画、部門を含む農場単位の数は、農場単位の総数の最小平
方根でなければならない。
e. すべての農場認証選択肢について、CB は、リスクを基にしたの取組みを使用して、外部審査のために農場単位を選択するための文書化され
た手順を開発し、効果的に実装するものとする。手順は少なくとも以下を考慮しなければならない。
i.

保有地面積

v.

労働者の利用（家族および雇用）

ii.

作物の多様性

vi.

CH に配送/販売された数量

iii.

単一の農場 CH または団体構成員によって管理さ
れる農場単位の数

vii.

農薬等の使用

viii.

農場での作業内容の種類

iv.

外部審査および内部監査/自己査定で気づいた不適
合
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農場/農場単位の場所/近接性
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f.

x.

農場内または土地に隣接する既存の自然生態系

xiv.

保護区域への侵入のリスク

xi.

苦情

xv.

労働者のための住宅

xii.

認証前の土地利用パターン

xvi.

下請業者/業務委託先/労働者派遣業者の使用

xiii.

森林破壊のリスク

xvii.

労働者の年功

CB は、監視審査で農場が再訪問された場合、1回の認証周期で農場のすべての農場単位を訪問するよう努める。
注意：CB は、リスクベースの取り組みを用いて、最高危険度の農場単位への訪問を優先する。

g. 審査団は、訪問した農場単位 ID /番号を文書化し、この情報を審査報告書に含めるものとする。
h. 監視審査では、NC が記録された農場単位の代表的なサンプルを訪問して、調査結果が内部訪問か外部訪問かに関係なく、審査結果に対処
する際の管理システムの適合性と有効性のレベルを検証する必要がある。
2.4.12 複合農場審査の場合、次の追加のサンプル抽出要件が適用される。
a. 買取り所がある場合、CB は、買取り所の平方根の少なくとも50％または3つのいずれか高い方を審査するものとする。
b. CB は、各加工施設が認証周期で少なくとも1回審査されることを保証するものとする。
c. CB は、あらゆる種類の審査において、審査団が MS 文書および MS 職員に接触できる主要な/中央拠点を審査するものとする。
d. CB は、すべての構成員の農場が認証周期で少なくとも1回審査を受けるように、複合農場 CH の下の構成員の農場を選択する手順を開発し
、効果的に実装するものとする。認証審査または監視審査においては、CB は、その複合農場 CH の農場数の少なくとも33%を審査するもの
とする。CB は、以前の審査実績および/または特定されたリスクに基づいて、農場を再訪問するか、サンプルのサイズを増やすことを決定
する場合がある。
e. 手順では、少なくとも、農場単位を選択するためのパラメータを含め、この文書の2.4.11に記載されているパラメータを考慮する必要があ
る。
f.

以前の審査で NC が発見された場合、CB は、NC に対処するための是正措置の有効性を検証するものとする。
i.

NC が見つかった農場

ii.

NC が見つからなかった少なくとも1つの追加の農場。 追加の農場での検証は、検出された NC に限定できる。

g. 複合農場認証範囲内の1つの農場が適合性を維持していないか、見つかった NC を効果的に解消しない場合、認証の範囲に含まれるすべての
農場は、NC の性質に応じて、認証書の一時停止および/または該当する制裁の対象となる。
2.4.13 生産者団体認証審査の場合、次の追加要件が適用される。

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

88

a. 買取り所がある場合、CB は、買取り所の平方根の少なくとも50％、またはそれらの内3か所のいずれか高い方を審査するものとする。
b. CB は、少なくとも加工施設の平方根を審査するものとする。
c. CB は、あらゆる種類の審査において、審査団が MS 文書および MS 職員に接触できる主要な/中央拠点を審査するものとする。
d. CB は、リスクを基にしたの取組みを使用して、審査サンプルに含めるメンバー農場とグループメンバーの農場単位を選択するための文書化
された手順を開発し、効果的に実装するものとする。
e. 手順では、少なくとも、農場単位を選択するためのパラメータを含め、この文書の2.4.11に記載されているパラメータを考慮する必要があ
る。
f.

CB 審査リスク査定に基づいて、訪問/審査される小規模農場の数は、計画段階で審査の前に決定されるものとする。審査/訪問される小規模
農場の数は、標準的な最小数より少なくてはならない（以下を参照）。

g. 訪問する小規模農場の標準的な最小数（DMN）は、大規模農場を除く構成員農場の総数の平方根である。
h. CB は、異なる村/区画/地域/内部監査地域/サブグループなどの間で訪問される構成員農場の最も代表的なサンプルを確保するものとする。
i.

CB が認証の信頼性に影響を与える可能性のある問題を発見した場合、CB は最大で DMN の2倍までサンプルサイズを増やすことができる。
CB は、各審査の DMN の調整の正当性を文書化するものとする。

j.

CB は、毎年少なくとも40％の大規模農場を訪問/審査するものとし、CB は、各大規模農場が認証周期で少なくとも1回審査されることを保
証するものとする。高危険度と評価された場合、CB は大規模農場のサンプルサイズを増やすことを決定し、1回の審査で範囲内のすべての
大規模農場を訪問する場合がある。

k.

1人の審査員が1日に審査する小規模農場の最大数は、6を超えてはならない。大規模な農場の場合、審査員1人あたり1日あたり最大3つの農
場でなければならない。CB が1日あたりの構成員農場の数を増やすことを決定した場合、実施前にレインフォレスト・アライアンスに連絡
して免除を取得し、そのような調整の正当性を文書化するものとする。

注意：レインフォレスト・アライアンスは、一人の審査員が訪問する農場の数がこれらの最大数よりもはるかに少ないと予想している。特に、構成員の
農場に施設、他の作物、収穫後/加工活動がある場合はなおさらである。
2.4.14 CB は現地追跡審査のために以下の追加サンプル抽出要件に従うものとする(2.15章を参照)。
a. 前回の審査中に、生産者団体管理システム(MS)のみが要件を満たしていない場合、追跡審査は MS にのみ適用されるものとする。追跡審査
の対象となる要素は、見つかった不適合に限定することができる。追跡審査中に新しい情報が出現した場合、または新しいリスクが特定さ
れた場合、審査団は範囲を拡大することがある。
b. 前回の審査で、構成員農場でのみ不適合が見つかった場合、サンプルのサイズは要件を満たさなかった農場数の2倍で、最大数は前回審査で
必要なサンプルサイズに等しくなる。準拠しなかった農場はサンプルの一部でなければならない。
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c. 前回の審査中に、団体責任者と構成員農場の両方が要件に準拠していなかった場合は、両方を審査する必要がある。農場のサンプルサイズ
を決定するために、上記の確立された規則 a および b に従わなければならない。
2.4.15 審査報告書草稿をアップロードする場合、CB は、計画および実装されたサンプルを変更および/または逸脱の正当性とともに RACP にアップロード
するものとする。

サプライチェーン審査の追加要件
2.4.16 複数施設 SC 審査の場合、次の追加のサンプル抽出要件が適用される。
a. CB は、あらゆる種類の審査において主要/中央拠点を審査するものとする。
b. 審査対象の施設のサンプルは、認証書内の施設の総数の平方根に等しくなければならない。施設は、各施設の完成した SCRA に従ってリス
クカテゴリを表すように選択する必要がある。サンプルの選択は、カテゴリ B から E に分類される施設からのみ行われる。カテゴリ A に分
類される施設は、サンプルの一部にはならない。たとえば、CH に9つの施設（3 B、3 C、3 D）がある場合、これら3つのカテゴリのそれぞ
れから1つの施設を審査して、合計3つの施設訪問を行う必要がある。施設数の平方根が5より小さい場合、CB は施設訪問数を5に増やす必
要はない。
c. 審査対象の施設を選択する際には、次の要素を考慮する必要がある。
i.

地理的分布

ii.

活動および/または生産された製品

iii.

参加施設のサイズと複雑さ

iv.

内部報告または外部審査によって特定された管理システムの改善分野

v.

新しい施設、製品、または手順

vi.

施設のリスクレベル

d. 以前の審査で NC が発見された場合、CB は、NC に対処するための是正措置の有効性を検証するものとする。
i.

NC が見つかった施設

ii.

NC が見つからなかった少なくとも1つの追加施設。追加施設での検証は、検出された NC に制限できる

注意： CB は、遠隔審査を実行することにより、追加（施設）での是正措置の有効性を検証することを決定する場合がある。
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2.4.17 CB および/またはレインフォレスト・アライアンスによって CH が高危険度であると結論付けられた場合、CB はサンプルサイズを増やすことを決
定し、1回の審査で範囲内のすべての施設を訪問することができる。

2.5 審査期間
移行審査を除く、農場審査にのみ適用される37。
CH とレインフォレスト・アライアンスのリスク査定システム（利用可能な場合）が共有するデータに基づいて、最短審査期間（MAD）は、CB が実際の審
査期間を決定するための基礎となる、以下の式を使用して推定される。
CB は、審査リスク査定手順の結果を使用して審査期間を延長し、審査団が CH の適合性を適切に検証するための十分な時間を確保することが期待されてい
る。
審査期間は、審査前に CB 審査団に知られていない情報から生じる新たなリスクに基づいて延長することもできる（この文書の 2.4.5 も参照）。
2.5.1

推定最短審査期間(MAD)を計算する際、CB は以下の指針に従うものとする。

2.5.2

CB は、CH の農場間の近接性と、ある農場と別の農場間の移動のしやすさを評価するための文書化された手順を開発および実装するものとする。
これは、生産団体近接係数（GPF）と呼ばれる。この査定のために CB はまた、GPF を決定する際に、場所の地形、輸送手段、道路の質、季節、気
象条件を考慮するため、地域の状況に関する知識を使用するものとする。CB 審査団は、最も現実的な GPF を決定し、これを使用して審査期間を短
縮してはならない。
注意：生産者団体近接係数(GPF)は、生産者団体農場の GPS 座標を使用して、審査の前に CB によって決定される。

2.5.3

37

CB は、GPF を決定する際に以下の指針と、以下の Error! Reference source not found.の指針に従うものとする。

これらの農場審査の規則は、2022 年以降最初の認証審査から必須である。（移行認証規則の最初の認証審査についての詳細も参照）
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CB による近接性査定

GPF 値

団体農場は非常に近くにあり、選択した 2 つの村/区画/地域/内部監査地域/サブグループなどの 6 つの農場間を移動する時間を含め、8
時間以内に審査員 1 人あたり 6 つの農場を簡単に訪問できる。

1.0

団体農場は到達可能な距離にあり、選択した 2 つの村/区画/地域/内部監査地域/サブグループなどの 5 つの農場間を移動する時間を含
め、8 時間以内に最大 5 つの農場を訪問するのが合理的である。

1.1

団体農場は互いに離れており、選択した 2 つの村/区画/地域/内部監査地域/サブグループなどの 4 つの農場間を移動する時間を含め、8
時間以内に最大 4 つの農場を訪問するのが合理的である。

1.2

団体農場は互いにかなり離れており、選択した 2 つの村/区画/地域/内部監査地域/サブグループなどの 3 つの農場間を移動する時間を
含め、8 時間以内に最大 3 つの農場を訪問するのが合理的である。

1.3

表 AR1：団体近接係数の決定
2.5.4

危険因子(RF/リスクファクター)
CH の危険度区分

RF 値

最高危険度区分の CH

1.2

高危険度区分の CH

1.15

中危険度区分の CH

1.1

低危険度区分の CH

1.0

非常に低い危険度区分の CH

0.9

表 AR2：危険因子の決定
注意：危険度区分は、CH から提供されたデータを使用して CH での審査ごとに決定される。これは、レインフォレスト・アライアンスのリスク査
定システム（利用可能な場合）の結果と、CB 審査リスク査定の結果を組み合わせた結果になる。
2.5.5

面接時間の概算(IDE)
a. CB は、この文書の Error! Reference source not found.の方針に従って、個別面接の数（NII）とグループ面接の数（NGI）を計算した。
b. 個別面接の最短時間（DI2）は、NII * 0.25時間として計算される。
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c. 生産者団体面接(DGI)の最短時間は、NGI * 0.5時間として計算される。
最小 IDE(時間単位)= DI2 + DGI
2.5.6

農場のサンプルサイズの決定
a. 標準的な農場のサンプルサイズ（DS2）=平方根（グループ CH 内の小さな農場の数）
b. 標準的な大規模農場のサンプルサイズ（DLS）= CH 内の大規模農場の数* 0.40

2.5.7

他の農場圃場/施設での審査時間
a. 加工ユニット38で、少なくとも2時間/ユニット
b. 買取り/収集所で、少なくとも1.5時間/施設

推定最短審査期間(MAD)は、次のように計算される。
MAD（単一認証）=（（DS2 / 6）+（DLS / 3））* RF * GPF + IDE（時間単位）+（審査対象の加工ユニットの数* 2 時間）+（審査対象の買取り所の数* 1.5
時間）+管理システムに 1 日
注意
•

この章の公式は、レインフォレスト・アライアンスの裁量で調整される場合がある。

•

このような施設で複雑な加工作業が発生する場合、管理ユニットでの審査時間は大幅に増加すると予想される。

•

買取り/収集所での審査時間は、同買取り所が大量に、および/または多数の小規模農場からおよび/または認証済みと非認証済みの両方の数量を買
取る/取り扱う場合、大幅に増加すると予想される。

•

複合審査または統合審査の場合、CB はの要件 Error! Reference source not found.に従うものとする。

•

通訳を使用する場合、審査団はそれに応じて必要な審査期間を調整する必要がある。通訳が必要な追加の時間を決定する際に、審査団は、どの審査
活動に通訳が必要かを検討する必要がある。つまり、IMS のみ、IMS と農場の両方、管理者、農民と労働者の面接などである。

•

「管理システム用に1日」が最短である。その評価に基づいて、CB は、訪問した CH での適合性を十分に検証するために時間を増やす必要がある。
例えば、大規模な製茶工場やコーヒー加工施設では、管理システムの審査日数が増えることが予想される。

38加工ユニットは、コーヒーミル、製茶工場、中央カカオ倉庫、パッキングハウス（バナナ、パイナップル、花、パーム油）などである。
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•

単一の認証は、審査はレインフォレスト・アライアンス2020基準のみを対象としていると理解される。

サプライチェーン審査にのみ適用
2.5.8

中央管理施設での審査時間は、管理（手順、過程、文書化）を評価するために最低2時間でなければならない。

2.5.9

複数施設審査では、CB は、認証された製品を取り扱う各施設について、最低2時間の審査時間を確保するものとする。審査団は、管理および認証さ
れた製品の取扱いの両方を行う施設に対して、最低4時間の審査時間を保証する。

2.5.10 社会的要件項目がサプライチェーンの審査範囲に含まれている場合、CB は、Error! Reference source not found.および Error! Reference source
not found.の審査期間に影響を与えるルールが規定され、遵守されていることを確認する。

2.6 認証および監視審査
農場およびサプライチェーンの審査に適用
2.6.1

CB は、認証および監視審査の実施方法の手順を説明した文書を作成し、効果的に実施するものとする。

2.6.2

CB は、完全かつ正確なデータを収集して客観的かつ代表的な証拠を定義することにより、CH 管理システム(MS)の有効性と該当する要件への適合
性を評価するために完全な審査を実施するものとする。

2.6.3

少なくとも、審査は効果的に以下を行うものとする。
a. CH および RACP から提供されたデータの正確性の検証および確認を含め、CH が正しい範囲を持っていることを検証および確認するため
に十分な情報を取得する。
b. 認証に関与する仲介業者、下請業者、業務委託先、労働者派遣業者を含む、圃場/施設、農場、労働者の正しい数と効果的な管理を検証する
。
c. CH の管理システムの主要な側面、手順、目的、および機能の特定に関して、基準およびその保証システムの適用要件に関する CH の適合
性のレベルを評価する。
d. 文書化された管理システムの成熟度と開発を評価する。これには CH 管理システムの効果的な機能とおよび基準からの要件をプラスの影響
に転換する方法が含まれるが、これらに限定されない。
e. 適用される法規制要件を特定して検証する。
f.

CH 苦情解決制度の有効性を評価する。
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g. RA 審査の範囲に関連する要素を含むその他の外部審査の結果を確認する。例としては、政府機関による安全衛生審査、地方自治体による労
働監督、社会審査、別の持続可能性スキーム39の審査などがある。
h. 該当する場合は、前回の審査以降の改善および/または変更を評価する。
2.6.4

審査には、少なくとも次の要素を含める必要がある。
a. 審査開始会合

f.

b. 該当する場合、施設視察。

必要に応じて/該当する場合は、コミュニティ構成員への
面接。

g. 選択された農場/農場単位とその生態系および貯蔵庫、（
農薬）噴霧者のシャワーなどのインフラストラクチャ訪
問。

c. 文書化された方針と手順を含むがこれらに限定されない
、文書化された管理システムの設定と機能の検証。 記録
の保存、 職員の能力と義務。 法定および法的要件の理解
と実施。 （該当する場合）仲介業者、下請業者、業務委
託先、労働者派遣業者の適合性。 内部監査と自己査定。
人事方針と慣行、 採用/契約/給与/賃金/支払い/労働時間
/昇進。

h.

加工施設、買い上げ拠点、苗床、労働者の家を含むがこ
れらに限定されない農場の他の場所への訪問、および該
当するばあいはそのような場所での労働者/MS 担当者への
面接。

d. CH の管理職員、CH の責任者との面接。

i.

審査終了時会合前の、MS での情報の三角測量。

e. 該当する場合、労働者、労働者委員会、労働者代表、仲
介業者で働く労働者、下請業者、業務委託先、労働者派
遣業者および他の認証に関与する人々への面接

j.

審査団構成員間の審査所見の決定。

k.

審査終了時会合

2.6.5

非通知審査中に CH が CB を受け入れる準備ができていない場合、CB はその CH の認証書を一時停止するものとする。不可抗力の場合、またはレ
インフォレスト・アライアンスの独自裁量で決定される例外的に正当な理由がある場合にのみ、1回の認証周期、つまり3年間に1回の例外を与える
ことができる。

2.6.6

さらに、監視審査の場合、審査団は少なくとも以下を精査および検証する必要がある。
a. 認証および/または審査範囲の変更
b. 以下を含むがこれらに限定されない、管理システムの効果的な機能

39審査結果を確認することで、審査団は優先順位を付けたい論題のリスク指標を得ることができる。CB

審査団は、これらの報告からの是正措置を追跡することは期待されていないが、是正措置を

検討することで、CH の管理システムが機能しているかどうかの兆候がわかる。
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i.

研修と意識向上活動の有効性

ii.

内部または外部の不適合に起因する根本原因の分析、修正、是正措置の有効性

iii.

