
生鮮バナナのトレーサビリティ

2023年2月2日上松紀代子
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本日の内容

1. トレーサビリティの紹介（生鮮バナナ）

2. ロイヤルティ、SD/SI 

3. デモンストレーション

4. 質疑応答

質問がございましたら、適宜ZoomのQ＆Aに書き込んでください。

本日の説明会資料、録画は後日共有させて頂きます。

https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource/%E6%9C%80%E6%96%B0/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9/


トレーサビリティ: バナナ
* トレーサビリティ要件
* トレーサビリティプラットフォームの移行
* MultiTraceについて



トレーサビリティ

• トレーサビリティは必須要件（認証基準第2章）

• 認証製品はMultiTraceで、通常は農場からブランドオーナーまたは小売企業までト
レーサビリティをつなぐために記録します。ただし、ブランドオーナーである小売企
業までのトレーサビリティへの関与は選択制です。

• バナナについては、2023年1月1日よりMultiTraceでのトレーサビリティ報告が必須で
す。出荷が行われた暦四半期の終了時から遅くとも2週間以内にMultiTraceで報告する
必要があります。なお、MultiTraceへの移行に伴い2022年12月5日から1月1日までの
間、マーケットプレイスでのトレーサビリティ報告が実行できなかったため、2022年
第4四半期の報告については2023年3月1日までの報告を許可されています。

• MultiTrace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）よりア
クセスします。アクセスには有効な2020認証のライセンスの所有が必須です。

2020認証
サプライチェーン要件

付属文書第2章：トレー
サビリティ

手引き：トレーサビリ
ティ

小売企業とトレーサビ
リティへの関与につい
てはこちら.

生鮮果実他、トレーサ
ビリティについての概
要はこちら.

なぜ必要か？
トレーサビリティはレインフォレスト・アライアンス認証農場（農場認証保
有者）までの経路を遡れるようにし、サプライチェーンの保証を強化し、信
頼を構築し、さらに透明性を高めます。

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/2020-sustainable-agriculture-standard-supply-chain-requirements/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/annex-chapter-2-traceability/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/traceability-guidance/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/press-releases/2022%e6%97%a512%e6%9c%881%e6%97%a5%e5%ae%9f%e6%96%bd-%e5%b0%8f%e5%a3%b2%e5%a4%96%e9%a3%9f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%90%91%e3%81%91%e7%99%bb%e9%8c%b2%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e6%96%b9%e6%b3%95%e5%8f%8a%e3%81%b3/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/traceability-for-fresh-processed-fruits-vegetables-and-cut-flowers/


MultiTrace：トレーサビリティプラットフォーム

農場認証保有者

サプライチェーン業
者

(例：輸出業者)

サプライチェーン業
者

(例：輸入業者)

小売、ブランドオー
ナー

• （農場認証保有者）農場で生産される認証数量（certified volume）の記録
• （サプライチェーン企業）認証製品に関する在庫数量
• 企業間での認証数量の販売（Sell）（または購入（Purchase））。多数の取引をまとめてエクセルテ

ンプレートを使用して行うことも可能
• 農場に支払われるべき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）固定金額

US$5.50/MTの記録
• 非認証、その他認証スキームで販売、もしくは商品性が失われた際の数量削除（Remove）
• （小売/ブランドオーナー）トレーサビリティの終了を報告するための認証数量の引き換え

（Redeem）
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エクセルアップロード機能

販売報告は個々に報告を行う、もしくはエクセルアップロード機能を用いて行う
ことが可能です。エクセルアップロード機能は複数の取引、または顧客へ報告を
一括で行う際に役に立ちます。エクセルアップロード機能に使用するテンプレー
トは、MultiTraceからダウンロード可能です。

エクセルアップロード機能
のガイダンスビデオについ
てはこちら

エクセルアップロード機能の使用前には、データマッピング（data mapping）が必要
です。

https://dam.ra.org/pages/view.php?ref=4392&k=06af051284


生鮮バナナのトレーサビリティプラットフォームの移
行 –シナリオ①

RACPでの登録が完了すると、新たにマーケットプレイスにアカウントが自動で作成さ
れます。

新しいマーケットプレイスアカウントに販売を報告を受けており（在庫がある）、有効
な2020認証ライセンスを保持している場合、貴社の在庫数量はRACP内のMultiTraceに
自動移行されています（アクセスはRACP内Traceabilityタブをクリックして行います）。

Banana Trading GmbH

[RA 01XXXXXX]



