
責任の共有
サステイナビリティ差額（SD）と
サステイナビリティ投資（SI）

2021年6月29日 一倉千恵子

対象作物：カカオ、コーヒー、バナナおよびその他の生鮮
果物等 （茶類除く）
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本日の内容

• 責任の共有とは

• SD/SIの概要

• コーヒー要件

• カカオの要件

• バナナと生鮮果物の要件

• クイズ

*当日使用していない参考資料を最後に挿入しています。



責任の共有とは
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責任の共有

認証は、十分な報奨なしに生産者に不平等な重荷を負わている

ブランド/
貿易業者

生産者 ブランド/
貿易業者

生産者

ブランド価値

安定した
財政基盤

市場支配力

不確実な市場アク
セス

気候変動の影響

農場向け要件

実際の生産

責任の共有
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責任の共有
持続可能な生産への報酬とリスク共有のバランス

サプライチェーンは、以下を行うことが可能になります。

• 生産者の持続可能性への努力へ報いる= サステイナビリティ差額

• 認証を受け、継続するために必要な投資（労働者の福利厚生）へ貢献する=

サステイナビリティ投資

ブランド/
貿易業者

生産者

ブランド価値

安定した
財政基盤

市場支配力

不確実な
市場アクセス

気候変動の影響

農場向け要件

実際の生産

責任の共有
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サステイナビリティ差額（SD)

• レインフォレスト・アライアンスの認証製品の購入者が、農作物の市場価格、
品質、国設定などの各種プレミアムに加えて、認証生産者に追加の金額を支
払う必要があります（個別の農場認証所有者及び生産者団体認証保有者を通
じて支払われます）。

• 意図：この支払いは、農場の要件への準拠によって評価された持続可能性へ
の取り組みを認識し、持続可能な生産慣行の継続的な取り組みを奨励します

→生産者の持続可能性への取り組みに報いる
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サステイナビリティ投資（SI）

• レインフォレスト・アライアンス認証製品の購入者から農場認証保有者（個別農場認
証保有者および生産者団体認証保有者）への金銭的または現物での投資。これは、
2020年の認証プログラムの農場要件に必要な改善を可能にし、コンプライアンスを促
進することを目的としています。

• 意図：主要要件や必須の改善要件および認証を取得するための費用（内部管理システ
ムの実装や審査費用など）などの基準に準拠するために行われる投資で農場認証保有
者を支援します。

• これらの投資は、農場認証保有者によって特定され、作成した投資計画に要約された
ニーズに準拠している必要があります。

• 投資ニーズは、基準のどのカテゴリにも該当する可能性があります。
1）管理、2）トレーサビリティ、3）責任の共有、4）農業、5）社会、6）環境、7）審査
費用、8）その他（トレーニング、印刷、内部管理システム（IMS）の保守・維持）
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労働者の福利厚生のためのSDの使用の追加の手引き

• 労働者の福利厚生のためのSDの使用に関して生産者や企業から受け取った
フィードバックに基づいて、労働者の福利厚生に関する追加の手引きがあり
ます。

• 労働者の福利厚生は、サステイナビリティ差額またはサステイナビリティ
投資のいずれか（あるいはその両方）でカバーできます。

• いずれの場合も、労働者の代表者に相談する必要があります

• その訳は

• 投資計画などのツールが存在しないため、労働者の福利厚生のために
SDを使用することは、運用および監視が困難である

• SDを生産者が利用できるようにすることは、生産者の持続可能性への
取り組みを認識するというSDの意図とも、よりよく一致する

• 農場認証保有者は、労働者への福利厚生支出を含め、受領し、支出するSD
とSIの金額を常に文書化します。



SD/SIの概要

農場とサプライチェーン要件
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2020認証プログラム | Rainforest Alliance | 法人向け (rainforest-alliance.org)

SD&SI各農作物部門手引き
カカオ、コーヒー、バナナ
コーヒー和訳版

Guidance: Use of SD&SI for the benefits of workers 

関係する文書

https://www.rainforest-alliance.org/business/ja/tag/2020%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/
https://www.rainforest-alliance.org/business/wp-content/uploads/2021/05/coffee-guidance-SDSI-jp.pdf


サプライチェーン認証保有者への要件

3.2.4: 条件は、サプライヤーとの契約上の合意に規定
されている。 SDは他の支払い/プレミアムと明確に
区別できる。

3.2.3 (SD) と3.3.4 (SI): 支払いは責任あるサプライ
チェーン認証保有者が行う

注記: 農作物によっては、最低額が定められている
(3.2.7)