リスク査定と管理の有効性

2.6.7

CB は、改善を繰り返す領域、CH の繰り返す不適合等の傾向を含め、全体的な業績と改善の進捗状況を評価および文書化するものとする。

2.6.8

CB は、レインフォレスト・アライアンス保証システムの要件適合性を示すために、審査業務がどのように実行されたかを実証するために必要と考
える記録と、各審査における CH の(不)適合性を実証するための詳細証拠を文書化するものとする。
注記この記録には、レインフォレスト・アライアンス保証システム要件に対しての逸脱毎の正当性に関する根拠も含まれている。

農場審査の追加要件
2.6.9

審査団は、保全地区、インフラストラクチャ、非認証作物栽培区域を含む農場/農場単位の代表的なサンプルを訪問し、農場レベルの労働者との面
接を実施するものとする。審査団は、必要に応じて コミュニティレベルの関係者とも接触する。

2.6.10 審査団は、適用となるスマートメーターの要件について常にデータ品質を検証する必要がある。
2.6.11 審査団は、自己選択または必須の改善要件の効果的な実施を検証するものとする。

2.7 審査開始時会合の実施
農場およびサプライチェーンの審査に適用
2.7.1

CB 審査団は、主任審査員による効果的な審査開始時会合から各審査が始まることを確認するものとする。

2.7.2

審査開始時会合には、少なくとも本書の2.3.11に示されている審査団と主要な CH 担当者の参加が含まれるものとする。

2.7.3

審査開始時会合には、少なくとも以下の要素を含める必要がある。

2.7.4

通訳者、オブザーバー、および/または技術専門家など、明確な役割と責任を持つ審査団の紹介。

2.7.5

審査計画の確認、および計画された作業を全て実行できることの確認。同確認においては、以下を明確に定義するものとする。
i.

審査団

iii.

審査範囲

ii.

審査の種類

iv.

審査目的
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v.

審査基準

vii.

審査中の移動のためのロジスティックの取り決め

vi.

審査終了時会合の日時など、CH
との関連する取り決め

viii.

休憩

ix.

変更事項

2.7.6

計画された審査業務に影響を与える変更の確認。

2.7.7

審査団と CH の間の連絡手段と連絡先の確認。

2.7.8

審査団による資料・情報等および設備の可用性の確認。

2.7.9

CH が、面接対象者、ガイド、ファシリテーター、またはその他の役割40のいずれかとして審査活動に参加する労働者に対して、少なくとも通常適
用される賃金を支払うことの確認。

2.7.10 全ての必要文書が、審査実施場所で利用可能であるか、そうでなければ審査団が電子的手段で簡単に利用できることの確認。
2.7.11 写真撮影の許可や、CB がレインフォレスト・アライアンス、その関連する認定機関、および/または関連当局を含む外部組織と情報を共有しなけれ
ばならない状況を含む、守秘義務に関連する事項の確認。
2.7.12 関連する労働安全、審査団の緊急事態および安全対策手順の確認。
2.7.13 特定される不適合の種類と等級付けを含む、報告の方法。
2.7.14 審査が時期尚早に終了する可能性のある条件に関する情報。
2.7.15 審査団が審査に責任を持ち、審査業務および審査証跡を含む審査計画実行を管理することの確認。
2.7.16 該当する場合、前回の審査所見状況の確認。
2.7.17 審査中に使用する言語および通訳者の必要性に関する確認。
2.7.18 新しい情報が出現した場合に調整が行われることの確認。
2.7.19 CB の贈収賄防止および/または汚職防止方針の確認。
2.7.20 審査団は、CH が贈収賄を行わないことを理解し、同意し、定められた方針を尊重する旨の宣言に CH の代表者が署名することを CH に要求する。

40

通訳者はＣＢによって支払われる。
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2.7.21 サンプル抽出を基にした審査を実施するために使用される方法および手順、および農場と労働者のサンプル抽出についての説明。ただし、CB は
i.

面接対象の労働者のサンプルをいかなるときも開示してはならない

ii.

文書、記録がどのようにサンプル抽出されるかについての詳細をいかなるときも開示してはならない

iii.

該当する場合、実際の訪問の1日以上前に選択された農家のサンプルの詳細を開示してはならない。

2.7.22 審査団は、訪問中に CB、CB 審査団の連絡先詳細をすべての人に提供する可能性があることを説明するものとし、CH は該当する人物がいかなる方
法でも、いつでも CB に連絡できるように推奨するものとする。
2.7.23 審査団は、すべての面接は極秘に行われなければならないこと、そのため CH の代表者やあらゆる種類の監督者は、生産者および労働者の面接に参
加しないように求められていることを説明するものとする。
2.7.24 審査団は、労働者が快適でプライバシーを保てる仕事場あるいは圃場/施設で面接を受ける必要があることを説明するものとする。CB は、CH は労
働者がいかなる方法でも面接手順に意図的に介入しないことを保証し、CH は審査過程中にそのような領域に記録装置を持ち込まないこととする。
2.7.25 審査団は、すべての面接は極秘に行われなければならず、したがって労働者への面接中に労働者代表が立ち会うことは許可されていないことを説明
するものとする。
2.7.26 施設視察の必要性についての説明と、必要となる特別な手配の確認。
2.7.27 会議の参加者が質問をする機会、特にこの会合に招待された委員会からの質問。
2.7.28 CB 審査団は、CB の定型書式を使用し、少なくとも名前、役職、参加者署名、日付、時刻、場所、および同会合から発出する追加の記録を含む議事
録を完成させるものとする。
2.7.29 CH が他の個人または組織からのコンサルタントサービスを使用した場合、CB は、コンサルタント機関が、いかなる審査業務にも介入せず、いか
なる時も CH を代表しないオブザーバーとして審査開始時会合時および審査終了時会合中にのみ立ち会うことができるようにするものとする。
a. CB は、そのようなコンサルタント機関が CH に代わって審査団に回答や文書を提供しないことを保証するものとする。
2.7.30 非通知審査の場合、CB は以下を実施するものとする。
a. 審査団が到着した直後の、CH の1名またはそれ以上の代表者と会うことが可能な CH 事務所または選択された場所での審査開始時会合。
b. 施設・工場が審査開始時会合と同じ場所にある場合は、同会合直後に施設・工場視察を行う。
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2.8 施設視察
農場およびサプライチェーンの審査に適用
施設視察の目的は、審査団が施設のすべての範囲の物理的状態と従来の慣行を観察し、物理的状態と慣行がどのように基準要件にかなうかという視点を形
成できるようにすることである。視察は、管理者や労働者と正式ではない会話/面接を行い、調査結果を裏付ける施設に基づいた証拠を探す機会でもある。
視察結果は、後に、管理者/労働者の面接および文書精査からの証拠に基づき三角測量される。
本書では、施設は主要な加工業務が実行される CH の施設として理解されている。
2.8.1

CB は、主要な業務関連リスクと、CH 敷地内でこれらのリスクのある加工業務が観察される可能性がある場所を評価するものとする。そのために
、CB は以下を行うものとする。
a. 適用基準要件に従って、CH が、関連するすべてのインフラストラクチャを含む、認証範囲内にある場所の簡単な地図/レイアウトを提供（
アップロード）していることを確認する。
b. すべての場合において、これらの場所がいつ使用されるかを理解し、審査活動を実行するための最も適切な時期を特定する。
c. CH の敷地内で行われている手順と潜在的な活動を理解するために、審査の前に製品フローチャートを受け取っていることを確認する。
注意：製品フローチャートは、さまざまな段階での製品の動きを示す。これは、トレーサビリティが存在する重要な段階を特定するための審査の計画
に役立つ。したがって、現場で評価されるユニット、場所、段階を特定するのに役立つ。
d. これらの作業の稼働時間を特定する。

2.8.2

審査団は、状況に応じて施設視察を計画するものとする。この施設視察計画は、現場に到着した際に適時修正される場合がある。

2.8.3

場合によっては、CH の圃場/施設が、安全性または商業上の守秘義務の理由から、訪問者が同伴者なしで生産区域を歩くことを禁止したり、写真撮
影を禁止したりする場合がある。それにもかかわらず、審査団は、そのような制限区域での作業が別の方法で評価されることを保証するものとする
。
a. 審査団は、審査終了時会合議事録と審査報告書に圃場/施設への入場または写真撮影の制限について記録するものとする。

2.8.4

施設視察は、認証範囲に直接関与する主要な加工活動を行う労働者がいる場所を対象とするが、これに限定されない。視察には、進行中または計画
中の建設作業がある区域も含まれる。

2.8.5

施設視察中、CB 審査団は少なくとも以下を行うものとする。
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2.8.6

2.8.7

初めに評価する
i.

圃場/施設で行われている作業

ii.

労働条件

iii.

健康と安全の実践

識別する
i.

重要なリスク段階

ii.

潜在的に脆弱な労働者のグループ

iii.

認証範囲内の手順

iv.

圃場/施設の現場で実行されていないため、下請業者によって実行される可能性のある操作があるかどうか

2.8.8

管理者と労働者間の雰囲気および管理システムと慣行がどのように実施されているかを観察する。

2.8.9

現場で面接する可能性のある生産者団体/個人を選択する。

2.8.10 必要に応じて、一般的な問題について労働者/監督者と内密の会話を行う。
2.8.11 施設視察中、審査団は、CH の進行中の業務・作業への影響を最小限に抑えるように努力するものとする。

2.9 管理システムの審査と文書精査
農場およびサプライチェーンの審査に適用
2.9.1

一般に、審査団は、審査中に適用可能なすべての基準要件への（不）適合を確認するために、必要なすべての種類の文書を評価するものとする。
注意： この章に示されている文書の一覧は網羅的ではない。

2.9.2

審査中、審査団は少なくとも以下を検証するものとする。
a. 提供された文書、および同文書に変更があったかどうか。
b. 該当する場合、CH によるリスク査定とリスク緩和策。
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c. 管理計画。
d. 削除や追加など、CH の登録情報への変更。
e. MS 職員の能力。
f.

MS 職員と労働者の研修記録。

g. トレーサビリティ、購入/販売手順、購入/販売記録。
h. 該当する場合、CH と構成員の農場/圃場/施設間の契約。
i.

MS 職員の利益相反。

j.

該当する場合、サステイナビリティ差額およびサステイナビリティ投資の支払いと管理の詳細と記録

k.

自己査定結果

l.

労働者に関する資料。

m. 内部監査/自己査定と外部審査の両方からの不適合の特定と解決における MS の有効性。
2.9.3

CB 審査団は、少なくとも以下の MS の文書を検証するものとする。
a. CB 審査団は、Error! Reference source not found.に従って、文書検証の最小数に従うものとする。審査団は、新しい情報および/または新
たなリスクが特定された場合、サンプルサイズを増やす場合がある。

農場審査の追加要件
2.9.4

さらに、審査団は農場 CH の MS で次のことを確認する必要がある。
a. 内部監査を定義する一連の手順と書式
b. 1日あたりの監査数、監査員数対生産者数の評価を含む、内部監査の詳細と記録
c. 団体構成員の研修記録
d. 団体構成員に提供される物的支援
e. 農場での作業内容に関する農場文書
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2.10 面接と労働者記録精査
範囲内に社会的要件項目がある農場およびサプライチェーン審査に適用
2.10.1 CB は、通訳者を含む審査団の構成が、CH の範囲内で認証業務に関与する人が話す言語を反映していることを確認するものとする。
2.10.2 CB は、時間や費用の圧迫のために面接を急いだり数を減らしたりすることなく、審査団が必要な面接を実施するのに十分な時間を割り当てるもの
とする。審査団は、審査中の農場での作業内容、対応可能な労働者の種類とその特性、責任、および所有地分布、および現地審査実施中に特定され
た新たなリスクを含む、審査計画作成中に利用できない情報に関連するその他の要因に応じて、予備会議中に面接数と分布を調整できる。
2.10.3 CB 審査団は、CH の代表者および/または他の外部組織の代表者（例えば労働組合の代表者）が、生産者および/または労働者への面接中に立ち会わ
ないと保証するものとする。
2.10.4 認証範囲に社会的論題を含むすべての審査において、審査団は、面接対象者の証言を裏付ける証拠として使用し、一致または同意した場合に不適合
を提起するものとする。裏付けとなる証拠は、文書化された証拠がなくても、複数の面接で確認された事実である。
2.10.5 審査団は、詳細情報は提供せずに、実行される面接数と標準的構成を一般的な方法で CH に開示するのみとする。面接を受けた労働者の名前は、行
われた（予定されている）面接の機密性とプライバシー、または面接対象者のプライバシーあるいは安全性を危険にさらす可能性のあるいかなる方
法においても CH に開示してはならない。
a. CB は現地審査に必要な面接数の一部として、現場外労働者の面接を計算に入れる場合がある。
b. CB は、 政府当局、支援活動団体、審査対象の CH で働いていない組合代表者など、他の関係者への面接を必要な面接数の一部として計算
せず、労働者面接として計算に入れない。
c. レインフォレスト・アライアンスは、必要に応じて現場外調査の範囲の一部として、面接の数と種類を指定する権利を留保する（Error!
Reference source not found.を参照）。
d. CB には、CB 審査団によって行われた検証を記録するための定型書式が必要である。審査チェックリストには、審査の結論を確立するため
にどの特定の記録が評価されたかを示す明確な客観的かつ検証可能な証拠を含めるか、提供するものとする。
2.10.6 CB は、面接を受けた、出来高制または割り当て作業毎の支払いを受ける労働者が、面接に費やされた時間に関して支払いを補償されるものとする
。下請業者、業務委託先、および労働者派遣業者によって、出来高または割り当て作業毎の支払いを受ける労働者については、特別な配慮が必要で
ある。
注意：
•

審査団は、審査終了時会合中に、CH が CB 審査団と過ごした時間と同等の金額を面接された労働者に支払うことを確認する。
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•

審査団は、面接/面接対象者のプライバシーや機密性を損なうことなく、労働者が面接に費やした時間を追跡しデータを CH と共有する。審査団
は、CH がこれらの労働者に通常は1日の終わりに、場合によっては期間の終わりに支払うことを確認する必要がある。CB 審査団は、支払いが
行われ、労働者に支払われた金額が少なくともその時間を課業の実行に使用した場合に稼ぐべき金額と同等であることを確認するものとする。

2.10.7 CB 審査団は、面接対象者が CB 審査団と情報を共有する上で快適な言語で面接を実施するものとする。CB は、審査の前に通訳者を配置する必要性
を検討し手配するものとする。 通訳者が審査団の一員である場合、CB は、この文書の Error! Reference source not found.要件が効果的に実施さ
れていることを確認するものとする。
2.10.8 面接対象の労働者を選択する際には、少なくとも次の規準を考慮する必要がある。
a. 審査中に出席した労働者の数、およびさまざまな分野や作業における分布
b. 審査中の業務における生産および加工作業
c. 遠隔地で働く労働者、在宅勤務者、および関心はあるが審査期間中に立ち会わない労働者数
d. さまざまな年齢層を含む労働者年齢
e. 同じ国内の異なる出身の労働者、外国人、異なる部族/マイノリティの先住民など、出身および民族グループを含む民族性。
f.

ジェンダー

g. 常勤、臨時、不定期、フルタイム、パートタイムの労働者などの従業員の雇用状況
h. 時間/日支払い労働者や、割り当て、出来高、または作業毎に支払いを受ける労働者等、給与の種類
i.

業務/監督者などの階層レベル

j.

可能な場合、識字レベル

k.

実行する仕事の種類

l.

最近雇用された労働者を含む、CH の就業時間

m. 立場の弱い労働者、例えば搾取、差別またはハラスメントのリスクがある労働者
n. 労働者組合、労働者委員会、その他委員会または他の同様の組織における代表
o. 除草、収穫、農薬散布などの現場作業、梱包工場、加工ユニットなどの加工活動に労働者を提供する労働者派遣業者の存在
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p. 業務委託先によって契約された労働者の存在、たとえば、警備員、労働者/農薬等/製品の輸送のための運転手、清掃サービス、医療サービ
ス、機器の保守整備
q. 土地または資源の使用権、季節労働者の流入が多い CH、または周辺のコミュニティに影響を与えるその他の条件
r.

以前の不適合、苦情

s.

最近病気休暇から戻った労働者、最近産休から戻った労働者、移民または臨時労働者、若年労働者（15歳、一部の国では14歳、から17歳）
などの特別な要因。

t.

さらに、性差別、暴力、セクシュアルハラスメントに関する審査証跡を完成させるために、CB 審査団は、現場および/または現場外の女性
ソーシャルワーカー、ボランティア、ジェンダー委員会の委員、下請業者の関連労働者、業務委託先、労働者派遣業者、掃除人、食堂作業
員、建設作業員、クリニックの看護師および医師、寮と警備員、および輸送業務委託先に面接するものとする。

u. 審査準備中に特定された、または審査実施中に出現するその他のリスク指標
2.10.9 CB 審査団は、面接参加者が安全、安心、快適さを感じていること、プライバシーが保護されていることを確認するものとする。
2.10.10 CB とその審査団は、面接の参加者が何らかの形で強要されたり、脅迫されたり、報復されたりする可能性のある方法でデータ/情報を開示しないこ
とを保証するものとする。審査団は、審査団および/または CB の連絡先の詳細を共有して、面接の参加者が何らかの形で脅迫、強制、または報復さ
れた場合に連絡できるようにすることができる。
2.10.11 CH での業務が臨時および/または季節労働者の使用に大きく依存する場合、CB は、現地審査中に臨時および/または季節労働者の最大の推定人数に
出席してもらうために最善を尽くすものとする。この推定は、CB のシステムに記録されるものとする。
2.10.12 予期せぬ理由により審査中に臨時および/または季節労働者が多数現場にいない場合、および/または面接が必要な特定の人が不在の場合、CB 審査
団は、電話や現場以外の場所の訪問など他の手段でそれらの人と会話するよう最善を尽くすものとする。
2.10.13 審査団は、面接に関して以下の最低限の指針を遵守するものとする。
a. 審査員は、面接担当者に自分自身についての紹介と、面接の目的と性質、および面接対象者の身元と回答の機密性について説明するものと
する。
b. 通訳者が面接に参加している場合、面接官は通訳者を紹介し、守秘義務の要件に厳密に従うことを繰り返す。時折、審査員は構造化された
紹介文を作成し、効率化をはかるために審査員に代わってそれを行うよう通訳に依頼することがある。
c. 面接対象者は常に尊重されるものとする。面接官または通訳者は、見下すような、虐待的、侮辱的、またはその他の不快な言葉や口調を使
用してはならない。
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d. 女性審査員は、ジェンダー関連の問題、特にセクシュアルハラスメントについて女性への面接を実施するものとする。CB は、女性審査員を
使用しない場合はその理由と、講じられた補償または緩和措置を記録するものとする。
注意：補償措置の例としては、コミュニティの信頼できるシニアメンバーを含めることや、女性の通訳を含めることができる。緩和策の例として
は、その国/地域の女性審査員の数を増やす計画がある。同じ男性審査員による審査時間を単に増やすことは受け入れられない。
e. 生産者団体の正式な面接の場合、生産者団体は作業区域から移され、審査団は生産者団体のすべての構成員からの寄与を促進する手法を使
用するものとする。審査団は、面接対象の生産者団体の一部として監督者または監督者の親族が選択されていないことを確認するものとす
る。
f.