生鮮バナナのトレーサビリティプラットフォームの移
行 –シナリオ②

• 「旧マーケットプレイスアカウント」の貴社の在庫は、一時的なMultiTraceアカウント
（ME01_XXXXXX）に移行されています。

• トレーサビリティ報告は2020認証ライセンスを取得するまでは、この一時的なアカウ
ントから行います。

• 一時的なアカウントについては2023年3月31日までしかアクセスできません。在庫は3

月末までにRACP内のMultiTraceアカウントへの移行（一時的なアカウントからRACP

内アカウントへの販売）が必要です。
＜参照＞生鮮バナナ、オレンジジュースとココナッツオイルのトレーサビリティプラッ
トフォームの移行ガイダンス

Banana Trading GmbH

https://thrive.rainforest-alliance.org/e/869601/-php-search-21collection555446/dy5sr1/896296671?h=xRzBIBWBYnKVmLsQlekrKtErPuvqS0KiOVxBo-0t2Ys


生鮮バナナのトレーサビリティプラットフォームの移行
- まとめ

移行対象の在庫：マーケットプレイスでApprovedのステータスを持つ取引の在庫のみ

MultiTrace内に移行された在庫：TC番号がReferenceに記載。

＜すでに2020認証・ライセンスを取得済みの場合＞
マーケットプレイスの新しいアカウント、旧アカウントの両方でトレーサビリティを管理して
いた場合、RACP内のMultiTraceアカウント（シナリオ①）と一時的なMultiTraceアカウント
（シナリオ②）に在庫が移行されている。2020認証・ライセンスを取得済みであってもマー
ケットプレイスの新アカウントの使用が行われていない場合は、一時的なMultiTraceアカウン
トにのみ在庫が移行されている。

＜2020認証・ライセンスの取得前の場合＞
一時的なMultiTraceアカウントに在庫が移行されている。

一時的なMultiTrace→RACP内MultiTraceへの在庫移行：自社から自社アカウントに販売報告機
能を用いて在庫移行が必要。一時的なMultiTraceアカウントは3月31日までの使用期限あり。
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移行された在庫へのアクセス方法

シナリオ①: レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム経由

ログインページ: https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login

MultitraceにはRACP内のTraceabilityタブからアクセスします
(有効なライセンスを所有していない場合はRACP上にTraceabilityの
タブが出現しません）

シナリオ②:一時的なMultiTraceアカウント

ログインページ: https://portal.ra.org

移行後初回のログイン:
1. 旧マーケットプレイスで使用していたユーザー名を使用
2. パスワード設定が必要 (“forgot password”をクリックします)

3. 一時的なMultiTraceアカウントにログインするためのパスワード設定の
ために、メールを受領。メール内のリンクに従ってパスワードを設定

4. 上記メールを受け取らなかった場合はカスタマーサクセス
（customersuccess@ra.org）までご連絡ください

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://portal.ra.org/Portal/Login.aspx
mailto:customersuccess@ra.org


ロイヤルティ、 SD/SI 
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ロイヤルティ（使用料）

レインフォレスト・アライアンスは認証基準や方針を
開発し、認証機関向けに認証に関するデータベース及
び品質管理システムの運営、苦情や要請の管理をして
います。
また、レインフォレスト・アライアンス認証を謳う製
品が認証供給元からきているという表示を裏付けるた
めにサプライチェーンを通じて遡れるようにすること
や、市場でのレインフォレスト・アライアンス認証
マークの認知度の促進、その効果の測定、さらに世間
での認識を高めるための活動に役立つコミュニケー
ションツールの制作などを継続して行っています。ロ
イヤルティ（使用料）はこれらレインフォレスト・ア
ライアンスの認証プログラムにおける改善と継続のた
めにも使用されています。

ロイヤルティ（使用
料）概要については
こちら

1トンにつきUS$1.10

https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%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/
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ロイヤルティの支払いと頻度

ロイヤルティはサプライチェーンで一度の請求となり、取引（販売報告）が確認
（Confirm）されると請求対象として計算されます。

請求書は確認（Confirm）された取引に対して毎月算出され、翌月はじめに送付さ
れます。

製品 請求先 請求対象

バナナ 第一輸入業者 非認証品、商品性が失われた
数量を除いた入荷数量
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責任の共有：生鮮バナナとその他果実

農場認証保有者:

• 第一バイヤーとSDに
ついて交渉する

• SD/SIについて
MultiTraceで報告する

輸入業者：
• バナナのロイヤルティを支払う
• 農場認証保有者に支払われるべき

固定SI US$5.50/MTとSDを支払う

農場認証保有者はSDを生産者に
支払い、SIを持続可能な投資計画
の支援のために使用する

輸入業者はSD/SIを販売者に支払う
第一バイヤーはそのSD/SI金額を農場認証保有者

に転送する

農場アカウント

• 責任の共有につい
ての概要はこちら

• 付属文書第3章：収
入と責任の共有

• 手引きSD/SI：バナ
ナおよびその他生
鮮果実部門

SD/SI価格は小売/ブランドオーナーに販売
される製品価格に含まれる可能性もある

第一バイヤー 輸入業者
小売, ブランドオー

ナー

• ロイヤルティ、SD/SIはサプライチェーンで一度の請求
• SD/SIの支払責任者は第一輸入業者
• 固定SI価格はUS$5.50/トン（US$0.10/バナナ箱（18.14kg入り））、SDは交渉さ

