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本書の目的 

 

本書は、サプライチェーンリスク査定（SCRA）検証レベルを取得すると、ユーザーに提供されます。

検証レベルは、ユーザーがレインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム（RACP）上のア

カウントで入力した情報に基づいて、レインフォレスト・アライアンスによって算定されます。 

検証レベルの結果は次の 2通りにわけられます。 

 

• レベルA この場合、ユーザーの企業が、2020持続可能な農業基準に対して審査を受けて認

証を受ける必要はありません。  

• レベルBからE この場合、ユーザーの企業は、2020持続可能な農業基準に対して審査を受

けて認証を受ける必要があります。 

 

与えられた検証レベルに応じて、次の各段階に従ってください。 

 

サプライチェーンリスク査定の詳細については、当団体のサプライチェーン企業向け手引きウェブサ

イトの末尾の FAQ（よくある質問）欄を参照してください。 

 

 

不明な点がありましたら、customersuccess@ra.org まで、お問い合わせください。 

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
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/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/business-ja/%e8%aa%8d%e8%a8%bc/%e5%8a%a0%e5%b7%a5-%e6%b5%81%e9%80%9a%e9%81%8e%e7%a8%8b%e3%81%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e6%96%b9%e6%b3%95-%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%94%e6%a1%88/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%e8%aa%8d%e8%a8%bc/%e5%8a%a0%e5%b7%a5-%e6%b5%81%e9%80%9a%e9%81%8e%e7%a8%8b%e3%81%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e6%96%b9%e6%b3%95-%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%94%e6%a1%88/
mailto:customersuccess@ra.org
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検証レベル Aを取得した施設について  

 

認可手順を進める前に、次の各段階を必ず完了してください。 

- 自己査定を完了し提出する 

- RACPでライセンス同意書（2020年版）に署名またはアップロードする  

- 認可を要求する  

 

これらの段階の詳細を以下で説明します。  

 
 

段階 1 自己査定を完了し提出する 

 
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）にログインして自己査定を完了し

てください。ダッシュボードの「認証の概要」、それから「保留中」状態のライセンスの「編集」ボ

タンをクリックします。 

 

 
 

次に「ライセンスの準備」タブをクリックしてください。 

 

 
 

  

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
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「自己査定」欄で「開く」をクリックして文書にアクセスします。 

 

 
 

左側に自己査定の実施手順の説明があり、右側でファイルをダウンロードできます。ダウンロードさ

れた自己査定には、登録時に入力された情報に基づいて、ユーザーの組織に適用される要件のみが含

まれています。 

 

 
 

要件の解釈の仕方に関するさらなる手引きについては、レインフォレスト・アライアンス持続可能な

農業基準の実施に関する一般手引きを参照してください。  

 

自己査定の記入方法の説明は、本書の末尾の FAQ（2. 自己査定）を参照してください。適用要件に

準拠していること、そして特定した不適合が対処済みまたは解消済みであることが確認できたら、レ

インフォレスト・アライアンス認証プラットフォームで「ファイルをアップロードする」をクリック

して自己査定をアップロードしてください。 

 

 
 

 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
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段階 2 RACP でライセンス同意書（2020 年版）に署名またはアップロードす

る 

 
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、有効なライセンス同意書

（2020 年版）を交わしていることを確認してください。ユーザーの企業がすでに有効なライセンス

同意書（2020 年版）を交わしている場合は、選択肢「はい、有効なライセンス同意書（2020 年版）

を交わしています」を選択して、それを RACPにアップロードしてください。そうすると、左側のマ

ーケットプレイスの「法的取り決め」タブに、有効なライセンス同意書（2020 年版）が表示されま

す。 

 

まだライセンス同意書（2020 年版）に署名していない場合は、RACP で要求して署名してください。

ユーザーの国で DocuSign が利用可能であれば、すぐに RACP上で署名できます。 

 

ライセンス同意書（2020 年版）の署名やアップロードの各段階については、RACP ユーザーマニュ

アル（「ライセンス同意書に署名する」の章）を参照してください。 

 