面接に関する情報および得られた情報は記録されるものとするが、詳細は、面接対象者の身元を明らかにする可能性のある方法で CH の代
表者に開示してはならない。

g. 面接対象者は、情報と時間の提供について感謝され、提供された情報は CH 経営陣に開示されないことを念押しされる。
h. 審査団は、労働者が面接に参加したり、審査団の質問への回答以外の情報を提供する義務がないことを確認するものとする。
2.10.14 CB 審査団は、不適合の発見につながる正当な情報があった場合、面接数を増やすことを決定する場合がある。 CB は、当初計画された面接数と分
布から逸脱した理由を記録するものとする。
2.10.15 CB 審査団は、一度のグループ面接の参加者が6人以下であることを確認するものとする。
2.10.16 CB 審査団は、率直な議論が不可能であると認識した場合に備えて、計画された審査業務外で現場以外での面接を実施することを決定する場合があ
る。ただし、CB 審査団はリスクを考慮し、審査団と面接対象者の安全を確保する。
2.10.17 仲介業者、下請業者、および業務委託先（労働派遣業者を含む）の代表者は、適用要件の理解と実施を検証するために、CB 審査団から面接を受け
るものとする。CB が面接する仲介業者、下請業者、および業務委託先の最小数は、仲介業者、下請業者、および業務委託先数のそれぞれの少なく
とも平方根でなければならない。すべての労働者派遣業者がサンプルに含まれるものとする（Error! Reference source not found.を参照）。
2.10.18 CB は、労働者資料の管理責任者（人事部職員）、およびこの文書 Error! Reference source not found.に従って実行される面接の数に計算されない
管理者、アシスタント、およびその他の管理職員に面接するものとする。
2.10.19 CB 審査団は、面接対象者による侮辱または脅迫を受けた場合は、面接を終了することができる。
2.10.20 CB 審査団は、選択した労働者資料内の少なくとも次の項目を検証する必要がある（Error! Reference source not found.も参照）。
a. 該当する場合、年齢確認の仕組みと年齢証明
b. 該当する場合、写真付き身分証明書のコピー
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c. 連絡先の詳細：住所、電話番号(利用可能な場合)
d. 雇用契約書
e. 該当する場合、研修記録
f.

該当する手当の支払いを含む賃金支払い記録。例えば、年末ボーナス

g. 実行された作業の種類、時間数、シフト
h. 勤務開始・終了時間記録
i.

該当する場合、医療記録

j.

法律または労働協約/団体契約41による資格：休暇/年次休暇、輸送手当、住宅手当、出産休暇、育児休暇、病気休暇など

2.10.21 CB は、本文書の要件に準拠していることを示す範囲で、面接を実行および報告するための定型書式を開発し利用するものとする。
2.10.22 CB は、名前、年齢、ジェンダー、労働者の種類(常勤、臨時、下請け)、農場での勤務時間、課業の種類(収穫、剪定、除草、梱包、その他)、給与種
類(時間または出来高/割り当て作業に基づく)、面接の場所、面接の種類(個人またはグループ)、労働組合のある/労働組合がない、その他の情報を含
む面接対象者一覧を記録する。 この一覧は主任審査員によって集められ、CB データベースで厳重に機密かつ安全に保管されるものとする。CB は
、名前抜きで、上記の情報を含む個々の面接対象者の一覧を RACP にアップロードするものとする。更に、
a. 審査団は、面接の日付、場所、時間、および長さを記録するものとする。
b. 面接対象者が名前の提供または面接への参加を拒否した場合、審査員はその旨を審査メモ/面接記録に登録するものとする。
2.10.23 報告書の全版において、CB は面接対象者または他の労働者、従業員の写真を決して含めないものとする。

2.11 審査終了時会合の実施
農場およびサプライチェーンの審査に適用
2.11.1 CB は、少なくとも審査団と、可能な場合は本書の2.3.11に示されている主要人物の参加を得て、必要に応じて審査終了時会合を実施するものとす
る。

41労働協約は通常、合法化され、正式であり、さまざまな当事者/組織によって認識されるが、団体契約は通常労働協約がない場合に会社と労働者（の代表者）によって署名される。契約は通常合

法化されておらず、外部/政府機関に登録されていない。
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2.11.2 審査終了時会合には、以下の要素が含まれるが、これらに限定されない。
a. 審査過程にサンプルおよびリスクに基づいた取組みを採用したことの説明
b. 報告の方法と時間枠
c. 該当する場合は、この CH の長所と優良慣行に関する簡単な要約
d. 参加者が理解するのがそれほど難しいとは思わない言語での、すべての審査所見の説明
e. 該当する場合、CH の認証状況に関連する結果を含む、CB の審査所見を処理するための手順
f.

CH が審査所見に対応するための時間枠

g. 該当する場合は(現場)追跡審査などの審査後の業務、および審査所見が CB の審査品質精査により調整される可能性
h. 守秘義務に関する再伝達
i.

CB およびレインフォレスト・アライアンスの苦情および上訴手続きに関する情報

2.11.3 CB は、審査終了時会合にオブザーバーとしてコンサルタントが参加する場合、この人物が本会議で CH を代表せず発言もしないオブザーバーであ
ることを保証するものとする。
2.11.4 審査団は、必要に応じて、審査終了時会合での通訳者の使用を検討するものとする。
2.11.5 審査団は、CH に、調査所見の詳細な説明を含む審査所見の写しを提供するものとする。このような審査所見の一覧は、主任審査員と CH の代表者
によって署名されるものとする。CB は、審査団と CH の間の調査所見に関する意見の相違を記録するものとする。
2.11.6 審査員が不適合を伝達した結果として自分の安全が危険にさらされている可能性があると信じる場合、審査団は、審査団が CH の敷地を離れるまで
、そのような発見を伝達しないことを決定する場合がある。そのような発見は、その審査の審査終了時会合から3営業日以内に CB によって CH に
通知されるものとする。CB 審査団は、RACP にアップロードされた審査チェックリスト/報告書にそのような状況を含めるものとする。
2.11.7 CB は、CB が提供する定型書式を使用し、少なくとも会合の場所と時間、参加者の名前、役職、参加者の署名、その他の必要な事項を含む会合参加
内容を記録するものとする。
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2.12 審査の終了
農場およびサプライチェーンの審査に適用
2.12.1 CB は、審査が早期に終わる可能性がある状況に対処するための文書化手順を開発し、効果的に実施するものとする。
a. そのような状況のいくつかの例は次のとおりである。極端な自然災害、CH の労働者、団体構成員、構成員の農場、職員、文書、インフラ
ストラクチャへのアクセスの拒否。 重大な事故。 審査団の人的脅威に対する安全と一般的安全性に関連する懸念。 停電。 賄賂未遂。審査
中の非協力。 審査申請/準備手順中に CH からの情報が開示されなかったことによる審査範囲の予期せぬ変更。 明らかな不正行為。審査団
によって観察された情報/証拠の隠匿、変更の企て。
2.12.2 手続きには、そのような状況が発生した場合に、CB、審査団、CH など関係するさまざまな関係者が実行する措置を含める必要がある。
2.12.3 審査団は、審査団または面接対象者などの審査過程に関与する人々の健康と安全を危険にさらす可能性のある、審査のいかなる部分も実行してはな
らない。このような場合、CB はレインフォレスト・アライアンスに通知し、省略を正当化するものとする。
2.12.4 審査の終了につながる状況がある場合、CB は以下を行うものとする。
a. CB またはレインフォレスト・アライアンスがそのような問題、たとえば、協力しない、賄賂の試み、安全上の懸念などを調査して対処でき
るように、詳細レベルで文書化する。このような記録は、CB によって最新の状態に維持されるものとする。
b. レインフォレスト・アライアンスに書面で直ちに通知し、完了した手順段階と特定された調査所見を網羅する報告書を作成する。報告書は
、発生から2週間以内に RACP にアップロードされ、事例が解決すると更新される。
c. 安全性に重大なリスクがある場合は、審査団に直ちに施設を離れる権限を与える。
d. 見つかった問題の性質と重大度に応じて、認証書を一時停止または無効とする。このような決定は、発生から最大2週間以内に行われるもの
とする。
e. 該当する場合、レインフォレスト・アライアンスに、関与する CH が一定（不定）の期限に認証を受けることを許可しないように要求する
。
2.12.5 この文書で定義されている許可された時間枠内に審査を実行できない場合、または CH の原因により審査が終了した場合、
a. CH は、CB から請求された金額を支払うものとする。
b. CH が引き続きこの CB による認証を希望する場合、およびこの CB が CH による認証申請を引き続き受け入れる場合は、新しい審査が両当
事者間の協力のもとで予定される。
2.12.6 許可された時間枠内に審査を実行できない場合、または CB による原因により審査が終了した場合、
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a. CB は、逸脱の詳細な説明を直ちにレインフォレスト・アライアンスに通知するものとする。
b. CB は、期待される結果をもたらさなかった場合、発生した費用を CH に請求してはならない。
c. CH が引き続きこの CB による認証を希望する場合は、新しい審査が両当事者の協力のもとで予定される。
2.12.7 すべての終了事例は、情報を入手した者が該当事例の理由と状況を理解するのに十分な範囲の詳細とともに RACP に記録されるものとする。
2.12.8 レインフォレスト・アライアンスは、従来の CB が審査を終了する正当な理由があった場合に、認証書の移行を許可しない権利を留保する。

2.13 報告書草稿およびチェックリスト
農場及びサプライチェーンの審査に適用
2.13.1 CB は、本文書で定義されている報告とフォローアップのスケジュールを尊重するものとする。
2.13.2 レインフォレスト・アライアンスは、調査審査または高危険度の事例において、より短い期限を要求する権利を留保する。
2.13.3 主任審査員は、次のことを確認するものとする。
a. 報告書草稿は、決定された範囲に対する CH の(不)適合性を確認するのに十分な明確で客観的な証拠とともに、指定された時間枠内に完成
される。
b. ライセンス有効化手順を完了するために必要なデータは、報告書草稿を CB に送信する前に正確かつ完全なものである。
2.13.4 チェックリストと審査報告書には、審査所見(適合性と不適合性)と、審査中に得られた必要な客観的証拠の説明を含めて、情報の読み手が結果の性
質と規模/影響を理解できるようにするものとする。(不)適合性および証拠の説明は、費用、競争力または知的財産情報、CH 労働者の名前、関係者
の健康や安全を危険にさらす可能性のある如何なる情報も開示してはならない。
2.13.5 提供された証拠の説明を裏付けるまたは実証する審査根拠(写真および文書の写し)は、報告書に添付できるが、公開してはならない。主任審査員は
、審査団によって収集された審査証拠（写真、文書の写しなど）が審査最終日から3週間以内に CB と共有されることを保証するものとする。
2.13.6 主任審査員は、本文書が定める所定期間内に、チェックリスト、審査報告書、構成員の農場一覧、労働者に関するデータ、面接、会議記録、および
審査中に得られたすべての証拠を CB に送信するものとする。
2.13.7 CB は、審査根拠をシステムに記録し、レインフォレスト・アライアンスからの要求に応じて利用できるようにするものとする。
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2.14 品質精査
農場及びサプライチェーンの審査に適用
2.14.1 CB は、不適合の解消の証拠とともに、審査報告書/データおよび関連手順の品質精査のための文書化された手順を開発し、効果的に実施するものと
する。品質精査手順では、認証/審査手順の時間枠に関する要件への準拠も評価するものとする。
2.14.2 CB は、審査団によって提供された審査報告書草稿、チェックリスト、必要なデータ、および NC 解消の証拠の品質精査を実行するために、有能な
品質精査員を割り当てるものとする。
2.14.3 品質精査は、審査団の一部ではなく、有効な主任審査員または認証者資格を持つ担当者によって行われるものとする。いずれの場合も、認証の決定
は是正措置とともに審査報告書を受け入れた結果であるため、審査の認証者は最終審査報告書の品質を保証し、是正措置を受け入れる責任がある。
2.14.4 品質精査員は、最終審査報告書が本文書が定める所定期間内に RACP にアップロードされることを確認するものとする。
2.14.5 CB は少なくとも以下を実行するものとする。
a. 手順1：チェックリスト/報告書を承認する前に、審査所見とその根拠の説明、対応する証拠の品質を精査および確認する。CB は、審査の最
終日から最大5週間以内に、承認されたチェックリストが CH に対して利用可能になることを保証する。
b. 手順2：見つかった NC を解消し、認証の決定を行うための CH による是正措置の質の精査を行う（NC がある場合は審査の最終日から最大
12週間後）
2.14.6 品質精査（手順1および手順2）は、レインフォレスト・アライアンス保証システムの要件に従って、少なくとも次の要素を確認する必要がある。
a. 該当する範囲の基準要件の正しい解釈
b. 正しい基準要件への不適合の割り当て
c. 基準要件の評価における生産システムに関連する技術的概念の精査
d. 報告書に面接対象者の名前が含まれていないことの確認
e. 適合と不適合の両方について、適用要件の証拠が、明確、簡潔、客観的、検証可能であり、基準に関連する（不）適合の性質、規模、およ
び正しい技術的根拠を表す方法で記述されていることの検証
注記：審査結果の証拠（適合/不適合）の説明により、別の担当者が同じ証拠を検証して同じ結論に達することができるようにする必要がある。
証拠の説明は、評価された特定の文書/記録を参照する必要がある。たとえば、2020年3月の給与、 2021年6月8日に発行された苦情処理手順
IMS-GP-05、2021年8月20日付けの H＆S 委員会の議事録など。

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

110

f.

報告書の結論が報告された不適合と一致していることの検証

g. 審査団が本文書に示されている CH に関する情報とデータを検証したことの検証（位置情報データ、労働者データ、その他の関連する審査
根拠）
h. サンプルが正しく決定され、実装されていることの検証(農場、労働者、労働者記録、文書、労働者派遣業者のサンプル)
i.

正しい面接の数と配布が行われたことの検証

j.

専門用語や口語表現を過度に使用しない、正確なスペルと文法

k.

本文書で確立された提出期限への適合

l.

適切な根本原因分析を含む、提出された是正措置の適切性と有効性

2.14.7 品質精査員は報告書の品質を評価し、CB は精査された各審査報告書の記録を改善すべき側面を含めて保持する。これは、CB とレインフォレスト・
アライアンスによって実施される審査員の業績評価に使用される。
2.14.8 品質精査員は、推奨される変更と、改善のための解説、観察結果、提案を文書化し、それらを主任審査員と CB に送信するものとする。
2.14.9 主任審査員は、品質精査で示された解説、観察結果、提案に基づいて審査報告書を修正するものとする。審査団または主任審査員の審査所見と推奨
される変更との間に矛盾がある場合は、文書化し、最終精査のために CB の品質管理システムに組み込む必要がある。
2.14.10 CB の品質精査手順により、審査過程が適切に実行されなかったという具体的な証拠が明らかになった場合、CB は調査結果の性質を評価し、対応す
る是正および是正措置を講じるものとする。是正および是正措置が、報告/認証決定手順を完了するためにデータを収集するための追加の審査業務
を必要とする場合、CB はそのような活動の費用を負担するものとする。
2.14.11 レインフォレスト・アライアンスによる追加の保証精査により、審査過程が適切に実行されなかったという具体的な証拠が明らかになった場合、
CB は、レインフォレスト・アライアンスの要求に応じて、対応する是正および是正措置を講じるものとする。是正および是正措置により、報告書
を完成させるためのデータを収集するために追加の審査業務が必要な場合、CB はそのような作業の費用を負担するものとする。
2.14.12 CB は、元の審査報告書草稿および品質精査団の報告書の写しを保持し、CB の品質管理システムに示されているようにそれらを品質保証精査に組み
込むものとする。
2.14.13 技術専門家による貢献があった場合、CB は、審査報告書定型書式でこれを RA に示すか、内容が通常の審査報告書定型書式に適合しない場合は個
別にアップロードする。

農場審査の追加要件
2.14.14 品質精査員は、以下を検証する。
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a. 団体構成員の農場一覧に、各農場の位置情報データを含む正確なデータが含まれている
b. 報告された生産量が、農作物と生産面積に関し一致していて現実的である

2.15 追跡審査
農場及びサプライチェーンの審査に適用
2.15.1 CB は、審査所見の客観的評価、検出された NC を解消するために必要な是正措置の性質、および各審査からのリスクを用いて、現場の追加審査が
必要かどうかを正当化するものとする。
a. CB は、次の場合に現場の追加審査を検討するものとする。例えば、新たに確立された方針/慣行の理解/実装を確認するため、および/また
は研修活動の有効性を確認するために、是正措置の有効性の確認が目視を必要とする場合、および/または労働者/責任者への面接を必要と
する場合。能力または改善された内部監査を確認するために、内部監査員の立会い審査を行うものとする（この例は全てを網羅するわけで
はない）。
b. 是正措置の効果的な実施の証拠を、文書（机上）評価を通じて検証できる場合、CB は、所定期間内にこれを実施することにより、確実に、
期限内に、認証決定を下し、RA に提出できるようにする。机上評価には、CH と共有されるべき正式な審査計画は不要である。
2.15.2 CB は、そのような審査の範囲を考慮して現地追跡審査を実行する場合、本文書の該当する要件に従うものとする（認証規則1.5 検証方法 - CB 審査
も参照）。
2.15.3 CB は、審査の最終日から3週間以内に、追跡監査の追加費用を CH に通知するものとする。
2.15.4 追跡審査の場合、審査員は元のチェックリストを更新し、追加情報と追跡審査が実施された日付を示さなければならない。 新しい審査サンプルの
場合、主任審査員は、検証されたすべての要件について、正確で完全な証拠と調査結果を確認する必要がある。

2.16 認証決定手順
農場及びサプライチェーンの審査に適用
2.16.1 CB は決定を下し、本文書で定義されたスケジュール期間内に RACP で提出手順を完了するものとする。否定的または肯定的な認証の決定は、承認
された有効認証者によって決定されるものとする。
2.16.2 認証の決定が否定的であるかどうかを決定するために、CB は認証規則およびこの章の付属文書の指針に従うものとする。
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2.16.3 審査文書一式のさらなる保証精査により、CB の決定が不正確および/または不完全なデータに基づいて行われた、および/または強力で客観的な根
拠がないという証拠が示された場合、レインフォレスト・アライアンスは RACP でライセンスを有効化しない権利を留保する。
2.16.4 CB は、肯定的な認証決定を発行する前に、すべての審査対象 CH がすべての適用要件に準拠していることを確認するものとする。
2.16.5 認証規則1.7不適合および想定される措置に記載されている理由により、CB が CH の認証を取り消す、または認証しないことを決定した場合、それ
は審査の最終日から4週間以内に行われるものとする。
注記
•