3.2.5 (SD) と 3.3.4 ( SI): 支払いのスケジュールは守ら
れる。

3.2.6 (SD) と 3.3.5 (SI): 支払い確認は、適時に正確に
記録される。
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支払い者

農作物/業種 SD/SI要件対象者

コーヒー 第一バイヤー

カカオ 第一バイヤー

茶類 ブランドオーナー

バナナ/生鮮果物/野菜 輸入者

果物(加工品) 第一バイヤー

花卉 第一バイヤー

ヘーゼルナッツ 第一バイヤー

ココナッツ油 第一バイヤー

ハーブとスパイス類 第一バイヤー

その他製品(ナッツ類、パーム油など) 第一バイヤー



生産者/

労働者

生産者団体/

農場の管理者 第一加工者 輸出者 輸入者

農業が範囲に入っている一つの認証
→農場認証保有者

実施はサプライチェーン要件に基づい
て行われる3.2.3 – 3.2.7 (SD) 及び

3.3.4-3.3.5 (SI) 

誰が第一バイヤーに該当しますか

サプライ
チェーンCH

サプライ
チェーンCH

サプライ
チェーンCH

バナナ、生鮮果物、
茶類は対象外



生産者/

労働者

生産者団体/

農場の管理者 第一加工者 輸出者 輸入者

農業が範囲に入っている一つの認証→農場認証保有者

実施はサプライチェーン要件に基づい
て行われる3.2.3 – 3.2.7 (SD) 及び

3.3.4-3.3.5 (SI) 

誰が第一バイヤーに該当しますか

サプライ
チェーンCH

バナナ、生鮮果物、
茶類は対象外
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農場認証保有者におけるサステイナビリティ差額
（SD）における要件

• バイヤーから受け取ったSDの書類

• 遅滞なくかつ便利な方法で、SDの全額を金銭的支払いとして、（納品
量の）比例配分で団体構成員に渡す

• この支払いの書類 （受取書など）

団体認証

3.2.1

• バイヤーから受け取ったSDの書類

• 労働者/生産者自身の福利厚生にSDを使用

• 労働者の代表と話し合いの上、労働者の福利厚生に使用

• 支出の書類

個別認証

3.2.2
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農場認証保有者向けサステイナビリティ投資に
おける要件

責任者は、少な
くとも毎年、持
続可能性の改善
に必要な投資を
定義し、投資計
画を開発する。

3.3.1

付属文書S16でこの定型
書式が見られます。

管理者
• 主要および必須の改善要件
計画に関係する費用が含め
られる

• 最初の審査中、準拠の差異
と投資計画の内容の間の一
貫性の確認に焦点を当てる



投資用定型書式
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投資用定型書式をみてみましょう。

• 2回目の認証周期で、審査員は、内容と支出の一貫性に重点を置きます

• 農場認証保有者は投資カテゴリごとに金額をアップロードしなければなりません

• 概要のみ、第一バイヤーに共有されます
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新しいRA数量

＜新RA数量とは＞

• 新しいRA数量とは、移行認証審査を受けた農場から販売される新RA認証プログラムに
基づいた認証作物の数量

• サプライチェーン認証保有者は、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）への登録や移行認証を取得する前でも、2021年の第4四半期以降に新レイ
ンフォレスト・アライアンス製品が販売されれば、その製品の取引が可能。これらの数
量は、現在お持ちのレインフォレスト・アライアンスまたは UTZ のアカウントから直接
購入する。

• 前提条件として、現行の UTZ または現行のレインフォレスト・アライアンス認証プログ
ラムの有効な認証、認定、またはライセンスを保持している必要があります。

＜SD/SI＞

• 農場認証保有者が第一バイヤーに販売する新しいRA数量は、SD/SIが含ま
れる

• 農場認証保有者の従来のRA/UTZ数量は、新RA数量として持ち越しできる。
この数量もSD/SIの対象となる。

• 農場認証保有者が、２０２０認証審査を受ける前の従来のRA/UTZ認証数量
には、引き続きプレミアムが支払われる
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契約のスケジュール

• 2021年7月1日以降に結ばれる、2020 SASで認証された数量に署名した
農場認証保有者と第一バイヤーとの間のすべての契約は、SDおよびSI

を反映している必要があります（3.2.4）

• SDおよびSIは、製品価格、品質、およびその他のプレミアムと明確に
区別する必要があります（3.2.3）

• 既に署名済みの契約は、尊重されます。既にプレミアムが設定されて
いる場合は、SDとSIにその額を分割します。

• SD/SIの支払いスケジュールは、契約書（あるいは同等の文書）に明記
します

• 複数年にまたがる契約が推奨されます。



SD/SI支払いスケジュール 例１

SD/SIの全額は、
少なくとも年
に1回、関連す
る農作物に定
義された支払
い期日までに
支払われる。

3.2.5&3.3.4

1月 12月

SD/SI: 