れた価格
• ロイヤルティの支払者は第一輸入業者

https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/shared-responsibility-balancing-sustainability-values-and-costs-for-farmers-and-companies/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/annex-chapter-3-income-and-shared-responsibility-previous-annex-s14/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E5%B7%AE%E9%A1%8Dsd%E3%81%A8%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E6%8A%95/


デモンストレーション
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小売、ブランドオーナー

1. 販売報告の確認
（Confirm）

2. 引き換え（Redeem）
3. 削除（Remove）

本日のデモンストレーション内容

第一バイヤーとその他サプライチェーン業者

1. RACPからのログイン

2. 農場認証保有者からの販売報告（及び

SD/SIとロイヤルティ）の確認

（Confirm）

3. 生鮮バナナの販売（Sell）

農場認証保有者 第一バイヤー 輸入業者
小売, ブランドオー

ナー

在庫数量の移行: 

一時的なMultiTrace から RACP内のMultiTraceアカウントへの在庫移行



質疑応答
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質疑応答

番号 質問 回答

1

こちらのトレードには自動で情報があがっ
てくるのですか？私たちが入力するもので
すか？

売り手が貴社に販売を登録すると、自動で情報が上
がってきます。

2

redeem分はロイヤルティ対象外ということ
でしょうか？

Confirmされた時点でロイヤルティ対象となっており
ます。非認証としての販売、廃棄された分として
Remove処理された数量についてロイヤルティ対象外
となります。Redeem分も同様にロイヤルティ対象外
となります。

3

項目が多いため観返したいのですが、この
ウェビナーはいつどちらで公開されます
か？操作方法のマニュアルは別冊でありま
すか？

録画等を整理して、レインフォレスト・アライアン
スの日本語ウエブサイトで公開します。公開しまし
たら、皆様にリンクをご連絡いたします。

4

項目が多いため観返したいのですが、この
ウェビナーはいつどちらで公開されます
か？操作方法のマニュアルは別冊でありま
すか？

日本語版のマニュアルがウエブサイトで公開されて
います。
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collecti
on569772
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参考資料
【ウェブページ】

Traceability for Fresh & Processed Fruits, Vegetables and Cut Flowers

レインフォレスト・アライアンス認証にはいくらかかりますか？（ロイヤルティ概要）

レインフォレスト・アライアンス使用許諾契約書の一般条項

Shared Responsibility: Balancing Sustainability Values and Costs for Farmers and 

Companies

【認証基準】

2020持続可能な農業基準サプライチェーン要件

【付属文書】

第2章：トレーサビリティ

第3章：収入と責任の共有

【手引き】

トレーサビリティ

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）: バナナおよびその他生鮮

果実部門

Migration of Banana, Orange Juice, Coconut Oil

https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/traceability-for-fresh-processed-fruits-vegetables-and-cut-flowers/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%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/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/%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-%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%a8%b1%e8%ab%be%e5%a5%91%e7%b4%84%e8%a6%8f/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/shared-responsibility-balancing-sustainability-values-and-costs-for-farmers-and-companies/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/2020%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e8%be%b2%e6%a5%ad%e5%9f%ba%e6%ba%96-%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e8%a6%81%e4%bb%b6/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/annex-chapter-2-traceability-previous-annex-s06/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/annex-chapter-3-income-and-shared-responsibility-previous-annex-s14/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/traceability-guidance/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E5%B7%AE%E9%A1%8Dsd%E3%81%A8%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E6%8A%95/
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection555446
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参考資料

【マニュアル】

マルチトレース トレーサビリティ・マニュアル

トレーストレーサビリティビデオガイダンス（英語のみ）

エクセルアップロード機能のガイダンスビデオ（英語のみ）

在庫移行についてのガイダンスビデオ（英語のみ）

【説明会】

2021年6月29日実施 責任の共有 – SD/SI 説明会

過去の説明会資料（グローバル）

ご質問についてはcustomersuccess@ra.orgまで、お問い合わせください。

https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?parent=483175
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection326508
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection273556
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection276613
https://www.rainforest-alliance.org/ja/press-releases/2021%e5%b9%b46%e6%9c%8829%e6%97%a5%e5%ae%9f%e6%96%bd-%e8%b2%ac%e4%bb%bb%e3%81%ae%e5%85%b1%e6%9c%89/
https://www.rainforest-alliance.org/recordings-from-thrive-together-webinar-series/


rainforest-alliance.org

ありがとうございました
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