つまり、主任審査員は、最終審査報告書草稿を RACP にアップロードするまでに3週間の猶予を持つ。その後、認証を決定する認証者は、認証
の否定的な決定を下すためにさらに1週間の猶予がある。

•

早い段階で否定的な決定を下すと、CH は是正措置を実施する時間をより費やすことができ、したがって、4週間の期間が最大となる。

2.16.6 認証を決定する認証者には、次の権限がある。
a. 最終認証決定の実行
b. 審査報告書で特定された不整合のため、審査団推奨事項の変更
c. 主任審査員に、審査報告書の任意の項目を明確化または拡張することを要求
d. 文書化された正当な根拠による不適合の却下、または
e. 文書化された正当な根拠を用いた新たな不適合の発行
注記：認証の決定は否定的または肯定的である可能性がある。このような決定は、認証、認証解除、非認証、一時停止、認証範囲の拡張、認証状
態の維持、認証書の終了を行うために CB によって行われる。
2.16.7 認証者は、持続可能な農業基準の技術的枠組み、認証規則、およびレインフォレスト・アライアンス保証システムの関連要件に基づいて決定を正当
化するものとする。これらの決定が審査団の審査所見または決定の変更をもたらす場合、CB は、CB 品質管理システム内での精査のために、これら
の変更に対する認証者の正当性を文書化するものとする。
2.16.8 CB は、認証の決定を審査対象の CH に伝達するための文書化された仕組みを開発し、実装するものとする。CB は、（受領確認付き）電子メールや
書留郵便など、通信証跡および通信確認の記録を保持するものとする。CB は、必要に応じて、同様の記録をレインフォレスト・アライアンスが利
用できるようにするものとする。
2.16.9 CB は、CB が本文書に明記されている必要な手順を完了した場合にのみ、認証決定を CH に通知するものとする。
2.16.10 CB は、認証の決定に関係なく、すべての審査報告書と必要なデータを RACP にアップロードするものとする。

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

113

2.17 認証書の発行
2.17.1 CB は、RACP によって生成されたレインフォレスト・アライアンス認証書のみを使用するものとする。
2.17.2 CB は、RACP でライセンスが有効化された後にのみ認証書を発行するものとする。CB は、以下の認証書も発行するものとする。
a. 認証書の変更を必要とする範囲拡張審査を受けた CH
b. 正式名称または商号を変更した CH。または、
c. 別の CB に移管されたが、次回の予定された審査と肯定的な認証決定の後にのみ移管が認められる CH
d. これらの場合、認証書の有効性は変更されない

2.18 CH の基準要件と保証要件の例外
2.18.1 CB は、認証された CH から受け取った各例外申請を評価し、例外を受け入れるかどうかを検証するものとする。CB は、例外が以下に該当するかど
うかを分析できる。
a. 評価基準への適合
b. 認証書または審査日の延長
c. 数量変更
d. 不可抗力: CH の制御が及ばず、CH がこれらの規則およびレインフォレスト・アライアンス認証および審査規則に準拠することを妨げる異
常事態または状況。これには CH の制御を超えたリスクが含まれ、過失または不正行為の結果として発生したものではない。レインフォレ
スト・アライアンスは、該当する場合、例外を承認する。これらの例外は、これらの規則の次の改訂プロセスまで有効である
2.18.2 CB は、例外要求とその決定をレインフォレスト・アライアンスに書面で提出するものとする。
2.18.3 例外要求を承認できるかどうか疑わしい場合、CB は、詳細な指示についてレインフォレスト・アライアンスに相談するものとする。
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付属文書 AR1：責任の共有の審査
農場及びサプライチェーン審査に適用
1.

CB は、責任の共有（サステイナビリティ差額とサステイナビリティ投資）を審査する際に、本付属文書の指針と要件に従うものとする。NC が提
起された場合、CB は、同じ問題の再発を防ぐために是正措置が適切に実装されることを保証するものとする。

サステイナビリティ差額（SD）
サプライチェーン審査の審査手順
基準要件

実装

サンプル抽出方法

要件遵守の管理

合意された契
約内容（3.2.4
）

バイヤーとの合意された契約には
、SD 情報（金額と支払いの詳細
）が含まれる。

バイヤーと農場 CH の間の契
約の平方根。最大契約数量の
契約を含むサンプル。

SD の支払いと
SD 支払いの報
告（3.2.3、
3.2.6、3.2.7）

バイヤーはトレーサビリティプラ
ットフォームで支払いを報告する
。

審査サンプルに含まれる契約
の一部としての販売取引の平
方根（ただし、少なくとも 5
、どちらか大きい方）

CB 審査団は以下の場合、合意された契約について、不適合を提起す
るものとする。
• SD に関する参考資料が含まれていない
• 両当事者による署名/合意日の記載がない
• SD 金額（数量別）、および支払い期日の記載がない
• SD を価格、品質プレミアム、その他の差額と明確に区別
されていない
CB 審査団は審査サンプルで発見した不一致についてさらに調査する
ものとする。考えられる結果は次のとおりである。

SD の金額に関する情報は以下に
一致している必要がある。
•
•
•

合意された SD
「支払いが合意された SD」
として入力された SD
「SD 支払い確認済み」とし
て入力された SD

1）農場 CH がトレーサビリティプラットフォームに誤った金額（「支
払いが合意された SD」）を入力した場合、その金額は農場 CH によっ
て遡及して調整される必要がある 39。
2）バイヤーが誤った金額（合意された金額とは異なる）を支払った場
合、CB は SC CH に対して NC を提起し不足分が補われる必要がある
ことを確実にする。修正されない場合は、制裁につながる。

SC 審査中に上記が発見された場合、農場 CH に対して NC は提起されない。SC CH の CB は不正確な情報を調整するために農場 CH（農場 CH の CB）を
追跡するためにレインフォレスト・アライアンスに通知する。
39
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基準要件

実装
•

サンプル抽出方法

実際に支払われた SD（支払
い根拠として確認可能）

要件遵守の管理
3）繰延べにより支払いがなかった場合、CB は NC を提起しないもの
とするが、支払いが行われることを確実にし、追跡するために調査は
記録される。
4）規定の期間内に支払いがなかった場合、CB は SC CH に対して NC
を提起するものとし、修正されない場合、制裁措置につながる。

5）利用可能な支払いの証拠がなかった場合、CB は SC CH に対して
NC を提起するものとし、修正されない場合、制裁措置につながる。

表 AR1.1：SC 審査での SD の審査

農場審査の審査手順
基準要件

実装

サンプル抽出方法

要件遵守の管理

（複数）生産
者団体 CH の
場合：

団体構成員への SD の適時かつ比例配
分な送金を確実にするための機能的で
実施可能な再配布の手順。

通常の審査サンプルに含ま
れる農場での検証（本文書
サンプル抽出を参照）。

CB は、農場 CH がバイヤーから SD の支払いを受け取っている一方、
以下のように実装が正しくない場合、農場 CH に対して NC を提起す
るものとする。

団体構成員へ
の SD の再配
布（3.2.1）

•
•
•

団体構成員が SD の支払いを受け取っていない
団体構成員が受け取った（数量に応じた）金額が（数量に応じ
た）契約金額と一致していない
団体構成員に配布される SD の総額が、バイヤーから受け取った
SD の総額と等しくない

農場審査中にバイヤーから農場 CH への SD の不払いが検出された場
合、農場審査を実施する CB は、バイヤーの CB による更なる追跡の
ために、これをレインフォレスト・アライアンスに報告するものとす
る。この場合、農場 CH は NC を受け取らない。
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基準要件

実装

サンプル抽出方法

要件遵守の管理

個別 CH の場
合：

SD は、基準要件に記載されたカテゴ
リに従って、労働者代表と協議後に使
用される。

全カテゴリの支出の検証。
労働者への面接時にこの議
題を含める。

CB は、農場 CH がバイヤーから SD の支払いを受け取っている一方、
以下のように実装が正しくない場合、農場 CH に対して NC を提起す
るものとする

年次報告書は、使用した SD に関して
RA プラットフォームを通じて提供さ
れる（カテゴリごとの合計金額の％）
。

年次報告書の検証。

労働者の福利
厚生のために
費やされた
SD（3.2.2）

•
•
•
•

支払われた SD がどのように使用されたかの証拠がない
SD の使用の優先順位について労働者代表と協議した証拠がな
い
SD が、労働者の福利厚生のために使用されていない（つまり
、労働者代表との協議で優先された目的以外で使用される）
SD の使用に関する報告がない

農場審査中にバイヤーから農場 CH への SD の不払いが検出された場
合、農場審査を実施する CB は、バイヤーの CB による更なる追跡の
ために、これを RA に報告するものとする。この場合、農場 CH は
NC を受け取らない。
表 AR1.2：農場審査における SD の審査
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サステイナビリティ投資（SI）
サステイナビリティ投資（SI）サプライチェーン審査の審査手順
基準要件

実装

サンプル抽出方法

要件遵守の管理

バイヤーは投資
と報告を行う（
3.3.4 および
3.3.5）

バイヤーは投資（農場 CH と合意した現金または
現物）を行い、プラットフォームで行われた SI を
確認する。

審査サンプルに含
まれる契約の一部
としての販売取引
の平方根（ただし
、少なくとも 5、い
ずれか大きい方）
。

サステイナビリティ投資（SI）の完了は以下を伴う。

•

•

販売取引段階での現金（農場 CH によって「
支払いが合意された SI」に最初に入力された
金額）
年単位の貨幣価値における農場 CH 毎の現物
投資

SI の金額に関する情報は以下に一致している必要
がある。

1）販売取引単位で SI が支払われ（SD と同じ手順）、バイヤー
は金銭で総額を支払い、プラットフォームで「SI 支払済み」を
確認する。
CB は、支払いが行われ、支払いが「合意された SI、支払い確認
済み」として報告されたものと一致することを検証する。
2）必要に応じて、現物投資がバイヤーによって行われ、年1回
プラットフォームで報告される。
CB は、プラットフォームを通じて報告された現物投資が行われ
ていることを検証する。

合意された SI
「支払いが合意された SI」として入力された
SI
• 「SI 支払い確認済み」+現物として入力され
た SI
• 受領された SI（根拠の確認が可能）
表 AR1.3：SC 審査における SI の審査
•
•
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農場審査の審査手順
基準要件

実装

サンプル抽出方法

要件遵守の管理

投資ニーズの特
定と投資計画の
設計（3.3.1 ）

収穫期/審査前

投資計画は 1 つの
み

CB は、投資計画が存在し、正しい定型書式と指示に従って設定
されているかどうかを検証するものとするが、計画の内容を分
析することは求められない。

投資計画が以下を基に作成される。
•

数量に基づき特定された SI 金額（現金）*

•

特定された潜在的な現物投資のニーズ

*「支払いが合意された SI」は、バイヤーに販売
された認証数量の販売取引に入力される
投資を受領し使用すると、投資計画が更新され、
レインフォレスト・アライアンス プラットフォー
ムで、予め定義された投資カテゴリー毎の合計使
用％が情報が報告される。

投資が受領されると、投資が 1）計画どおりに使用されている
か、2）プラットフォームで正しく報告されているか、3）請求
書などで証明できるかどうかが検証される。
上記のいずれかが正しく実装されていないことを CB が検出し
た場合、CB は NC を提起するものとする。
バイヤーと合意された金銭的または現物の SI が受領されなかっ
た場合、農場審査を実施する CB は、バイヤーの CB による更
なる追跡のために、これをレインフォレスト・アライアンスに
報告するものとする。

表 AR1.4：農場審査における SI の審査
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付属文書 AR2：文書サンプル抽出の最小要件
農場監査及びサプライチェーン審査に適用
本付属文書は、審査団が、CH の管理システムの認証審査または監視審査中に、さまざまな場所で文書をサンプル抽出するための要件を提供する。
他の場所/関係者を審査する場合、CB 審査団は、CH による実施を検証するための、現実的で十分に代表的な文書サンプルを決定する。例えば、労働者派遣
業者、業務委託先、下請業者、および仲買人に提供されたまたは関連する文書。
社会的要件項目を審査する場合、CB 審査団は、本書の付属文書 AR4 の規則を考慮する。
CB 審査団は、現地追跡審査または調査審査中、この付属文書を、文書を選ぶための基準として使用できる。
1.

審査団は、少なくとも以下の一覧に含まれる文書の種類と数を検証するものとする。

文書の種類

項目の最小数

該当者

備考

方針と手順

すべて適用

農場及びサプライチ
ェーン審査

購入/販売契約

契約数の平方根

農場及びサプライチ
ェーン審査

SD / SI の支払い者である SC CHs の場合、サンプルサイズは Error!
Reference source not found.でさらに規定される。

MS 職員記録

人数の平方根

範囲内に社会的要件
項目がある農場およ
びサプライチェーン
の審査

MS スタッフの知識と能力、研修記録、利益相反、CH と職員間の
契約、賃金、労働時間、利益

研修記録

過去 12 か月の研修行事の平方根

農場及びサプライチ
ェーン審査

生産者、労働者の訓練。

CH リスク評価

持続可能な農業基準で要求されてい
るすべて

農場及びサプライチ
ェーン審査

購入記録

選択したサンプルサイズと同様

農場審査

サンプルとして選ばれた構成員の農場の購入伝票。
購入量 vs.現在の生産 vs.推定収穫量
審査団は、その裁量でサンプルサイズを増やし、サンプルに含まれ
ない生産者の購入記録を確認する場合がある。
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文書の種類

販売記録

項目の最小数

該当者

すべての販売取引/出荷の平方根（最
低 5）

サプライチェーン審
査

購入、処理・加工、販売、在庫の合
計量を確認するための概要。

農場審査

備考

少なくとも 5 つの販売取引の少なく
とも完全な製品フロー検証（付属文
書 AR7：農場審査におけるトレーサ
ビリティの審査を参照）。

内部監査資料

すべての販売取引/出荷の平方根（最
低 5）

サプライチェーン審
査

内部監査員数の平方根。

農場審査

少なくとも以下が検証される。
内部監査員の能力、利益相反、賃金、労働時間、利益。
さらに立会い審査は、検証された内部監査員の資料と一致する必要
がある特定数の内部監査員に対して実行されるものとする。

管理計画

Ch 全体

農場審査

団体構成員との契約

サンプルとして選択された農場の総
数の少なくとも 50％

農場審査

地図、 ポリゴン

Error! Reference source not found.
に従い審査に位置情報データを使用
。
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文書の種類

項目の最小数

該当者

備考

内部監査と農場の文
書

選択したサンプルサイズの少なくと
も 50％ 。

農場審査

サンプルの全団体構成員の内部監査報告書。CB 審査員は、サンプ
ルとして選択されていない団体構成員のサンプルサイズの 25％を
さらに確認することを決定することが出来る。

承認と制裁

承認文書が責任者と生産者間の契約
と異なる場合、選択されたサンプル
サイズと同数の承認記録。

農場審査

制裁の理由は相互検証されなければならない。CH が適切な手順に
従わずに、または正当な理由なしに生産者を制裁した危険性が高い
場合、審査団は、検証するために現在団体構成員に登録されていな
い制裁された生産者を訪問および/または電話することを決定する
場合がある。

制裁対象の団体構成員が 15 人または
15 人以下の場合、昨年に実行された
すべての制裁。制裁対象の団体構成
員が 15 人を超える場合、サンプルは
、15 を超える制裁対象の数の平方根
を 15 に加えたものになる。
表 AR2.1：管理システムにおいて CB 審査団が検証する必要のある最小限の文書
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付属文書 AR3：労働者への面接と労働者資料の数の計算
認証範囲に社会的要件項目がある農場審査及びサプライチェーン審査に適用
以下の表は、認証の範囲内の CH の非管理労働者 40 の数に基づいて、実行される面接の最小数と精査される労働者資料の数を決定するための要件を示す。
個人またはグループ面接の数は、審査前または審査中に特定されたリスクに応じて、常に増やすことができる。
面接の数は、個人面接とクループ面接に分配できる。ただし、CB 審査団は、すべての面接を個別の面接として行うことを決定できる。個別面接の回数は最
小、一方、グループ面接の回数は最大に設定される。
以下の表に示されているグループ面接の人数は示唆に富む。複数のグループ面接が許可されている場合、審査団は、グループ面接に参加する労働者の都合
に応じて、この数を柔軟に調整できる。たとえば、表が 1 グループ 5 名参加のグループ面接を 5 回と提案している場合、審査団は各グループ 5 名参加のグ
ループ面接を 3 回、各グループ 6 名参加のグループ面接を 1 回、および 4 名参加のグループ面接 1 回を持つことができる。
1. 審査団は、本文書の「面接と労働者記録精査」の一般的要件を尊重しながら、少なくとも以下の表に含まれる労働者への面接数と労働者資料の精査を実
行するものとする。
注意：面接の回数は、複数施設、複合農場、または複数生産者団体の場合であっても、その CH 全体で計算される。その後に、面接は、リスクベースの
取り組みを用いて、異なる施設/農場/場所/労働者グループ間で分配される。
2. 労働者のサンプル抽出では、フルタイム換算の労働者数ではなく、1週間の労働時間に関係なく、計算基準として人数を使用するものとする。また、そ
れには労働者派遣業者を通じて雇用された労働者が含まれる。
3. CB は、最も代表的なサンプルを決定する際に、他の要因の中でもとりわけ、生産繁忙期と生産閑散期の労働者の数を考慮しなければならない。
4. CB は、表 AR3.1に従って非管理労働者の面接と労働者資料の数を計算するものとする。
5. CB は、CH の代表的な数の管理職員（管理者、監督者およびその他の管理職員、（現場）技術者など）の従業員資料を面接および精査するものとする
。
a. 面接の最小数は、管理スタッフの数の平方根でなければならない
b. 精査される職員の労働者資料の最小数は、管理職員の面接の数の少なくとも半分でなければならない

40

非管理労働者は事務所で仕事をする職員、内部監査員、または現場/加工場などの監督者として任務を持つ職員を除外する。非管理労働者は農場/現場また
は他の農場施設（保育所、加工場、買取所、倉庫など）で肉体労働を行う労働者、警備員、運転手、清掃員、調理師、郵便配達員、庭師、そして一般労働
者を含む。
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6. グループ面接には6人以上の労働者を含んではならず、審査員はすべての面接対象者が各々を表現するのに十分な時間が提供されていることを確認する
ものとする。
注記：個別面接に費やされる平均時間は、問題がない場合は平均で少なくとも15分、問題があった場合は30分と推定される。グループ面接に費や
される平均時間は、面接対象者を集めるために必要な時間を含めて、30分から45分の間であると推定される。