3.000
SD/SI: 

4.000

SD/SI: 

2.500

“全額の年払い”で契約

12月の終わりまでに、 9,500 を支払う

12月分支
払い

支払い期日にご注意ください

カカオは６か月以内
バナナと生鮮果物は
請求書ごと

6月 6月



SD/SI支払いスケジュール 例２

SD/SIの全額は、
少なくとも年
に1回、関連す
る農作物に定
義された支払
い期日までに
支払われる。

3.2.5&3.3.4

1月 1月

SD: 3.000 SD: 4.000 SD: 2.500

“6か月以内の支払い”で契約

各出荷から６か月以内に
該当するSD/SIを支払う

1月分支払い 7月分支払
い

1月分支払
い

支払い期日にご注意ください

7月 7月

カカオは６か月以内
バナナと生鮮果物は
請求書ごと
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実際の支払いの記録

SD/SIの支払い
の確認は、実際
の支払いが行わ
れてから3か月
以内にトレーサ
ビリティプラッ
トフォームに記
録される。

3.2.6&3.3.5

出荷 日付 SD 金額 支払い日 記録

バッチ1 1月12日 100$

3月30日

６月１０日

バッチ2 1月18日 120$ ６月１０日

バッチ3 2月22日 110$ ６月１０日

バッチ4 3月1日 124$ ６月１０日

3か月以内
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透明性に関する情報（報告を通じて）

支払いを同意した
SD と SI の金額

実際に支払った/行った
SDと SI の金額

(取引レベル）
(農場CHから受領した取引に基づいて
いますが、集計レベルで定期的に

確認できます)

農場認証保有者 サプライチェーン認証保有者
（支払い者以外）含めトレーサビリ

ティシステム
での記録によ
るデータ

指標を通じて
得たデータ

• 受け取った SD合計額
• 受け取った SI合計額
• SIのカテゴリーごとを含む、

SDとSIの支出
注）作物、トレーサビリティレベルによって、サプ
ライチェーン認証保有者の確認できるものは異なり
ます。
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SD /SI 要件の保証

主要な原則
契約が尊重される。すなわち、実装されたSD / SIの金額と条件は、契約上の
合意、報告書/文書、システム上の記録、および認証機関の見解と一致します。

契約書はありま
すか？どのよう
なものですか

生産者に支払われるSD / SIは、数
量ごとに合意された金額にRAとし
て購入された数量を掛けたものと

合っていますか

支払いは遅延なく
行われましたか

契約は締結されておらず、
サプライチェーン認証保有
者によって支払われた金額
は合意された金額ではなく、
支払いはまったく行われま

せん…

認証機関（CB)は確認し、その後CBは調査し、必要に
応じて不適合を適用し、認証・審査規則（+付属文書

AR1）に従ってフォローアップします。

団体構成員は、提供した
数量基づいて受け取るべき
金額を受け取っていますか

農場による投資は、
投資計画で強調されてい
るニーズと一致して

いますか



質疑応答
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コーヒーの手引き

コーヒーに責任の共有要件を実装する
方法



• コーヒー部門では、SDもSIも最低額はな
く、RAは介入しません。

• 需要と供給のメカニズムは、現在のプレ
ミアムの場合と同様、SDの交渉を左右
します。

• 投資計画定型書式は、SIの交渉を左右し
ます。

• 最初の２年は、適切な実施、透明性と学
習に焦点を当てます。

• 結果をもとに、最低額を導入するかどう
かを決定します。
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コーヒーでは、SD、SIとも最低額はありません
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コーヒーのSDとSIの移行規則

• サプライチェーン認証保有者は、現在のライセンスの有効期限が切れ
るまでに、かつ2022年12月31日までに移行認証書を取得します。

• 移行認証書を取得期間中の2020SAS認証コーヒーの売買は許可されて
います

• ただし、2020 SASに対して認証されたすべてのコーヒーについて、SD

およびSIの要件に準拠する必要があります。

• 注：農場は、移行認証書を取得した後、新しい数量として付与される
ため、繰越数量もSD / SIの対象にもなります。

• 2021年7月1日以降に購入されたUTZおよびRA2017SASプログラムの従
来の認証システム数量として購入されたコーヒーの場合、第一バイ
ヤーはSD / SI要件に準拠する必要はありませんが、対応する認証プロ
グラム（従来のUTZ/従来のRA）の要件に準拠する必要があります。
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質疑応答 （コーヒー）