RACP でライセンス同意書（2020 年版）が有効になると、下に示すように、「法務」タブから閲覧

できるようになります。 

 

 
 

段階 3 認可を要求する 

 
認証の概要の欄にある「認可を要求する」ボタンをクリックしてください。「認可を要求する」ボタ

ンは、この手順の間、つねに表示されますが、動作してクリック可能なのは、有効なライセンス同意

書（2020 年版）を交わしていて、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自己査

定をアップロード済みの場合のみです。「認可を要求する」ボタンは、検証レベル Aを取得済みの施

設のみが対象です。 
 

 
 

 

すべての必須事項の精査が完了すると、レインフォレスト・アライアンスは、さらに確認するために

ユーザーに問い合わせを行う（迷惑メール受信箱を確認してください）か、もしくは認可証明書を発

行します。認可証明書の発行が完了すると、ユーザーは E メールを受け取ります。証明書は、「ライ

センスの準備」タブの「資料」欄に表示されます。 
 

 

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://marketplace.ra.org/index
https://marketplace.ra.org/index
https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?parent=271251
https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?parent=271251
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検証レベル B～Eを取得した施設について 

 

認証・審査手順を進める前に、必ず次の各段階を完了してください。 

- 自己査定を完了し提出する 

- 認証申請書（CAF）の一番目のタブ「申請書」に必要事項を記入する。 

- 認定認証機関に連絡を取る  

- RACPでライセンス同意書（2020年版）に署名またはアップロードする 

 

 

段階 1 自己査定を完了し提出する 

 
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）にログインして自己査定を完了し

てください。ダッシュボードの「認証の概要」、それから「保留中」状態のライセンスの「編集」ボ

タンをクリックします。 

 

 
 

 

「ライセンスの準備」タブをクリックします。 

 

 

 
  

https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/certification-application-form-caf/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%e8%aa%8d%e8%a8%bc/%e6%89%bf%e8%aa%8d%e6%b8%88%e3%81%bf%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e6%96%b9%e6%b3%95/
https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
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「自己査定」欄で「開く」をクリックします。 

 

 
 

左側に自己査定の実施手順の説明があり、右側でファイルをダウンロードできます。ダウンロードさ

れた自己査定には、登録時に入力された情報に基づいて、ユーザーの組織に適用される要件のみが含

まれています。 

 

 
 

要件の解釈の仕方に関するさらなる手引きについては、レインフォレスト・アライアンス持続可能な

農業基準の実施に関する一般手引きを参照してください。  

 

自己査定の記入方法の説明は、本書の末尾の Q&A（2. 自己査定）を参照してください。適用要件に

準拠していること、そして特定した不適合が対処済みまたは解消済みであることが確認できたら、

RACP で「ファイルをアップロードする」をクリックして自己査定をアップロードします。ユーザー

は、さらに、予定されている審査の初日の遅くとも 4 週間前までに、CB に、完了した自己査定の写

しを送付する必要があります。 

 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
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段階 2 認証申請書（CAF）の一番目のタブ「申請書」に必要事項を記入す

る。 

 

こちらで認証申請書（CAF）をダウンロードして、サプライチェーン関係者用を選択してください。

タブ「1. 申請書」に必要事項を記入したら、CAF を「資料」欄で RACP にアップロードしてくださ

い。「ライセンスの準備」タブで、「資料」欄の下の「開く」をクリックすると、アップロードした

CAFを閲覧できます。 

 

 
 

段階 3 認定認証機関（CB）に連絡を取る 

 

こちらで、認定認証機関（CB）一覧から認証機関を選択してください。選択したCBが、ユーザーに

見積書と契約書を提供できるよう、 その CB に、SCRA 結果の E メール、完了した自己査定および

CAFを、必ず送付してください。 

 

ユーザーの地域の認定 CB の一覧と詳細な連絡先も、プラットフォームの「ライセンスの準備」タブ

の「担当認証機関」で閲覧可能です。 

 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/certification-application-form-caf/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/certification-application-form-caf/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/find-a-rainforest-alliance-authorized-certification-bodies/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%e8%aa%8d%e8%a8%bc/%e6%89%bf%e8%aa%8d%e6%b8%88%e3%81%bf%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3%81%ae%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e6%96%b9%e6%b3%95/
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審査の準備として、必ず、予定されている審査の初日の遅くとも 4 週間前までに、担当 CB に、完了