CH に関与する非管理労働者の数

面接対象の労働者の最小
数

1ー5 人の労働者

すべての労働者は個別に
面接される

6 ～ 10 人

6

6

該当なし

6

11～50 人

9

6

1 グループ労働者 3 人

9

51～100 人

15

7

1 グループ 3 人

12

個別面接の最小数

グループ面接の最大数

チェックする労働者資料の
最小数

すべての労働者資料が精査
される

1 グループ 5 人
101～250 人

20

10

2 グループ、各 5 人

15

251～500 人

32

12

2 グループ、各 3 人

18

1 グループ 4 人
2 グループ、各 5 人
501～1500 人

40

15

2 グループ、各 3 人

20

1 グループ 4 人
3 グループ、各 5 人
1501 ～ 4000 人

50

18

1 グループ 3 人

25

1 グループ 4 人
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CH に関与する非管理労働者の数

面接対象の労働者の最小
数

個別面接の最小数

グループ面接の最大数

チェックする労働者資料の
最小数

5 グループ、各 5 人

4001 人以上

65

25

8 グループ、各 5 人

30

表 AR3.1：面接と労働者資料の数
注記：付属文書 AR4 社会的要件項目に関する審査によると、労働者の面接のサンプルサイズは、10％（要件 1.3）および労働者資料（要件 34c）について
も増やす必要がある場合がある。
注記 2：付属文書 AR4 社会的要件項目に関する審査によると、ならびに労働者派遣業者が利用されている場合、すべての労働者派遣業者がサンプルサイズ
に含まれる必要があり（要件 40a）、労働者面接と労働者資料のサンプルにはすべての労働者派遣業者からの労働者が含まれる（要件 40b）。

付属文書 AR4：社会的要件項目に関する審査
認証範囲に社会的要件項目がある農場審査及びサプライチェーン審査に適用
原則として、本付属文書は、認証範囲に基準の社会的要件項目 41 が含まれるすべての認証保有者に適用される。これは、すべての農場 CH を意味する。 SC
CH の場合、サプライチェーンのリスク査定で示されているように、「第 5 章社会」が高危険度であると特定された場合にのみ適用される。本附属文書の節
ごとの適用性に関するより具体的な指示は、各節で明確にされている。特定の要件は、高危険度または最高危険度の場合にのみ適用される。ただし、特定
の項目で低危険度、最低危険度、または中危険度の場合でも、これらの関連基準要件を審査するものとし、審査員検証実施プロトコルに従うことが望まし
い。

AR4.1 社会的要件項目に関する危険度に基づく審査
1.

社会的要件項目が以下の範囲内にある場合、CB は以下の表 AR4.1を適用するものとする。
a. 現地外調査

41

社会的要件項目は第 5 章「農場とサプライチェーン基準の『社会』」に含まれるすべての項目と要件を指す
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b. 調査審査
c. 農場審査と CB の審査リスク査定により、社会的要件項目が高危険度または最高危険度であると判断された
d. SC 基準審査
e. レインフォレスト・アライアンが必要と判断した場合
項目

措置

特定危険度概要

1.1 高危険度または最高危険度として特定された項目または要件について、CB は、少なくとも以下の要素を含め、各危険度が
何であるかをより具体的に識別するための概要を作成するものとする。
a. 対象グループ/脆弱なグループ。例： 出稼ぎ労働者、若年労働者、女性、民族グループ
b. 該当年の期間。例： 繁忙期、休暇期間、人手不足となる可能性がある期間
c. リスクが特定される可能性のある場所。例：現場/工場/団体構成員レベル/居住区域
d. リスクのある状況のシナリオ/説明。例：子供が両親に代わって労働している代替労働者。出生証明書がない地域のた
め、年齢確認方法がない
e. 関連する基準の特定要件。

現地外調査
（農場審査に適用）

1.2 CB は、高危険度または最高危険度の項目について現地外調査（農場審査にのみ適用。Error! Reference source not found.
を参照）を実行する。

労働者面接と労働者資
料のサンプルサイズ

1.3 CB は、労働者の面接と精査のための労働者資料の総数を、計算されたサンプルサイズの110％に増やすものとする（Error!
Reference source not found.を参照）。

時期

1.4 審査は、CB 審査団が高危険度または最高危険度の項目を確認するために最も関連性の高い情報を収集および検証できる期
間に行われるものとする。これは、例えば、審査が現場に多くの労働者がおり、労働者派遣業者を通じて雇用された労働
者に遭遇する可能性が高い、繁忙期に行われる可能性がある。農場審査については、いずれの場合も、本文書の1.5検証方
法 - CB 審査の要件が適用されるものとする。
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項目

措置

審査団の構成

1.5 CB は、社会的要件項目の主任審査員の少なくとも1人が審査団の一員であることを保証にするものとする（2020認証機関
向け規則の第2章「CB 職員規則」を参照）。
1.6 必要に応じて、CB は、審査団に労働法に関する法的専門家を持つことを保証するものとする。
1.7 ジェンダーの多様性は、審査団の構成の考慮事項として含まれるものとする。
1.8 CB は、審査対象の基準の他の要件を損なうことなく、本付属文書に記載されている追加要件を含めるために、必要に応じ
て審査期間を延長するものとする。

審査期間

表 AR4.1：社会的要件に関連する追加要件

AR4.2 関係者の情報収集
農場審査に適用
2.

現地審査の前に、CB は、レインフォレスト・アライアンス児童労働および強制労働に関する農作物別危険分布図、および/または CB（審査準備中
の審査リスク査定を通じて）および/またはレインフォレスト・アライアンスによって特定された結社の自由に対する不適合の高リスクまたは最高
リスクに基づいて、児童労働および/または強制労働のリスクが高い農場基準審査で、関係者の情報収集を行うものとする。

3.

CB は、関係者の情報収集を実施するための文書化された手順を作成し、実施するものとする。

4.

必要に応じて、CB は以下に対して関係者の情報収集を行うものとする。

5.

a.

児童労働および/または強制労働および/または5.2結社の自由に関連する5.1事前評価対処の要件について CH が不適合となるリスクを特定
する

b.

持続可能な農業基準の5.1事前評価対処の要件および/または5.2結社の自由の要件を使用して、地理的地域、農作物、部門など、各地域の
状況における共通の懸念とリスクを理解する

c.

5.1事前評価対処および/または5.2結社の自由の要件の現地での解釈をよりよく理解する

d.

認証周期中に発生したリスク/問題に関する情報を CB に提供する利害関係者との関係を確立および/または維持する

CB は、審査団が関係者の情報収集の結果を使用して審査を計画および実行することを保証するものとする。
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6.

CB は、現地外調査の前または並行して、関係者の情報収集を行うことができる（Error! Reference source not found.を参照）。現地外調査の範囲
は、関係者の情報取集よりも、高危険度または最高危険度とされた特定項目に関して、より的を絞って集中的に行うことができる。

7.

情報収集ごとに、CB は、(以下細目13に示されている項目について、上記細目4の目的を達成するために、（可能な場合は）連絡先の詳細も含めた)
各関係者毎についての、関連する関係者の一覧を作成するものとする。関係者の非網羅的な一覧には、地元の関係者が含まれる。 例えば、地元の
NGO、地元の該当論題の専門家、コンサルタント、地方管轄機関、コミュニティリーダー、地元の医療センターの職員、警察、宗教センター、地
元の学校、および/または地方自治体、CH および/または地域社会の労働者を対象とする労働組合の代表グループ。CB はまた、細目10に示される潜
在的な利益相反を考慮して、CH に基礎として使用する連絡先の詳細を含む関係者の一覧を提供するように依頼する場合がある。

8.

CB は、情報収集の目的を達成するために利益相反なしに最も関連性の高い情報を提供できる人を評価し、以下の細目13で示されるすべての論題が
包含されていることを確認することにより、情報収集する関係者を選択するものとする。

9.

CB は、情報収集ごとに少なくとも3人の異なる関係者の情報収集するものとする。

10.

CB は、関係者と CH の間の潜在的な利益相反を監視するものとする。

11.

CB は、関係者からの情報収集会合中に、CH からのまたは CH に関する機密情報を決して開示してはならない。

12.

CB は、関係者からの情報収集手順に少なくとも以下が含まれるようにするものとする。
a.

連絡の理由、潜在的な利益相反、特定の情報収集に含めることを意図した論題を含む、関係者のプロファイリング。

b.

情報収集会合には少なくとも以下が含まれる。

c.
13.

i.

情報取集の目的とデータの使用方法を明確にする紹介

ii.

守秘義務契約

iii.

関心のある論題に関する情報の照会/共有

iv.

収集された関連情報の記録

v.

関係者が、CB と話し合った論題に直接関連する最新のリスク/問題を、年間を通じて CB に提供し続ける方法に関する合意を含めて会
合を終える

CB 更新された情報を求めるために、将来特定の関係者に接触する時期を CB が定義しする関係者に連絡する。

CB は、以下のうち、少なくとも高危険度または最高危険度項目を評価して文書化するものとする。
a.

以下を含むがこれらに限定されない、社会的項目に関連するリスク
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14.

i.

児童労働

ii.

強制労働

iii.

結社の自由

b.

すでに提出されており、関係者が認識している、苦情、権利の侵害、または社会的争議に関する CH の具体的な情報。

c.

係属中の法的手続き。

CB は、関係者からの情報収集会合ごとに、会合が効果的に実施されたことを証明できる範囲で、収集された関連情報を記録するものとする。この
記録には以下が含まれるが、これらに限定されない。
a. 聞き取りした個人や組織の名前と連絡先の詳細
b. 関係者とのすべての通信のコピー
c. 口頭で受け取ったすべての情報に関するメモ/議事録
d. CB が将来、更新された情報について関係者にいつどのように相談するか
e. CB が、審査計画を調整したり、現地審査で受け取った情報をさらに検証または裏付けたりするために、これらのコメントをどのように解釈
または利用するかに関する説明

15.

CB は、関係者の情報取集を通じて得られた情報に基づいて、現地審査の審査計画を適合させ、聞き取りを行った関係者が CB に共有するリスクおよ
び/または潜在的な問題を検証し、審査過程全体で使用するものとする。

16.

CB は、関与した関係者の事前の承認なしに、関係者の情報収集から得た機密情報を第三者と共有してはならない。これは、各関係者からの情報収
集過程に明示的に言及されるものとする。

17.

CB は、関係者が自主的に提案を受け、協力を拒否する機会があることを保証するものとする。

18.

別の関係者に聞き取りした場合、CB は、その情報取集会合の記録の一部として理由とともにこれを記録するものとする。

19.

CB は、要求に応じて、不当な遅延なしに、関係者の情報収集記録をレインフォレスト・アライアンスに提供するものとする。

20.

必要な正確な時間はいくつかの外部要因に依存する可能性があるが、CB はこの聞き取りの最短時間として2.5時間を計算に入れるものとする。
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AR4.3 事前評価対処の審査
21.

審査前に、CB は、事前評価対処委員会の連絡先の詳細を受け取っていることを確認するものとする。CB 審査団は、事前に委員会に連絡して、注意
点を特定することができる。

22.

審査中、審査団は、CH が基準に記載さているように事前評価対処システム42の必要な要素を備えているかどうかを検証し、備えている場合はシス
テムが機能しているかどうかを検証するものとする。

23.

審査団は、以下の指針に従って労働に関する虐待などの問題を特定するものとする。
このシステム検証の一環として、審査団は、児童労働、強制労働、差別、および/または職場内暴力およびハラスメント（CL / FL / D / WVH）の事
例が発生しているもしくは発生したことがあるかどうかを特定することも求められる。その際、審査員が農場基準付属文書 S1、「用語集」の CL /
FL / D / WVH の完全な定義に精通していることが重要である。このような事例が見つかった場合、次のシナリオが適用される。
a. 事例が CH の監視システムによってすでに識別され、改善プロトコルを使用して是正されており、是正が同プロトコルで必要な時間の管理
点を満たすために順調に進んでおり、同プロトコルと一致する方法で実装されている場合、審査団は、不適合を提起しない。ただし、審査
団は、問題の種類（CL / FL / D / WVH）と、いつまでに是正しなければならないかという日付を報告に含めなければならず、CB は、次の審
査で、この特定された問題を検証し、是正の完了を確認するものとする
b. 事例が CH の監視システムによってすでに識別され、改善プロトコルを使用して是正されているが、是正が同プロトコルの時間管理を満た
していない、および/または同プロトコルと一致する方法で実装されていない場合（以下 Error! Reference source not found.を参照） 、審
査団は重大度分析ツール（以下 Error! Reference source not found.を参照）を使用する必要があり、次の3つの結果の可能性がある
i.

事例が重大ではないと評価された場合、これは是正要件（基準の5.1.4）に対する不適合を意味する

ii.

事例が潜在的に重大であると評価され、重大度分析にさらに時間が必要な場合、有効なライセンスと認証書は一時停止される（
認証規則の1.7不適合および想定される措置を参照）

iii.

事例が重大であると評価された場合、CB は否定的な認証決定を下す、および/または有効なライセンスと認証書は一時停止また
は無効とされるものとする（認証規則の1.7不適合および想定される措置を参照）

c. CH の監視システムによって問題が特定されなかった場合、審査団は重大度分析ツール（以下 Error! Reference source not found.を参照）
を使用して問題を分析する必要がある。これには、3つの選択肢がある

42

事前評価対処システムと是正計画は、レインフォレスト・アライアンス基準とその付属書で定義されている
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i.

事例が重大ではないと評価された場合、これは事前評価対処の監視システム（基準の5.1.3）の機能不全に関する不適合である

ii.

事例が潜在的に重大であると評価され、重大度分析にさらに時間が必要な場合、有効なライセンスと認証書は一時停止される（
認証規則の1.7不適合および想定される措置を参照）

iii.

事例が重大であると評価された場合、CB は否定的な認証決定を下すか、有効な認証書とライセンスは一時停止または無効とさ
れるものとする（認証規則の1.7不適合および想定される措置を参照）

d. 上記選択肢のいずれかに疑問がある場合、CB は、レインフォレスト・アライアンスにさらなる手引きおよび/または解釈を求めるものとす
る

AR4.4 重大度分析ツール
24.

43

審査中に、審査団が CL / FL / D および/または WVH で労働違反の事例もしくは事例の可能性を特定した場合、重大度分析ツールを使用して、事例
が重大であると見なされるかどうかを判断する必要がある。

#

質問

1

労働者/子供の状況は生命を脅かす状態か 43？

はいの場合、問題が深刻である。

2

この問題は、労働者/子供の身体および/または心理の健全な状態に永
続的な影響を与える可能性があるか？

はいの場合、問題は深刻である。

3

これは体系的な事件、つまり CH にはこの問題の複数の事例があり、管
理慣行に根ざしているものか？

この質問に対し「はい」の回答だけでは問題
は深刻ではないが、他の「はい」と組み合わ
さった場合は深刻である。

4

違反が発生していること、およびレインフォレスト・アライアンスの
基準および/または適用法に違反していることを管理者が知っていたが
、その慣行を承認/継続したという証拠があるか？

この質問に対し「はい」の回答だけでは問題
は深刻ではないが、他の「はい」と組み合わ
さった場合は深刻である。

はい/いいえ

詳細/説明

生命を脅かす状態とは死亡損失の原因となる状況になりうる状態を指す
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表 AR4.2：重大度分析ツール
25.

CB は、重大度分析ツールの質問2の回答に疑問がある場合は、専門家に相談するものとする。専門家とは例えば 労働監督官、社会福祉課、NGO ま
たは政府の児童保護の専門家である。

AR4.5 是正
26.

審査前に、CB は、審査中または現地外調査中に労働に関する虐待の事例（の可能性）が特定された場合に何をすべきかを審査団に知らせる文書化
された手順を作成して実施するものとする。その手順は、付属書 S4「改善プロトコル」に記載された効果的な是正の原則と手順に整合するものとし
、少なくとも次が含まれるものとする。
a. 全般
i. 違反（の可能性）が特定された場合の審査団の責任を明確にする
ii. 危険にさらされている人の安全、福祉、および秘匿性を最優先事項とする、人を第一に考えて安全を保障する取り組みを採用する
iii. その CH に関連する個別の状況、法的枠組み、およびリスクに合わせて調整する
iv. 審査団は、労働者またはその他関係者へのリスクを最小限に抑えるために、CH の是正計画に従うか、それが利用できない、実用的で
ない、または適切でないと判断される場合は、CB 自身の文書化された手順に従うものとする。
b. 審査中に事例（の可能性）が見つかった場合
v. 虐待的で危険な状況、雇用主もしくはその他関係者による強制および暴力の可能性の場合、被害者（になる可能性がある人）を即時に
保護する
vi. 被害者（になる可能性がある人）と信頼を構築し、同意を得る
vii. 情報と証拠を調査、収集、および確保する。審査団は、影響を受けたがまだ特定されていない人が他にいる可能性を考慮し、そのよう
な人たちを特定するために適切な段階を踏むものとする。審査団は、可能な限り、すべての証人の署名を収集するものとする。
viii. 照会。被害者の同意後かつそのようにしても安全な場合に、どの内部および/または外部関係者に照会するかを明確にする。危害を及
ぼしている者が農場管理者だった場合についても同様である。
ix. 審査団の安全。CB は、審査団が自身の安全を保証できる方法を含めるものとする。審査の終了に関する認証・審査規則2.12も参照の
こと。
x. 所見の報告。審査団は、被害者の匿名性と安全を考慮して問題を記録/文書化および報告するものとする（被害者の身分は伏せつつ審
査報告書とライセンス申請書に事例を含めることをはじめとして）。
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注意：可能な場合はいつでも、審査団は、被害者を、資格を有する専門家の支援（例えば、心理学的、医学的、または社会的支援）に、また
はその人が差し迫った危険にさらされていると審査団が確信する場合は、子供の最善の利益が一番に考えられていることを必ず確認しつつ、
その子供のために一時的なセーフハウスまたはシェルターに、照会することが認められる。
27.

審査前に、審査団は CH の（管理計画の一部としての）是正計画を精査し、計画が実行可能で実用的であるかどうかを確認する必要がある。

28.

すべての場合において、審査団は、否定的な認証決定につながるものを含め、不適合を雇用現場の管理者に通知する方法を決定する際に、関係者の
福利を優先するものとする。

AR4.6 結社の自由の審査
結社の自由（FoA）関連の要件に不適合のリスクが高または最高の場合、審査団は以下の要件に従うものとする。苦情、関連する要件に関する昨年の審査で
の不適合、または労働者の権利に関する係争中または終了した訴訟があった場合、「高」危険度となる。
29.