カカオの手引き

コーヒーに責任の共有要件
を実装する方法
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プレミアムからSD/SIへの移行スケジュール
第１段階2020年4月～2021年6月

• レインフォレスト・アライアンス認証カカオ（コートジボワールとガー
ナから）に必須のプレミアムを導入

• UTZカカオは既にプレミアムを導入済み

第２段階2021年7月～2022年6月

• 7月1日から、生産者は新しいプログラム（2020年基準）の下で認証を開
始

• 新しいプログラムのもとで販売されるすべてのカカオには、SDとSIの支
払いが必須

• 今年中のプレミアム付き販売がすでに合意されている場合は、SDとSIに
分割できます。合計金額を再交渉する必要はありません

• 1年後、2022年7月までに、すべてのカカオは新しいプログラムの下で生
産され、従来の認証数量は農場認証保有者によって販売できなくなりま
す。

第３段階2022年7月～

・SDの最低額を設定
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サステイナビリティ差額（SD）の最低額

それが定義さ
れている部門
については、
少なくとも所
定の最低額が
支払われます

3.2.7 カカオに適用
2022年7月以降に導入

乾燥カカオ豆1MTあたりUS$70
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＄７０のサステイナビリティ差額（SD）の最低額
の導入

*西アフリカでの収穫周期は通常10月に始まると考えられています

*より高いSDが推奨されます

* CFAなどの他の通貨で70ドルを設定する方法についての手引きは（今のとこ
ろ）ありません

アフリカ* 残りの国

US$ 70 SD最低額
の開始日

2022年から2023年の収穫周期以降の主要収
穫期に生産されたカカオのすべての購入、お
よびトレーサビリティシステムに入力された
すべての関連取引には、1トンあたり70米ド
ルのSD最低額が含まれている必要がありま
す。

2021年から22年の収穫周期で販売された認
証カカオには、SD最低額は必要ありません。
自由な交渉で決定します。

2022年7月1日以降にト
レーサビリティシステム
に入力されたすべての取
引に対して、SD最低額を
支払う必要があります。

支払いは、
6か月以内
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質疑応答 （カカオ）



バナナと生鮮
果物の手引き

バナナと果物部門で責任の共有要
件を実装するにはどうすればよい
ですか？
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1. 2023年1月開始

2. シンプルさと公平な競争の場を促進するために、固定SI額から始めます。
2025年までUS $ 0.10 /箱（18,14 kg入り）。これは$ 5,50 / MTに相当し
ます。

3. 輸入者はSD / SIの支払いに責任があります。輸入業者のレベルまでの関
係者（輸出業者等）は、SD / SI支払いを農場認証保有者に転送する責任
があります

4. 透明性が重要です。これを可能にするために、ブランド、自社ブランド、
およびブランド化されていないバナナと果物に対して、エンドツーエン
ドの分離されたトレーサビリティを実施します。また、請求書と契約に
SD/SIを含めることもできます。

責任の共有の概要-果物



生産者がRA２０２０認証に移行したら

• SDおよびSIは、2023年1月1日以降、すべての認証バナナおよびその他
の果物に対して支払う必要があります。つまり、２０２３年以降生産分
の売買契約書には、SD/SI金額を含める必要があります。

• 支払いは、通常の支払いの際に行われます。各請求書に重量ごとの、SI

とSDを分けて明記する必要があります。

• SDおよびSIの支払いは、2022年1月1日以降にサプライチェーンに入る
数量に対して推奨されます。
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１．責任の共有のスケジュール

注）バナナ生産者の移行認証は２０２２年１２月まで、
その他の生鮮果物生産者は、２０２２年６月まで



1．サステイナビリティ差額（SD）
生産者の持続可能性への取り組みに報
いるために、市場価格に加えて追加の
金額を支払う義務があります。

農場認証保有者と第一バイヤー
の間の交渉に基づいています。
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持続可能性を高めるための固定金額

2.サステイナビリティ投資（SI）

認証を受け、認証を維持するために
必要な投資に貢献するための現金ま
たは現物投資。これには、労働者の
福利厚生および住宅、労働条件、健
康と安全などのカテゴリーに関連す
る章が含まれます。

固定金額 $ 5,50 / MT

（2022-2024年)
ただし、＄5.50以上が推奨されます。
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• 生産者とバイヤーの両方が、交渉可能な金額ではなく固定金額を好みます。

• それは、公平な競争の場、サプライチェーンを流れる金額の透明性、生産者
に到達するために必要な金額の明確さ、および購入/販売の決定のための具
体的な金額を提供します。