した自己査定と管理計画の写しを送付するようにしてください。 

 

 

段階 4 RACP でライセンス同意書（2020 年版）に署名またはアップロードす

る 

 

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、有効なライセンス同意書

（2020 年版）を交わしていることを確認してください。ユーザーの企業がすでに有効なライセンス

同意書（2020 年版）を交わしている場合は、選択肢「はい、有効なライセンス同意書（2020 年版）

を交わしています」を選択して、それを RACPにアップロードしてください。そうすると、マーケッ

トプレイスの「法的取り決め」タブに、有効なライセンス同意書（2020年版）が表示されます。 

 

まだライセンス同意書（2020 年版）に署名していない場合は、RACP で要求して署名してください。

ユーザーの国で DocuSign が利用可能であれば、RACP上ですぐに署名できます。 

 

ライセンス同意書（2020 年版）の署名やアップロードの各段階については、RACP ユーザーマニュ

アル（「ライセンス同意書に署名する」の章）を参照してください。 

 

RACP でライセンス同意書（2020 年版）が有効になると、下に示すように、「法務」タブから閲覧

できるようになります。 

 

 
  

https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?parent=271251
https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?parent=271251
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Q&A  

 

この章にはよくある質問を収録しています。Q&A は次の項目に分けられています。SCRA 結果、自

己査定、レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム、および認証。 

 

1. サプライチェーンリスク査定（SCRA）結果  

 

• なぜ当社の一部の施設は審査免除で、一部は審査が必要なのですか？ 

レインフォレスト・アライアンスは、保証手順をより効率的にするため、認証に対して、一

律の取り組みではなく、リスクを基にした取り組みを採用しています。ユーザーの認証プロ

ファイルに含まれる各施設は、その場所で発生する業務に基づいて精査されます。これによ

り、当団体は、ユーザーのサプライチェーン内のどこにリスクがあるのかを正確に指摘でき

るため、必要がないところで過剰な審査を要求することを防ぐことができます。 

 

• レベルB～Eを取得したのですが、審査日程はどのようになりますか？ 

以下の概要は、検証レベルに応じた審査日程の目安です。  

 

 

 

サプライチェーン関係者の移行年は、2022年7月30日に終了したことに注意してく

ださい。これは、2022年10月1日の時点で実施されているすべての審査が、上の表

に従う正規の審査の1年目であることを意味します。 

• 従来のプログラムでは一度も審査されなかったのに、なぜ今後は認証を受けるために審査を

受けなければならないのですか？ 

新しいレインフォレスト・アライアンス認証プログラムは、以前の認証プログラムよりも包

括的なので、それは特別なことではなく、多くの認証保有者の検証レベルが変更になる可能

性があります。検証レベルを決定する際は、施設の場所、施設の農作物ごとの数量、その施

設での業務、レインフォレスト・アライアンス認証製品のみが取り扱われているかどうか、

その施設が製品の第一バイヤーであるかどうかなど、さまざまな要素が考慮されます。新し

いプログラムで保証が拡大されたことで、検証レベルが上がる可能性もあります。 

• 入力した認証範囲/施設の情報に誤りがあったのですが、もういかなる変更もできません。ど

うすればその情報を更新できますか？ 

「検証レベルを算定する」を一度クリックしてしまうと、または施設の検証レベルをすでに

取得している場合、ユーザーは、もういかなる変更もできません。変更する必要がある場

合は、正しい情報をcustomersuccess@ra.orgに連絡してください。 

それらの変更によって検証レベルが変更になる可能性があることに注意してください。 

認証範囲に新たな施設を追加したい場合、「施設を追加する」をクリックし、必要な情報を

記入し、範囲を再確認してから、その新たな施設に割り当てられるレベルを取得するために

mailto:customersuccess@ra.org
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「検証レベルを算定する」を再度クリックすることで、追加できます。 