FoA の不適合が提起された場合、CB は、根本原因が差別の一形態であるかどうかを検討するものとする。

30.

審査団は、面接の実施に関する面接と労働者記録精査の要件に加えて、以下の要件を実施するものとする。
a. 現地外面接：可能で安全が確保されている場合、労働者の権利侵害に関連する面接は、労働者が別段の要求をしない限り、CH の制限外（つ
まり現地外）で行われるものとする。審査団は、できれば審査開始時会合前、労働者が別の方法で要求しない限りは非就業時間/日に面接を
実施する
b. 審査団は、結社の自由の権利の侵害、団体交渉、または労働者組合への参加のために差別または虐待を受けたと報告されているすべての労
働者に、そのような情報が利用できる場合はいつでも面接する
c. CB は、グループ面接が審査の一部である場合、次のことを確認するものとする
i.

組合労働者と非組合労働者の両方がいる場合、1つのグループ面接は組合労働者のみを対象とし、別のグループ面接は非組合労働者
のみを対象とする

ii.

異なる労働組合/労働者組織に所属する労働者がいる場合、1つのグループ面接では、同じ労働組合/労働者組織に所属する労働者の
みを対象とする

d. 審査団は、苦情/不適合/訴訟に関連する労働者、すべての労働組合の関連労働者、および非関連労働者を考慮し、ランダムな層化抽出法を
使用して最も代表的なサンプルが定義されていることを確認するものとする
e. 審査団は、代表者が好む選択肢に沿って、組合または労働者組織が現地または現地外のいずれかで面接されることを保証するものとする
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31.

苦情または訴訟があり、労働者に有利な最終決議があった場合、審査団は、状況が孤立しているか体系的であるか、および是正措置が効果的に実施
されているかどうかを特定するものとする。是正措置が適切に実施されている場合、審査団は CH の NC を提起する必要はなく、審査団は是正措置
の有効性の評価を審査報告書/チェックリストに記録するものとする。

AR4.7 賃金と生活賃金の審査
農場審査及び SC 審査に適用
32.

農場審査の場合、審査前に、CB は、基準要件5.4.1の指標データを精査するものとし、レインフォレスト・アライアンス給与評価ツール（付属文書
S8）に記入された CH の情報を分析し、データを以下の細目33で収集された情報と照合し、審査中にさらに調査を必要とする矛盾、不正確さがある
かを特定することが強く推奨されている。たとえば、労働者への支払いが最低賃金を下回っている、労働者が日常的に残業を行う、または女性と男
性の労働者間の賃金格差がある。

33.

農場/ SC 審査の前に、CB は、利用可能な場合はいつでも、情報を収集して分析するものとする。
a. 賃金、福利厚生、控除、労働条件などに関する適用法または CBAs に関する情報
i.

国および/または地域の最低賃金要件

ii.

実施中、交渉中、または最近失効した労働協約

iii.

見習い（賃金と任期）の要件と制限に関する法的情報

iv.

医療、傷害保険などの法的に義務付けられている社会的利益

v.

法的におよび/または契約上許可された賃金控除

vi.

労働時間と標準労働週に関する適用法

b. 賃金に関する状況情報。例： 国および/または地域の平均および/または中央値の賃金統計、業界賃金相場
c. 現物給付に関連する情報。例： 平均家計支出と配給食料に関する地域データ
d. 農場審査に適用可能な、付属文書 S10のレインフォレスト・アライアンスによって提供された生活賃金基準
34.

農場/ SC 審査の前に、CB は、少なくとも以下の点について、現地審査中に精査できるように CH に明確に連絡していることを確認するものとする
。
a. 実施中、交渉中、または最近失効した労働協約（審査前に CB とまだ共有されていない場合）
b. 雇用契約およびすべての支払い条件（法定控除および雇用主による社会保険料の支払いを含む）
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c. 少なくとも過去12か月間の給与明細と給与記録
d. ジェンダーごとのすべての種類/カテゴリの仕事/機能別の賃金記録、残業および生産記録
e. 労働時間の記録
f.

労働者の種類毎に、または労働者ごと（該当する場合）およびジェンダーごとに個別に提供された現金手当、支払われたボーナス、および
現物給付の記録

g. 雇用者の各現物支給に関する費用の計算と裏付けとなる証拠
h. 施設での支払いシステムと計算方法（出来高給対時間給、基本給対ボーナス）

35.

i.

出来高給の割り当ての決定を示す書類

j.

福利厚生登録（病気休暇、産休、休暇などの時間を表示）

農場/ SC 審査中、審査団は、報酬を査定するために文書と記録のサンプルを精査するものとする。これには、少なくとも以下が含まれる。
a. 審査団は、12か月の給与記録から、合計3か月の給与について、繁忙期の月、平均、および閑散期（該当する場合）を含む、少なくとも3か
月のデータを検証する必要がある
b. 3か月のサンプルについては、Error! Reference source not found.に記載のように、サンプル抽出された労働者資料数ごとの労働者資料
（給与明細）を含む、記入済みの給与評価ツール（農場審査）または給与支払いに関するその他の文書化されたデータ（SC 審査）を検証す
る。また、高危険度または最高危険度の場合、CB はサンプルサイズを付属文書 AR3で定義されているものの10％増加させるものとする
c. 審査団は、労働者の人口統計（例：労働者派遣業者または業務委託先によって雇用された男性/女性、常勤/臨時）、さまざまな賃金データ
（季節ごとのボーナス、現物給付）、そして給与評価ツールの「労働者のカテゴリー」（農場審査）または給与支払い（SC 審査）およびジ
ェンダーに関するその他文書化されたデータに含まれた、少なくとも最も重要な種類の労働者が含まれるリスクに基づいて代表的なサンプ
ルを定義するものとする。サンプルは面接した労働者と一致しなければならない。

36.

農場審査の場合、次のシナリオは、生活賃金/最低賃金の不適合につながる可能性があり、それは否定的な認証決定につながる。
a. 審査中に、審査団が給与評価ツールと記入済みの給与評価のデータの有効性を検証するために利用される情報源間に不一致または不実表示
があるかどうか、または CH がツールに従って評価された実勢賃金のレベルを支援していないことの証拠を特定した場合、人事/財務担当者
は、このような不整合および/または不正確なデータについて明確かつ有効な説明を提供できない
b. データの有効性を検証するために利用される情報源が給与評価ツールの登録内容と一致しない場合

37.

農場審査の場合、次のシナリオは、生活賃金/最低賃金の不適合につながる可能性があり、それは否定的な認証決定につながる。
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a. 給与評価ツールに記入された労働者の報酬の有効性を裏付けるための、大規模な証拠またはデータの体系的な欠如（適用法、適用可能な
CBA 及び個々の雇用計画に基づき、現金賃金、現物給付、ボーナス、法的給付、労働時間、出来高賃率、手当、その他労働者が権利を有す
る全体的な報酬を構成するもの）。および/または
b. 給与評価ツールまたは CH の既存の文書およびシステムにおける賃金に関するデータおよび証拠の不実表示または改ざんに関連するもの

AR4.8 労働者派遣業者の査定
38.

審査の前に、CB は、審査団が少なくとも各労働者派遣業者に関連する以下の情報を入手できることを確認するものとする。
a. 労働者派遣を行う個人または会社名（登録されている場合は正式名）
b. 連絡先詳細
c. ある場合は、公式/国民登録番号
d. 男性/女性労働者それぞれの数および労働者の年齢情報も含む、各労働者派遣業者を通じて雇用された労働者の数
e. 労働者派遣業者を通じて採用された労働者プロフィール(少なくとも以下を含む)
i.

仕事/職種の種類(例：熟練/非熟練)

ii.

労働時間/時間枠(例：特定のシフト、曜日、年の期間/仕事の季節性)

iii.

出生地(例：国/地域)

iv.

話されている第一言語

39.

上記の情報に基づいて、CB は、基準要件5.3および5.5に関連する特定の労働問題に対する脆弱性のリスクを特定するものとする。

40.

審査の前に、CB は CH に対して、労働者派遣業者の基準要件に関連する審査中に、少なくとも以下を含む、関連文書および関係する人員に CB が問
題無く現場でアクセス出来るように用意するよう要求するものとする。
a. 基準要件への適合に関する労働者派遣業者の監視と連絡を担う責任者
b. 文書：
i.

該当する場合、管轄の国内当局によるライセンスまたは証明書の写し

ii.

CH と労働者派遣業者間の契約書の写し
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iii.

提供されたサービスに対する CH から労働者派遣業者への報酬

iv.

労働者派遣業者と労働者間の契約

v.

労働者派遣業者から労働者への報酬

c. 審査のために現場にいるかどうかにかかわらず、審査団は、適合性に関連する情報を収集するために労働者派遣業者に面接するよう最善を
尽くすものとする
41.

CB 労働派遣業者が複数の場合、審査団は以下を行うものとする。
a. 各審査ですべての労働者派遣業者（すなわちサンプルではない）の適合性を確認する
b. 異なる労働者派遣業者からの労働者が面接と労働者資料のサンプルに含まれていることを確認する

42.

審査中、CB 審査団は、労働者との面接に関する情報の三角測量を含め、労働者派遣業者が5.3または5.5の関連する基準要件を満たしているかどう
かを検証および確認するものとする。これには、とりわけ、以下の査定が含まれる
a. 採用と雇用慣行
b. 報酬と給与(特に最低賃金労働者の場合)
c. ローン、前払い、預金および控除
d. 懲戒と解雇

43.

CB 審査団は、CH のシステムの有効性を検証し、労働者派遣業者が、以下を含むがこれらに限定されない、5.3および5.5の該当する基準要件に準拠
していることを確認するものとする。
a. 関連する/適用されるすべての要件への適合を保証するシステム範囲
b. CH による登録/ライセンスの記録および労働者派遣業者に関する文書
c. 労働者派遣業者との契約がいつ終了するかを決定するための取組み/明確な手順
d. 雇用主は、労働者の保護を損なうために労働者派遣業者との契約の悪用することはない

44.

審査中および報告段階で、CB が関連する基準要件（1.2.2、5.3.9、または5.3.10）に対する不適合を発見した場合、関連する基準要件（5.3.1-5.3.8
または5.5）と特定の労働課題に対し、明確に注意する必要がある。
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AR4.9 住居審査
農場審査に適用
住居に関するレインフォレスト・アライアンス農場基準要件 5.7 が適用される場合は、以下の要件が適用される。
45.

審査中、訪問する住居のサンプル構成は、ランダムな層化抽出法を使用して、経営者から労働者に提供されるすべての住居を代表する方法で決定さ
れるものとする。以下のサンプル抽出指標は、最小値と見なされる。
a. その住居に住んでいる人の数（該当する場合は、子供が住んでいる住居を含む）
b. 住居種類の違い（例：屋内/屋外または電気あり/電気なしの浴室）
c. 住居の場所（最も離れた家も含まれていることを確認する）
d. 住居築年数
e. 住居の修理状態
f.

46.

さまざまな種類の労働者に提供される住居（例：恒久的、一時的）

サンプルは、
a. 少なくとも、農場の居住可能面積全体 44の平方根。審査員が（不）適合を確認するために、より多くの住居を訪問する必要があるようなリ
スクのある状況を特定した場合、この数はより高くなる可能性がある
b. 高危険度または最高危険度であると識別された場合、10％増加する

47.

審査団が希望するサンプルとして特定の家を訪問できなかった場合、これは審査報告書で報告されるものとする。

48.

審査中、審査員は（家にいる成人および/または住居所有者の許可を求めた後）、少なくとも以下のことを行うものとする。
a. 住居外の調査
b. 調理場、入浴場所、トイレ、1つの寝室など、家の中の主要範囲の見学。トイレおよび/または入浴場所が家の外にある場合、審査員はそれ
らも評価するものとする

44

居住可能地域：年間のある時点で労働者の住居として使用できる地域。この居住可能地域は、基準要件 5.7 も満たす必要があることに注意する
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c. 設備機能の検査（たとえば、電気供給がある場合は、すべてのソケットが機能しているかどうか、トイレに洗浄システムがある場合は、機
能しているかを確認する）。これは、家の住人への面接を通じて行うことができる
d. 該当する場合は、住人への面接実施
49.

農場基準要件5.7.2を確認するために、学校に通う子供に関して、審査団は農場入口から最も近い学校までの最短距離を確認するものとする。

50.

少なくとも以下の場合、審査団は不適合を発行するものとする。
a. 住居を提供されるべき労働者にとっての住宅が不足している場合（その国の適用法により、CH が労働者に住居を提供することを必要とし
ている場合）。これは、レインフォレスト・アライアンスの農場基準要件1.2.1および/または5.7に関連する
b. ひとつの住居の NC は、CH の NC と見なされる

51.

CB は、この文書の NC を解消するためのスケジュール（スケジュール1.7.10を参照）、より具体的には住居に関する1.7.10d で明確にされた最大ス
ケジュールに従うものとする

AR4.10 現地外調査
農場審査に適用
52.

CB（細目54および55のとおり）および/またはレインフォレスト・アライアンスによって社会的要件論題に関する不適合の高危険度または最高危険
度が特定された場合、CB は本付属文書の要件に従って現地外調査を実施するものとする。

53.

CB は、現地外調査の必要性を判断するための文書化された手順を作成し、効果的に実装するものとする。手順の目的は、CH の業務が CB および/
または認証スキームの完全性を損なうことがないようにすることである。手順は、審査員の安全を考慮に入れている。

54.

現地外調査の必要性を判断するために、CB は以下を行うものとする。
a.

審査の前に、CB の審査リスク査定および該当する場合は関係者の情報収集の結果を使用して、特定された関連リスクを現地外調査で対処
する必要があるかどうかを評価する。例えば、論題の機密性を考慮することで、労働者が現場で完全匿名で面接を受けられないリスク、お
よび/または現場で面接したときに労働者が十分に打ち明けられないリスクがあるなど

b. 審査中、労働者が現地外で懸念事項についてより自由に話すことができると思われる場合、または CH の敷地外にいる地元の関係者が裏付
けとなる情報もしくは証拠を提供する場合がある。
55.

審査準備段階で現地外調査の必要性が特定された場合、CB は、予備および/または最終審査計画で現地外調査が実施される/されたことを明確に示
すものとする。現地外調査の必要性を CH に伝える場合、CB は、次を行うものとする。
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a. CH が現地外調査手順に影響を与える可能性がある場合に、CH にどの程度詳細を明らかにするかを決定するために自身の判断を行う。これ
は、結社の自由および/または労働条件に関連する論題を調査する場合など、CH の施設外で労働者に面接する際、重要となる。
b. CH が関連する費用を負担することを明確に述べる
56.

労働者への現地外面接は、最低2人から最大10人までとする。必要と思われる場合、審査団は、細目56.b で述べたように、地域の他の関係者との面
接を最大8回行うことを決定できる。

57.

CB は、この手順の結果を文書化し、そのような現地外調査の結果を RACP にアップロードするものとする。

AR4.11 子供への面接
58.

審査団は、必要に応じて、子供に面接するよう努めるものとする。
注記：審査員は、特定の状況で子供と会話する際に、地域/国の法的要件を尊重する。

59.

監査チームは、子供に面接する際に、以下の追加要件に従うものとする。
a. 成人への面接に関する本書のすべての規則は、子供への面接にも適用される。
b. 審査の前に、CB は、審査団が審査中に遭遇する可能性がある子供の年齢に適した言語を考慮して、聞く可能性がある一連の質問を文書で作
成するものとする。CB は、質問が審査団が審査で使用する言語に適切に翻訳されること、そして審査団がその最新版を利用できることを保
証するものとする。
c. 審査団は、面接に参加する子供に生じるリスクを防ぐために最善を尽くすものとする。
d. 審査団は、非公式の会話に参加するために、子供からの同意を取得し、居る場合には両親または法定後見人から同意を得るものとする。
e. 可能であれば、審査団は、最初にグループ面接の形で子供に面接し、必要な場合にのみ個別面接を実行するものとする。
f.

信頼できる大人の存在：子供には、面接中に親しい大人が立ち会う選択が与えられる。

g. 審査団は、子供の安全とプライバシーへの配慮に基づいて、面接に適した場所を選択するために最善を尽くす。
h. 面接は、子供たちが好む、提案した時間と場所で行われ、子供の保護と安全、そして休息の必要性を保護するものとする。
i.

審査団は、面接の前に、次を、子供に明確に説明するものとする。
i.

目的

ii.

少なくとも子供（たち）と会話を行う理由を含む、手順
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iii.

守秘義務

iv.

情報の使用方法および

v.

この手順における子供の権利（参加しない、質問に答えない、および面接が実施された方法やその内容について苦情を言う権利
）

j.

審査団は子供に自分の言葉で答えさせ、審査団は通訳者が正確さを確保するために Error! Reference source not found.の規則にも従って文
字通り通訳することを保証するものとする。

k.

面接を通じて児童労働（重大かどうかを問わず）の可能性がある事例が特定された場合、審査団は、付属文書 Error! Reference source not
found.是正の規則に従う。Error! Reference source not found.

付属文書 AR5：審査での位置情報データと位置情報データ危険分布図の使用
農場審査に適用：
1.

位置情報データリスク査定は、（1）検証表の形での位置情報データの品質問題、（2）森林破壊、および（3）保護区域への侵入の概要を提供すること
により、審査手順を支援する。地図は、団体構成員の地理空間位置データ（農場単位）を他の情報階層（森林被覆、樹木被覆喪失、保護区域）を重ね合
わせた結果である。CH が認証の準備をしている間、位置情報データを更新することができる。これが行われるたびに、危険分布図はそれに応じて更新
される。CB と CH が契約に署名し、それを RA に確認すると、CB は CH のリスク査定結果を利用できるようになる。各最終位置情報データリスク査
定結果は、レインフォレスト・アライアンスによって作成される。それらは次のとおり。

•

•

位置情報データ検証表

•

位置情報データリスク表

•

森林破壊危険分布図

保護区域危険分布図

これらの結果は現地審査に使用される。この段階で使用される位置情報データは、基準要件に従って、座標とポリゴンの組み合わせになる。これによ
り、CB は、危険度に基づいてサンプルに含める農場を特定できる。
2.

CB は、審査前の独自の審査リスク査定の一環として、最新の最終位置情報データリスク結果を使用して、CH の危険度を特定および評価するものとす
る。CB は、該当する場合、審査の準備と実行のためにそのようなリスク査定の結果を使用するものとする。
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3.