• 労働者はバナナと他の果物部門の中心です。

• SIは、労働者の福利を含む農場の持続可能性を高めることを目的としている
ため、労働者の福利厚生に関連する投資を投資計画に含める必要があり、労
働者の代表者にそれらの投資の分配について相談する必要があります。

2. なぜ固定のサステイナビリティ投資なのですか
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3 役割と責任

• 輸入業者：輸入業者は、サプライヤーとの合意に基づいて、
少なくとも$ 5,50 / MTの、SIおよびSDの正しい合計金額を支
払う必要があります。

• 輸入業者の前のサプライチェーンCH：これらのCH（主に輸
出業者または第一バイヤー）は、金銭的なSIおよびSDの支払
いと現物での配送を、輸入業者からサプライヤー、つまり農
場のCHに転送する必要があります。

生産者/

労働者

団体/農
業認証保
有者

輸出者 輸入者

１つの認証範囲の農場CH SC CH SC CH
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小売り業者の責任

• レインフォレスト・アライアンスは、SDおよびSIの支払いは、認
証されたバナナの契約および購入契約の一部でなければならない
ことを明確にしています。

• （小売業者が輸入する場合）、レインフォレスト・アライアンス
は、サプライチェーン要件に対する審査、およびトレーサビリ
ティシステムを通じて、小売業者にSDおよびSIの支払いの責任を
負わせることができます。トレーサビリティの範囲は、認証製品
の製造から小売レベルまでです。これは、小売業者への認証製品
の販売もトレーサビリティプラットフォームに報告されることを
意味します。つまり、小売業者でも直接輸入をしている場合は、
CBの審査を受けてSD/SI要件の遵守を確認されます。



4. 透明性がカギ

• 主な変化は、小売ブランドの所有者が、供給ベースで支払
う金額と支援している投資分野について、認証サプライ
チェーンの透明性を高めることです。

• 農場でのSD/SI支払いを小売業者につなげるには、端から
端をむすぶトレーサビリティが必要です。 2020基準–第2

章を参照してください。

• マーケットプレイス2.0は、集約ベースでこれを有効にす
るように設定されています。

• 購入者が販売量、サプライヤーの分割、理想的には認証保
有者一覧を含む紙の報告書を送信する場合、レインフォレ
スト・アライアンスは上記の報告を提供できます。

いくら支払われ、
どのように使っ
たかに関する
透明性
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質疑応答 （バナナと生鮮果物）



質疑応答
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クイズをしてみましょう ☺
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クイズ

1. ある生産者団体は、認証コーヒー豆の80 $ / MTのSDレートに同意します。
団体は100MTのコーヒーを販売し、経営陣は8000ドルのSDを受け取りま
す。各構成員は、提供した数量に対して計算された70 $ / MTを受け取り
ます。これは要件3.2.1に沿っていますか？ （回答：いいえ 80
＄でなければならない）

2. あるコーヒートレーダーは、生産者と12月に１年分のSD/SIの支払いをす
る契約をしました。そして、トレーサビリティプラットフォームに支払
いから６か月後に入力しました。このトレーダーは要件を満たしていま
すか？ （回答：いいえ 3か月後まで）

3. あるカカオトレーダーは、認証カカオを調達する生産者団体にSDとして
2022年５月に70 $ / MT、8月に７０＄/MTを支払います。要件3.2.7は満
たされていますか？ （はい）

4. 農場CHは、第一バイヤーと90 $ / MTのSI金額で同意しますが、最終的に、
バイヤーは92 $ / MTを支払うことにします。 3.2.6に従ってシステムで報
告する必要がある金額はどれですか？ （92＄を報告）
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参考資料

SD/SI、プレミアム、ロイヤルティの違い

• SD/SI 2020認証プログラムから導入される、生産者の持続可能性への
努力に対する報酬（SD)と持続可能な農業への投資（SI) 基本的に生産
者に支払う

• プレミアム UTZ認証、RA2017認証プログラムを始め、他の認証等で
も導入されている認証（農園産）作物に対して、作物代金に上乗せさ
れるお金で生産者に支払う

• ロイヤルティ 認証マーク使用料、トレーサビリティシステムの保守
維持費含め、RAの活動費用としてRAに支払う、作物ごとに従量制の費
用（作物ごとの価格はこちら）

ウエビナーの後
追加した
スライドです

https://www.rainforest-alliance.org/business/ja/%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e8%be%b2%e6%a5%ad/%e8%be%b2%e5%9c%92%e8%aa%8d%e8%a8%bc/%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89/