 

2. 自己査定  

 

• 自己査定の記入方法を説明した資料はありますか？ 

自己査定の記入時に役立つ資料は2つあります。持続可能な農業基準実施の手引きは、準拠

に必要な要件と証拠の解釈に関して、説明を提供します。2つ目として、審査員検証実

施プロトコルも参照いただけます。どのような資料や方針が必要で、何が審査中に精査され

る可能性があるのかを、これで把握できます。 

• 自身の適用要件について質問がある場合、誰に問い合わせれば良いですか？ 

当団体のカスタマーサクセスチームcustomersuccess@ra.orgにお問い合わせください。 

• 自己査定はどのように記入すれば良いですか？ 

取得したリスクレベルにかかわらず、「適合」または「不適合」を列Dに記入し、所見内容

を列Eに詳しく記載することで、ユーザーの企業が、どのように各要件に準拠しているかを

教えてください。準拠していない場合、列F～Iを記入し、その不適合を解決するためにどの

ような措置や対策が行われてきたかを説明してください。遠慮なく内部資料を参照してくだ

さい。参照した内部資料は、「資料」欄でRACPにアップロードできるので、当団体の認証

チームが精査できます。  

• 自己査定のすべての要件が当社に適用されるのですか？ 

自己査定は、登録時にユーザーが入力した情報に基づいて、個別の状況が考慮され、ユーザ

ーの企業専用の内容になっています。したがって、自己査定に記載されている要件は、ユー

ザーの企業に、すべて適用されます。 

• 当社は複数施設の下で事業を行っていますが、どのように自己査定を記入すれば良いです

か？ 

複数施設認証書の下では、統括責任者所在地が、個別の地点での基準の実施に責任を負いま

す。これは、統括責任者所在地に対しては、その他の地点に対しては含まれない、追加の要

件が含まれる可能性があることを意味します。その1つの例が、要件1.4.1（内部監査）で

す。これは、認証書の範囲に含まれている各地点での内部監査の実施のため、管理システム

の実装を義務付けています。内部監査中に収集された情報は、全体の認証書の自己査定に読

み込まれます。 

 

各地点は、その地点に適用される要件の遵守状況に関して、複数施設管理者に、報告書を提

出できなければなりません。 この情報は、統括責任者所在地によって、自己査定を記入する

ために使用されます。 

 

複数施設の下では、統括責任者所在地のみが、自己査定を記入し、範囲内のすべての施設の

遵守状況を詳述する必要があります。各施設に対する要件を詳しく見たい場合、「要件を見

る」ボタン、それから「認証範囲」ページのダウンロードボタンをクリックすると、ダウン

ロードできます。 

3. 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） 

 

• 認証申請書（CAF）はどこでダウンロードできますか？ 

認証申請書（CAF）は当団体のウェブサイトからダウンロードできます。 

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/auditor-verification-protocol/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/auditor-verification-protocol/
mailto:customersuccess@ra.org
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/certification-application-form-caf/
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• 自己査定の裏付けになる追加の資料をアップロードしたいのですが、どこでできますか？ 

自己査定の裏付けになるとユーザーが考える追加の資料は、「資料」欄でアップロードでき

ます。これは、自身の自己査定と同様に、「ライセンスの準備」タブからアクセスできま

す。 

 

 
 

• ライセンスの状態が「保留中」になっています。何を意味しますか？ 

ライセンスの状態「保留中」は、ユーザーが、RACPで取引を行うための有効なライセンス

をまだ取得していないことを意味します。 ライセンスの状態は、認証手順を完了し、有効な

認証書を取得すると、「有効」に変わります。それ以降の段階についての不明点は、当

団体に、customersuccess@ra.orgまでお問い合わせください。 

 

• レインフォレスト・アライアンス認可証明書は、RACPのどこにありますか？ 

認可証明書は「資料」欄にあります。ダッシュボードからこのページにアクセスするには、

「認証の概要」で「有効」状態のライセンスをクリックし、「ライセンスの準備」タブをク

リックしてください。 

 