CB は、CH によって提供される位置情報データの品質を評価するために、審査の準備中に少なくとも以下を検証するものとする（詳細は付属文書 S17
「位置情報データの収集」を参照）。
a. 農場/圃場/施設の場所の異常なパターンの特定（たとえば、全座標が互いに等距離にある完全正方形のグリッド）
b. 審査準備中に、異常な場所（審査範囲内の農作物ではなくパーム油畑）の位置情報データの位置を特定する
c. CH 内、および CH と他のレインフォレスト・アライアンス認証 CH 間の農場単位の潜在的な反復を特定
d. レインフォレスト・アライアンスが提供する指針に従って位置情報データが取得されたかどうかを判断（詳細は、付属文書 S17「位置情報
データの収集」を参照）。

4.

CB は、CH によって提供される位置情報データの品質を評価するために、現地審査において少なくとも以下を検証するものとする。
a. CB は、CH によって収集された位置情報/ポリゴンの信頼性を、審査団によって収集されたデータと比較することによって評価するものと
する。
b. 審査団は、この CH 内、およびこの CH と他のレインフォレスト・アライアンス認証 CH との間で農場/農場単位/圃場/施設が繰り返される
状況について、CH から提供された証拠と生産者から提供された証拠を三角測量するものとする。
c. 位置情報データ管理(位置情報データ収集および CH による内部監査での生産者および/または農場/農場単位 ID の正しい使用)。
d. ポリゴンを収集する農場単位を選択するために CH によって実装されたリスク査定方法。

5.

CB は、CH が設定した毎年の位置情報データ収集目標を評価する必要がある（たとえば、生産者団体は、次の改善レベルまで、毎年収集する予定の位
置情報データの割合に達したか？）。

6.

CB は、CB が実施するリスク分析とレインフォレスト・アライアンスが実施するリスク分析を組み合わせて、代表的なサンプルを決定するものとする
（詳細は、手引き D「位置情報データ要件と危険分布図」を参照）。

7.

審査サンプルで選択された各農場について、審査員は、危険度ベースの取り組みを用いて、農場単位の訪問を優先する必要がある。審査団は、RA 最終
位置情報データリスク査定結果を活用するものとする。

8.

現地審査前に、CB は、審査を準備および計画するために、RACP を介して CH から提供された地理空間データを受領し評価したことを確認する。新し
い/更新された位置情報データが提供された場合、CB は、この新しい位置情報データと、それを用いて作成された新しいレインフォレスト・アライア
ンスの危険分布図を評価するものとする。この位置情報データは、基準で要求されているように、農場/農場単位/圃場/施設の座標とポリゴンの組み合
わせになる（詳細は、「正しい参照文書の使用」を参照）。
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9.

CB は、CH によって提供された位置情報データの品質を検証し（この付属文書内3および4を参照）、森林破壊および使用地上の保護区域への侵入の危
険度を評価するものとする（Error! Reference source not found.を参照）。審査準備中に、CB は、現場および MS でチェックする証拠と、現地訪問中
に多角的に確認するデータを決定するものとする。

10. 審査団は、訪問する農場の審査サンプルが、森林破壊と保護区域の危険分布図で特定されたリスク水準を代表していることを確認するものとする。
a. 審査サンプルの農場の少なくとも20％は、位置情報データリスク査定で特定されているように高危険度で構成されている必要がある。グル
ープ内の危険度の高い農場の総数が審査サンプルの20％未満の場合、そのような農場はすべて審査サンプルに含まれるものとする
b. 審査サンプルの農場の少なくとも10％は、位置情報データリスク査定で特定されているように中危険度で構成されている必要がある。グル
ープ内の中危険度農場の総数が審査サンプルの10％未満の場合、そのような農場はすべて審査サンプルに含まれるものとする
c. CH に高危険度の農場がない場合、つまり、位置情報データリスク査定で特定された最高の危険度水準が中程度の場合、審査サンプルの農
場の少なくとも20％は、位置情報データリスク査定で特定された中危険度である必要がある。グループ内の中危険度農場の総数が審査サン
プルの20%未満の場合、そのような農場はすべて審査サンプルに含まれるものとする
d. 審査サンプルの外挿に基づいて CB によって（中/高）危険度があると識別された農場の数が、リスク査定で識別された数よりも多い場合、
潜在的な体系的な問題を評価するために、審査団は審査サンプル内の高/中危険度農場の割合を増やすことができる（Error! Reference
source not found.および認証規則を参照）
注記：審査サンプルに含まれる危険性のある農場の計算された数は、常に切り上げる。
11. 現地または追跡審査中に、CB は以下を検証するものとする。
a. 審査団は、内部監査員またはデータ収集者に、現場での位置情報データ収集の手順(座標およびポリゴン)を確認する必要がある。このため
に CB は関係者に同行し、位置情報データが適切な方法で収集されているかどうかを評価することができる(詳細については付属文書 S17「
位置情報データの収集」を参照)
b. 選択されたサンプルを使用して、CB は、提供された位置情報/ポリゴンが審査中に訪問した実際の農場の場所と一致するかどうかを評価す
るものとする。さらに、CB は、付属文書 S17「位置情報データの収集」に従って位置情報データが取得されているかどうかを検証するため
に、レインフォレスト・アライアンスが提供する推奨事項を尊重するものとする
c. CH によって提供された位置情報データの種類に基づいて、CB はこれを現場で収集されたデータと照合して、位置情報データ品質を評価す
るものとする(この付属文書内3および4を参照)
d. 上記の細目「a」から「c」に加えて、CB は、CH によって提供される位置情報データの正確性を評価するために、次のことを考慮するもの
とする：CH が使用する装置 対 CB がデータ収集のための使用する装置、様々な装置の許容誤差、農場の内部条件（高い崖、川、不規則で
危険な地形など）。疑わしい場合、CB はレインフォレスト・アライアンスに相談するものとする
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e. CB は、レインフォレスト・アライアンスによって特定された保護区域(PA)と森林破壊の危険性が実際に現場に存在するかどうかを検証し、
CH が実施すべき是正措置を評価、および/または CH が保護区域および/または森林破壊に関連する不適合を明確に示しているかどうかを評
価するものとし、否定的な認証決定につながる可能性がある。このような場合、CB は審査過程を終了するものとする（詳細は、Error!
Reference source not found.を参照）
12. 森林破壊と保護区域の危険度を審査する場合、CB は、訪問した団体構成員の農場/農場単位/圃場/施設(位置情報など)の位置情報データを収集する必要
がある。ポリゴンの場合、審査団は最高危険度水準の農場のポリゴンを確認する必要がある。これに基づいて、CB は位置情報データが不適合かどうか
を評価するものとする。審査の結果、CH が新しい位置情報データを修正して提供する必要がある場合、CB はこれを精査し、この新しい情報によって
保護区域と森林破壊に関するレインフォレスト・アライアンスの危険分布図を変更するかどうかを評価するものとする。その場合、CB はこの付属文書
で前述したように、新しい危険度を検証するものとする。
13. 審査団は審査中に、レインフォレスト・アライアンスの位置情報データ危険分布図で森林破壊または保護区域への侵入の危険があると示された農場/農
場単位に、現場観測に基づく危険性がない場合、以下に示す証拠を収集するものとする（詳細は、 手引き D「位置情報データ要件と危険分布図」を参
照）。証拠には以下が含まれるものとする。
a. 団体構成員の識別番号、農場の内部 ID（農場の場合）、および農場単位 ID
b. 農場/農場単位の緯度と経度（位置情報）
c. 森林破壊の危険性について
i.

土地利用の転換が衛星画像に表示されたが転換を意味しない理由の説明、たとえば、

1.

収穫され農業用に転換されたが、自然生態系の転換を意味しない森林プランテーション

2.

農場が出来た年が起点年以前

3.

日陰樹伐採などにより変換が発覚。森林破壊が存在したかどうかを結論付けるには、高解像度の衛星画像、写真、ドローン画像
、または危険性検出を説明するその他の現場の証拠（高い日陰の範囲、周囲の植林地など）などを利用することが可能

ii.

現在の土地利用の種類の表示：森林、アグロフォレストリー、または農業利用

iii.

ヘクタール単位の影響を受ける領域サイズの推定

d. 保護区域での生産の危険性について
i.
適合性を示すことができる追加情報（政府が提供する保護区域の異なる分類）-これは提出され、レインフォレスト・アライアン
スにより精査される必要がある
ii.

保護区域の境界の誤った検出につながる技術的な問題の説明(たとえば、低解像度、他のデータセットが使用された、など)

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

144

2.

iii.

政府によって付与された許可

iv.

保護区域の管理計画

v.

中危険度（「立入可能保護区域内の農場）の場合、関連当局によって定義された、保護区域の適用法および管理計画への準拠を示
す証拠

14. 体系的な問題がある場合（認証規則1.7不適合および想定される措置を参照）、CB は NC を提起し、許可された場合、CB はそのような NC の解消
により、危険性が CH によって効果的に是正/対処されたという十分な信頼が得られることを保証するものとする。
a. NC が解消できる場合、CB は、問題が適切に対処されていることを検証するために、現地の追跡審査を実行する場合がある

15. ライセンス要求手順の一部として、CB は以下を提供するものとする。
a. 審査サンプルに含まれるすべての団体構成員の農場/農場単位/圃場/施設の識別。森林破壊と保護区域の危険度に基づいたサンプルの一部(上
記細目 10 で述べたように)については、それらを含める理由を示す (例：森林破壊の危険性、保護区域に関する危険性)
b. サンプルの一部として訪問した団体構成員の農場/農場単位/圃場/施設の CB 審査団によって収集された位置情報データ(位置情報および/ま
たはポリゴン)
c. 団体構成員の更新済み位置情報データ（該当する場合）、CB による調査結果の説明、または団体構成員が提供し CB によって評価された場
合、森林破壊または保護区域への侵入が確認された場合、または CH がレインフォレスト・アライアンスによって提供されたリスク分析に
異議を唱えている場合（手引き「位置情報データ要件と位置情報データ危険分布図」を参照）。
16.ただし、CH の危険度水準に基づいて、レインフォレスト・アライアンスは、ライセンス要求手順の一部として追加の証拠を要求する権利を留保する。

付属文書 AR6：森林破壊と保護区域への侵入の審査
農場審査に適用
位置情報データとリスク査定に関する付属文書 AR5 に続き、この付属文書は審査準備と実施の際に、森林破壊と保護区域への侵入に関して考慮すべきこと
を説明する。
1.

CB は、森林破壊と保護区域への侵入が範囲の一部である審査を実施する間、この付属文書の要件と指針に従うものとする。

2.

CB は、CH の危険度の指標として、位置情報データリスク査定結果（Error! Reference source not found.を参照）を使用するものとする。CH
は、申請か認証まで構成員の農場を除外した可能性がある場合、除外された領域は審査サンプルに含まれず、評価されない。 ただし審査団は認証
保有者の全体的な危険度を評価する際に、これを危険度指標と見なすものとする。
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3.

審査団は、審査の準備と審査サンプルの選択に最終位置情報データリスク査定を使用するものとする（Error! Reference source not found.を参
照）。

4.

位置情報データの危険分布図に加えて、審査団はさまざまな要因を使用して、新しい生産区域、新しい土地の購入、新しいインフラストラクチャ、
または新しい土地を購入せずに生産を大幅に増やすなどが含まれるが、これらに限定されない、位置情報データ危険度を評価する必要がある。

5.

審査の前に、審査団は、審査対象の地域に保護区域および/または重要な生態系があるかどうかを調査し、緩衝地帯を含む保護区域の規則と法律を
、審査の特定状況について理解する必要がある。このような調査の結果は、審査団によって対応する認証資料に記録され、要求に応じてレインフォ
レスト・アライアンスが利用できるようにするものとする。

6.

審査団は、さまざまな段階、つまり農場、工場/処理・加工設備一式、および MS レベルで森林破壊を検証する必要がある。

7.

訪問中、審査団は、次のような、現地での最近の森林破壊の兆候を検証するものとする。
a. 樹木農作物の若い樹木
b. 若木の切り株
c. 隣接する樹木の最近の変化
d. 先駆種による空地の定着化
e. 森林または生産圃場/施設の伐採帯
f.

最近の火災の形跡

g. 最近伐採された木材
h. 他の生産圃場/施設と比べて土壌に有機物が豊富（兆候として利用される）など
（詳細については、手引き M「自然生態系および植生」を参照）。
i.

審査団は、関連する証拠の写真を撮り、その写真を CB の認証資料の一部として保持するものとする。CB は、必要に応じて、そのような写
真をレインフォレスト・アライアンスが利用できるようにするものとする

8.

森林破壊の危険性が高い、または保護地域への侵入の危険性が高い農場単位の訪問中、つまり、上記の位置情報データリスク査定からの最近の森林
破壊の証拠、または審査団が現地で新しい情報を見つけて高危険度と特定した場合、審査団は 転換または拡大が起こったという専門家としての懐
疑を行使し、危険度を確認するために追跡調査を行うするものとする（Error! Reference source not found.、細目１３を参照）。

9.

審査団は、該当する場合、生産者、労働者、その他の関係者への面接に森林破壊の論題を効果的に組み込むものとする。
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10. 森林伐採と保護区域への侵入に関する NC の重大度を判断するために（基準要件6.1.1および6.1.2）、審査団は、審査サンプルとリスク査定に基づ
いて、非準拠と見なされる団体構成員の総数を次のように推定するものとする。
i.

審査された危険性のある全ての農場が NC の場合、危険性のある全ての農場は不適合と見なされるものとする

ii.

不適合であることが判明した構成員の農場の数が危険分布図で報告されたものよりも多い場合、審査団は位置情報データ危険
度に基づくサンプルを増やし、外挿のためにすべての危険性のある構成員が不適合であると想定し、不適合であることが判明
した追加の構成員を追加するものとする

iii.

起点年後に転換したことが判明した構成員の農場数が危険分布図で報告された数よりも少ない場合、不適合について自動外挿
はできない。ただし、生産者団体段階で制度上の問題（認証規則1.7不適合および想定される措置を参照）の全体的なリスク
を判断するために、またこれが非認証/認証解除につながるかどうかを判断するには、不適合と判明した危険性のある構成員
の割合に基づいて外挿する必要がある。例えば、審査済みの危険性のある団体構成員の5人中4人が不適合であることが判明し
た場合、実際の不適合団体構成員数は危険性のある団体構成員の80％と見積もる必要がある。20人の危険性のある団体構成員
がいる場合、16人は不適合であると推定される。これがグループの5％を超える場合、これは非認証/認証解除につながる重大
な問題と見なされる（認証規則1.7不適合および想定される措置を参照）

11. 6.1.2の NC、保護区域への侵入を決定するために、審査団は以下のことを考慮しなければならない。
a. 農場/農場単位/圃場/施設が保護区域内にある場合、適用法の下で生産が許可されない限り、生産者または団体構成員は認証されない（レイ
ンフォレスト・アライアンス基準の用語集を参照：特定の背景または状況に適用される国内法および承認済みの国際法）。国内法には、国
内のすべての管轄区域(地方、地域、国)における法律と規制が含まれる。各国が加盟している国際法も適用法と見なされる。
b. 適用法は、管理計画の特定地域分野（多目的地域）、保護区域の特定のカテゴリ（IUCN カテゴリ IV、V、VI）、または許可（たとえば、許
可された農場）を構成できる。 生産が許可されていない保護区域（IUCN カテゴリ Ia、IB、II、および III の「立ち入り禁止」保護区域）で
生産が行われている場合は、団体構成員を除外するか、個々の CH の認証を解除/非認証にする必要がある
c. 許可された生産の場合は、適用法の下で生産が許可されているという検証可能な証拠が必要である。これには、地域分別または許可のポリ
ゴン形式の明確な境界、例えば飛び地や認証済み農場のポリゴン等が含まれる
d. 生産が特定条件下でのみ許可される場合、審査団はこれらの条件が CH によって満たされていることを確認する必要がある
e. 保護地域での生産が許可されていない場合、または条件が満たされていない場合、団体構成員または個人の CH は認証されない。生産者団
体/複合農場経営 CH の場合、CB は、危険分布図に基づいて（高危険度の団体または複数圃場/複数施設が非準拠であると想定して）、次の
ことを評価する必要がある
i.

5％以下および5つ以下の審査済み構成員の農場は、6.1.2に準拠していない。 この場合、構成員の農場は認証から除外される
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ii.

5％または5つ超の審査済み構成員の農場は6.1.2に準拠していない。この場合、CH は NC を提起し、非認証または認証解除につな
がるものとする（付属文書 CR1：位置情報データおよび危険分布図を参照）

12. 審査団は、生産者団体/複合農場経営の CH の6.1.1、自然林および生態系転換の NC を判断するために以下の指針に従うものとする。
a. CB は、森林破壊または自然生態系転換が見られたすべての小規模および大規模農場に対して NC を発行するものとする
b. シナリオ1：CB は、次の2つの条件のいずれかが満たされた場合に、否定的な認証決定につながる不適合（制度上の問題–認証規則の1.7不適
合および想定される措置を参照）を発行するものとする
（外挿後の）非準拠の小規模および大規模農場の数は、生産者団体における農場の総数の5％以上を占めるか、5つ以上の審査済み農場が非
準拠であることが判明している

-

c. シナリオ2：CB は NC を発行し、、次の場合には、CH が転換された農場を除外し、適切な是正措置を実施できるようにする
-

非準拠の小規模および大規模農場の数は、生産者団体における農場の総数の1％以上5％未満であり、審査済み団体構成員の内非準拠な
のは5未満。

-

さらに、CH は、農地の1％以上または10ha 以上を転換した団体構成員を除外する必要がある

d. シナリオ3：CB は NC を発行し、次の場合には、CH が転換された農場を維持し、適切な是正措置を実施できるようにする
-

非準拠の小規模および大規模農場の数は、生産者団体における農場の総数の1％以下で構成される

疑わしい場合、CB は決定を下す前にレインフォレスト・アライアンスに相談するものとする。
13. CB は、単一農場 CH の自然林と生態系の転換の場合の NC を決定する際に、以下の指針に従うものとする。
a. 審査中に CB によって転換の証拠が確認され、転換された面積が農場面積の1％以下で10 ha 以下（いずれか小さい方）である場合、CB は
CH に NC の解消を許可することができる
b. 審査中に CB によって転換の証拠が確認され、転換された面積が農地面積の1％を超えるか、10 ha を超える場合、CB は否定的な認証決定
につながる NC を発行するものとする
14. CH が NC を解消できる場合（本付属文書の細目11、12に記載の通り）、CB は可能であれば、森林伐採の NC を解消する方法に関する以下の指針
（6.1.1）に従うものとする。
a. 大規模農場の場合
i.

リスク査定結果が転換の危険性を示し、森林破壊が農場面積の1%未満と最大値10ha のいずれか小さい方であるために CH が依然
として認証を申請する場合、CB は審査の前に、転換された地域と農場全体の認証の適格性を示すようポリゴンを要求するものと
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する。CB はまた、是正措置の基礎となる再生計画を要求するものとする。CB は、地元の生態学者によって開発されたそのよう
な計画のみを受け入れるものとし、計画された修復は（1）比例的（2）同等のもの（3）追加のもの （4）永続的 でなければなら
ない。計画には、中間の期限付き目標、活動の明確な責任、および少なくとも3年に1回の監視計画が含まれているものとする。計
画はまず審査され、計画に向けた進捗状況は、監視結果に基づいて少なくとも年に1回審査されるものとする（自然生態系/植生の
手引きを参照）
ii.

訪問中、審査団は、転換された範囲と農場範囲全体のポリゴンの品質と精度を評価し、上記のように再生計画を検証する必要があ
る

b. 小規模農場の場合
i.

該当する場合、さらなる森林破壊を防ぐための CH の承認および制裁システム。関連参加者への意識向上策または研修会の実施

ii.

転換された面積の少なくとも3倍の面積を移行することにより、以前の保全価値の喪失を緩和するアグロフォレストリー計画。こ
の計画には、中間の期限付き目標、作業の明確な責任、および6年以内にアグロフォレストリーの目標を達成することを目指すと
して少なくとも3年に1回の監視計画が含まれている。この計画は、CH の管理計画に含まれている。計画は最初に審査され、計画
に向けた進捗状況は、監視結果に基づいて少なくとも年に1回審査されるものとする（自然生態系/植生の手引きを参照）

iii.

森林破壊と保護区域への侵入が中および高危険度のすべての生産者の農場単位のポリゴンを収集することを計画する

付属文書 AR7：農場審査におけるトレーサビリティの審査
農場審査にのみ適用
1.

製品フローの検証
a. CB は、CH によって行われた見積もりの徹底的な信頼性の確認を行うものとする
b. CB は、審査員が行ったトレーサビリティを記録するための定型書式を備えているものとする
c. CB は、状況に応じて、少なくとも次の文書を検証するものとする。収穫記録、購入記録、購入伝票、構成員の農場の資格、納品伝票、処理
加工設備での受領、製品の転換または生産高、販売記録、在庫 、異なる認証スキーム間の分離、製品の識別と分離
d. 審査団は、個別および複数圃場/施設の生産者に関し少なくとも以下を検証するものとする
i.

製品が収穫された区画または畑番号または小区画地、収穫日を含む収穫記録

ii.

収穫のために雇用された労働者数
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2.

iii.

収穫量、加工または倉庫への発送量

iv.

輸送書類

v.

商品発送

IMS レベルでは、審査団は以下を検証する必要がある
a. すべての生産者（構成員の農場）との拘束力のある最新の契約/合意が存在する
b. 構成員の農場は、認証製品の場合は、IMS を通じてのみ取引する
c. IMS が購入した製品が、登録された構成員の農場からだけのものであることの確認
d. 構成員の農場が登録および認証された土地からのみ販売しているという文書化された証拠
e. 団体構成員の名前、ID、日付、製品の種類、数量が明確に記載された領収書が生産者宛に発行されている
f.

構成員の農場と購入者の間に利益相反がない

g. 購入者は十分な訓練を受けており、業務を遂行する能力がある
h. 総量/購入量は、推定量および/または実際の収穫量を超えない。推定量からの逸脱がある場合、CB 審査員はそのような変動の理由を記録す
るものとする

3.

i.

購入、輸送、保管、処理加工設備には、認証製品を他の製品と視覚的に区別して別々に保管するのに十分な識別子または標識がある

j.

輸送中の製品に添付されている文書には、製品の種類、認証状況が明記されている

k.

購入者/保管/処理加工施設の職員は IMS によって訓練されており、製品の完全性を維持する能力がある

倉庫では、以下を確認する必要がある
a. 倉庫設備には、認証製品を他の製品と視覚的に区別して別々に保管するのに十分な識別子または標識がある
b. 施設の病害虫管理は、基準に記載されている禁止農薬を使用して行われていない
c. 倉庫を管理する人は、認証製品の完全性を維持するための訓練を受け、能力があるものとする
d. 倉庫を出る材料は、包材を損傷することなく混合や混入が起きる可能性がないように梱包されている
e. バルク製品は、専用輸送設備または明確に分離された状態で輸送される
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f.
4.

倉庫が CH によって所有されていない場合、倉庫と IMS /生産者の間には契約がある

処理加工設備では、少なくとも以下を検証する必要がある
a. 処理加工された製品の品揃えの一覧
b. 原材料を供給するサプライヤーの一覧、その認証状況
c. 製品の完全性が維持されるように、受け取った製品の製品（標識）へのラベル付け
d. 複数原料製品の場合の成分とその組成および認証状況の一覧
e. 手順のフローチャートと製品の適切な転換/生産高
f.

製品は、原材料の受領から最終製品の発送まで識別可能である

g. 入荷原材料は、供給元の詳細と認証状況で識別される
h. 非認証製品の混入や汚染をあらゆる段階で防止するために、適切な識別、分離、および洗浄対策が実施されている
i.

施設の病害虫管理は、禁止農薬のリストに含まれている有効成分を使用していない

j.

労働者/職員は訓練を受け、能力があり、製品の完全性を保証することができる

k.

過去3年間に受け取った、処理加工に使用された、処理加工された最終製品の原材料の量の記録

注記：最初の認証審査では、このような記録は過去 1 年間分のみ利用可能な場合がある
l.
5.

最終加工品から供給原料およびその供給元までのトレーサビリティが可能である

審査団は、買取り所/買取仲介業者において少なくとも以下を検証するものとする
a. 製品を買取っている農場の一覧と認証農場の識別
b. 製品の認証状況を示す購入記録
c. 認証状況を示す販売記録
d. 使用した機器の状態(例：はかり、水分計などの校正)

6.

実行する最小製品フロー
a. サンプルとして選択された構成員の農場の購入領収書の相互確認
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b. 原材料から処理加工および発送までの少なくとも1つの追跡、および在庫/残高。これは、1日、1か月、または1季節（期間）について実行
できる
c. 売上請求書から原材料までの追跡
d. 12か月間の収量推定の妥当性、つまり生産周期全体の量を含む
e. すべての販売は文書化され、認証製品としての販売、他の認証下での販売、および非認証販売を含め、検証に利用できるようになっている
7.

各審査段階で、CB は、関係者が実行する業務に応じて、これらの検証作業のどれをどの関係者とどの場所で実行するかを決定するものとする。例
えば、買取拠点が加工処理業務を実行する場合、CB は、加工処理設備規則に記載される該当確認を行う必要がある。

8. 審査団は、製品フローチャート/マップのさまざまな段階に関与する様々な担当者に面接し、他のテーマに加え、トレーサビリティに関する情報を
三角測量する必要がある。これらの担当者には、生産者、管理システム職員、労働者、仲介業者、下請け業者、業務委託先（輸送業者/運転手など
）が含まれる。サンプル抽出要件の詳細については、本文書のサンプル抽出を参照すること。
9.

審査団は、CH によって提示された文書の信憑性を常に評価および/または確認するものとする。

付属文書 AR8：審査中に許可される支援と許可されない支援
農場及びサプライチェーンの審査に適用
1.

審査中に許可される支援
a. 慣行が見られた農場を特定せずに、審査員が他農場で見た基準要件への適合例を説明する
b. 持続可能な農業基準の最良の慣行を実装する方法を説明する手引きまたはその他支援資料の CH への提供
c. CH が何を修正する必要があるかの正確な把握、不適合の明確化のための、審査終了時会合中および審査報告書への不適合内容の説明記述
。主任審査員は、審査中に発見された不適合の写真を、適合性欠如の理由の説明とともに表示する場合がある

2.

審査中に許可されない支援
a. 根本原因の提供、是正措置、業務固有のインフラストラクチャ設計、必要な計画、方針、手順の作成または作成支援を含む、該当要件に準
拠するための特定の措置または製品の推奨
b. 不適合を解消するための、助言や指導、慣行の規定化、指示。しかし、不適合になった理由を詳細に説明することは考えられる

SA-R-GA-1-V1.2JP 認証・審査規則

152

c. 不適合の割り当て、是正措置の評価、および認証の決定における公平性に影響を与える可能性のある支援またはコンサルティング業務の提
供
d. 技術支援の提案または見積もりを認証サービスと組み合わせる、またはサービスパッケージとする
e. レインフォレスト・アライアンス保証システム要件のいずれかにに反する方法での、支援と認証業務の混合
3.

本章で説明する措置は、レインフォレスト・アライアンスによって許可されるが、必須ではない。CB は、認証手順中または認証手順に関連する技
術支援について質問がある場合、または詳細情報が必要な場合は、レインフォレスト・アライアンスに相談するものとする。

付属文書 AR9：調査審査を実施するための追加要件
農場及びサプライチェーンの審査に適用
特定の苦情、またはプログラムの信頼性に対して高危険度と特定された問題に対応するために実行される非通知審査。
この付属文書は、調査審査を行う審査団の要件を提供する。
1. CB は、調査審査に関する認証規則の要件に従うものとする。
2. レインフォレスト・アライアンスまたは CB が、苦情/問題が調査審査に値すると判断した場合、苦情申立人は、審査を実施する組織から審査所見の要
約を通知されるものとする。
3. 審査団が、チーム到着の最大24時間前に書面で CH に通知することを決定した場合、そのような書面による通知は、審査の実行に影響を与える可能性の
ある詳細内容を開示してはならない。審査団は、開始日、期間、審査団構成、および訪問する場所のみは開示する場合がある。
4. 事前通知なしに審査が実施される場合、審査団は、審査計画を開始時に CH と共有するものとする(審査の計画と準備に関する要件を参照)。審査団は、
審査目的の達成リスクが軽減される場合は、共有情報を減らすことがある。
5. レインフォレスト・アライアンスが、文書調査による準拠証明が十分可能として、遠隔での証拠検証を許可しない限り、調査審査は常に現地で実施され
るものとする。
6. 問題の範囲、サンプルサイズ、および重大度に応じて、審査団は、付属文書を含め本書で定義されているように、審査過程(準備、実行、報告、決定)で
関連する規則/要件を実装する必要がある。
7. レインフォレスト・アライアンスは、CB またはレインフォレスト・アライアンスが苦情を受け取った日から2か月以内に調査審査がすでに予定されて
いる場合、CB が調査審査を通常審査に置き換えることを承認する権利を留保する。
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8. 審査対象の CH は、自然災害、地域での政治的紛争、疫病、または CH の生産者/代表者が医学的理由を示すことができる、または以前からの予定（約
束）により関連証拠の利用が制限される場合など、不可抗力の証明可能な理由により、訪問を拒否し、調査審査の日程変更を1回のみ要求できる。ただ
し、レインフォレスト・アライアンスまたは CB は、24時間以内に審査日程計画を変更する場合があり、組織が2回目の審査を拒否した場合、認証は直
ちに取り消されるものとする。
9. レインフォレスト・アライアンスは、調査審査を CB に割り当て、手順を監督する権利を留保する。
10. 審査団は、以下の追加サンプル抽出要件に従うものとする。
a. 苦情/問題が該当する要件に関する管理システムの実績のみに関係する場合、調査審査は管理システムに該当する要件のみを対象とするもの
とする
b. 苦情/問題が該当する要件に関する1つ以上の農場/圃場/施設の実績に関連する場合、サンプルは苦情に含まれる農場/圃場/施設のみで構成
されるものとする
c. 審査団が適切であると判断した場合、サンプルサイズは、苦情/問題に含まれる農場/圃場/施設数の2倍に相当する最大値まで拡張される場
合がある
d. 苦情が管理システムと農場/圃場/施設の両方に関係する場合は、両方を審査サンプルに含めるものとする
e. 審査団は、さらに調査する価値がある審査中に検出された適合性の問題に基づいて団体構成員の農場/圃場/施設を審査するために、サンプ
ルを最大40％増やすことができる。拡張されたサンプルは、適合性の問題に関連するすべての要件に対応できる
11. 調査審査は、少なくとも苦情/問題内の要素に関連する要件を包含するものとする。審査過程(計画、実行、報告)は、これを明確に実証するものとする
。
12. 審査団は、必要に応じて、CH 敷地外で申立人および関連する関係者と連携するものとする。このような関与業務の成果は、審査パッケージの一部とし
て記録されるものとする。
注記：考慮される関係者には、社会/環境問題に関する地方当局、審査対象の CH が所在するコミュニティの代表者、労働組合代表者、または他の
種類の労働者代表者、例えば福祉委員会、労働安全衛生委員会、ジェンダー委員会、レインフォレスト・アライアンスの職員（CB 監視、コミュニ
ケーション、その国の担当チームなど）が含まれるが、これらに限定されない。
13. 必要に応じて、審査を実施する組織は、審査団が審査目的を達成するための集合的な能力を持っていることを保証するために、審査団の一部として技術
専門家を含めるものとする。
14. 調査審査が CB によって実行される場合
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a. CB は、その審査を実施する決定がなされてから少なくとも1週間後に、そのような審査についてレインフォレスト・アライアンスに通知す
るものとする
b. CB は、最初の審査日の少なくとも5日前に、詳細な審査計画を RACP (レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム)にアップロ
ードするものとする
c. CB は、詳細計画から CB が CH と共有したい情報の時期と量を決定するものとする。ただし、そのような情報の共有が審査目的の達成に影
響を与えないことを条件とする
d. CB は最終審査日から1週間以内に、レインフォレスト・アライアンスと審査報告書草案を共有するものとする
e. CB は、最終審査日から4週間以内に、レインフォレスト・アライアンスと最終審査報告書を共有するものとする

付属文書 AR10：複合審査と統合審査
農場及びサプライチェーンの審査に適用
この付属文書では、複合審査および/または統合審査が CB の業務の一部である場合の CB 要件について概説する。
1. CB は、関連するスキームが完全に相互承認された場合にのみ、統合審査を実施するものとする。
2. CB は、審査前に統合審査を実施するために、レインフォレスト・アライアンス( cbmanagement@ra.org から取得)に許可を要求するものとする。
3. 複合審査と統合審査の両方で、認証済み数量の重複販売(つまり、各スキームのプログラムで同じ数量を複数回販売すること)は許可されていない。CB
は、CH が審査前に「重複販売禁止宣言」に署名した場合にのみ審査を実行することを保証するものとする(cbmanagement@ra.org から取得)。
4.

CB は、チェックリストに関連するスキームの該当するすべての要件が含まれている場合にのみ、異なる農作物の複合審査または統合審査を実行する
ものとする（たとえば、スキーム1の審査はコーヒーで、スキーム2の審査はカカオで行われる）。

5. CB は、複合審査の審査期間を次のように見積もる必要がある。
a. MAD(二重認証)= MAD(単一認証)* 1.5
b. MAD(三重認証)= MAD(単一認証)* 1.75
c. 3つ以上のスキームを組み合わせた審査の場合、CB はレインフォレスト・アライアンスに追加の指導を要求するものとする
注記：
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•

MAD(最小審査期間)の計算については、本書4.6項で説明されている。

•

審査がレインフォレスト・アライアンス認証と別の同様の認証プログラムを対象としていると二重認証とみなされ、審査がレインフォレスト・
アライアンス認証と他の2つの認証プログラムを同時に対象としていると、三重認証とみなされる。

6. CB が複合審査および/または統合審査を提供する場合、CB は表 AR10.1の要件に従うものとする。
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要件

複合

統合

スキームの許可

レインフォレスト・アライアンスには必須ではない

必須、関連するスキームから集合的に

審査員/認証者の能力

スキームごとに個別に承認された審査員/認証者

お互いの承認された審査員/認証者の完全な承認

審査チェックリスト

基準毎の個別チェックリスト

一つの統合チェックリスト一覧
-重複する全ての CP(重複を避けるために全基準に適用可能)、および
-相互承認されてない、基準毎の追加の個別 CP(該当する場合)

審査準備

個別計画

共同計画

-スキームごとの特定サンプルとサンプルの正当性を示 - 一つの審査計画
す 1 つの審査計画
- 一つの審査サンプルおよび正当性
-スキームごとの複数 CH 自己査定精査
- 一つの CH 自己査定精査
審査

スキームごとの完全審査

一つの統合審査

-スキームごとの審査サンプル

-一つのサンプル群-一つの IMS 審査

-スキームごとの IMS 審査

-一つの内部監査精査

-スキームごとの内部監査精査
-スキームごとの面接
認証有効期間の調整

スキームごと、つまり、各スキームの手引き/実施要項 スキームごと、つまり、各スキームの手引き/実施要項に従った異なる有
に従った異なる有効期間
効期間

認証数量の調整

スキームごとに確認された認証量、および CB は重複 スキームごとに確認された認証量、および CB は重複販売の危険性を検
販売の危険性を検証するものとする
証するものとする

報告

基準ごとの個別審査報告書

一つの統合審査報告書

表 AR10.1：複合審査と統合審査
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付属文書 AR11：通訳の使用
農場及びサプライチェーンの審査に適用
1.

CB は、審査および認証作業中に通訳者を選択および使用するための文書化された手順を作成し、効果的に実施するものとする。

2.

CB は、通訳者と関連する CH の間に利益相反がないことを確認するものとする。

3.

CB と通訳は、機密保持契約を含む契約に署名するものとする。

4.

CB は、審査団と、管理責任者、労働者、その他の関連する関係者を含む対象者との間のコミュニケーションを確保するために、十分な人数の通訳
者を利用できるようにするものとする。

5.

CB 審査団は、通訳者が審査員として行動しないことを保証するものとする。これには以下が含まれるが、これらに限定されない。
a. 独立した面接または文書精査の実施
b. 適合または不適合に関する決定

6.

CB は、本付属文書の要件が完全に実施されていることを確認するために、審査の前に通訳者が CB /審査団から明確な指示を受けていることを確認
するものとする。

7.

審査団は、通訳者が審査団または被審査者によって解釈されるコミュニケーションの意味または方向を変更またはこれに影響をおよぼさないことを
保証するものとする。

8.

通訳者は、いかなる関係者への会話の要素も省略してはならない。

9.

社会的および/またはデリケートな側面を議論するとき、通訳者は、
a. 中立を保ち、判断や批判および贔屓となる言行を避けなければならない
b. 面接対象者へ影響に注意する必要がある

10. 審査団は、通訳が面接官と面接対象者間のコミュニケーションの参加者となっていないことを確認するものとする。通訳は両者間のコミュニケーシ
ョンを促進するだけである。
11. 通訳者は、面接官からの指示がない限り、面接対象者と独立した会話を開始してはならない。
12. 通訳者は常に面接対象者に対して中立性を維持するものとする。
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