• ライセンス同意書（2020年版）に署名する必要があるのですが、やり方を教えてください。 

RACPでライセンス同意書（2020年版）に署名する方法に関する詳しい説明は、ユーザーマ

ニュアル（「ライセンス同意書に署名する」の章）を参照してください。 

• マーケットプレイスでライセンス同意書（2020年版）に署名済みなのですが、RACPで再度

署名する必要がありますか？ 

いいえ、有効なライセンス同意書（2020年版）を交わしている場合は、その副署された（＝

レインフォレスト・アライアンスも署名した）文書を、直接、RACPにアップロードするだ

けで構いません。RACPでライセンス同意書（2020年版）に署名する方法に関する詳しい説

明は、ユーザーマニュアルを参照してください。 

 

4. 認証  

 

• 認可証明書を受け取るまでにどれくらいの時間がかかりますか？ 

上記のすべての段階を実施済みだとして、3週間以内に、当団体の認証チームが自己査定を

精査します。 

mailto:customersuccess@ra.org.
mailto:customersuccess@ra.org.
mailto:customersuccess@ra.org.
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection28784
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection28784
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection273447
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• CB発行の認証書を受け取るまでにどれくらいの時間がかかりますか？ 

審査を受けた企業の認証手順は、認証・審査規則 第1.4章 認証手順（35ページ参照）に

詳しく記載されています。この文書には、認証保有者（CH）の認証手順に関与する各種

関係者によって行われるべき各段階だけでなく、それぞれの日程も記載されています。自身

の認証資格について質問がある場合は、担当CBにお問い合わせください。 

• 移行認証書はどれくらいの期間有効ですか？ 

移行年中に取得された移行認証書またはライセンスは、その取得が審査後かレインフォレス

ト・アライアンス検証後かに関らず、1年間有効です。 

移行年の後、CB発行の認証書およびレインフォレスト・アライアンスが発行した認可証明書

は、3年間有効ですが、認証保有者は、毎年、範囲を再確認し、1年に1回、自己査定を提出

することにより、認証書または認可証明書が、確実に引き続き有効であるようにする必要が

あります。 

• 0年目審査と1年目審査の違いは何ですか？ 

移行年（＝0年目、2022年9月30日までの期間）中、すべての審査は遠隔審査でした。しか

し、2022年7月1日以降は、正規の審査（実地）が適用され、これらは1年目審査と見なされ

ます。 

 

• レインフォレスト・アライアンス検証とレインフォレスト・アライアンス自動確認の違いは

何ですか？ 

レインフォレスト・アライアンス検証は、レインフォレスト・アライアンスによって行われ

る遠隔検証方式で、認証保有者によって提出され、集められた証拠を用いて、レインフォレ

スト・アライアンス基準要件の遵守状況を評価するものです。これには、自己査定、不適合

履歴（もしあれば）の精査が含まれる可能性があり、情報確認のためにその企業への問い合

わせが必要になる場合があります。 

レインフォレスト・アライアンス自動確認は、レインフォレスト・アライアンス認証プラッ

トフォームによって行われる、システムに基づく検証方式で、最新のトレーサビリティや、

提出されたマーク承認、有効なライセンス同意書などのデータの収集を通じて、レインフォ

レスト・アライアンスプログラムの基礎的な遵守状況を評価するものです。 

• UTZプログラムでは農作物ごとに認証書を取得していたのですが、新しいプログラムで変更

はありますか？ 

従来のプログラムでは、ユーザーは、農作物の種類ごとに認証書（またはライセンス）を取

得していました。レインフォレスト・アライアンス2020プログラムでは、当団体は、この取

り組み方法から脱却し、代わりに施設ごとの取り組み方法を選択することにしました。これ

は、今後は、施設ごとに、そのさまざまな農作物を対象とする認証書を取得する、または、

複数施設の場合、そのさまざまな施設を対象とする認証書を取得することを意味します。 

https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/2020-%e8%aa%8d%e8%a8%bc-%e5%af%a9%e6%9f%bb%e8%a6%8f%e5%89%87/

