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はじめに
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ISPOに関する農業大
臣規程2011年第19号

ISPO認証システム
に関する農業大臣
規程2015年第11号

ISPO認証システムに
関する大統領規程

2020年第44号

 ISPOの原則と基準は
現行法規に基づく。

 統合型プランテーショ
ンとアブラヤシ工場
向けに1つのスタン
ダード

 統合型プランテーショ
ン企業に義務付け

 ISPOの原則と基準は
現行法規に基づく。

 6つのスタンダード (1) 

統合型プランテーショ
ン (2) 農園 (3) アブラ
ヤシ工場 (4)  バイオ
燃料 (5) プラズマ農
家、及び ( 6) 自給農
家

 ISPOの原則と基準は
現行法規に基づく。

 2つのスタンダード (1)  

プランテーション企業、
及び (2)  農家

 プランテーション企業
及び農家に義務付け
（5年限度）

ISPO認証実施に関する
農業大臣規程2020年第

38号

 ISPOの原則と基準は現行
法規に基づく。

 2つのスタンダード (1)  プラ
ンテーション企業、及び (2)  

農家
 プランテーション企業及び
農家に義務付け（5年限度）



目的 : 

1.ISPOの原則と基準に基づくアブラヤシプランテーション
の管理と開発とその向上

2.国内外の市場におけるインドネシアのアブラヤシプラ
ンテーション産品の受容性と競争力の向上

3.温室効果ガス削減の加速化



ISPO認証の要件と手順

ISPOの原則と基準

ISPO認証費用と資金調達便宜

行政罰
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育成と監督

農業大臣規程2020年第38号のスコープ



ISPO評価チーム

監査報告書の準備

監査報告書の確認

決定のレコメン
デーション

ISPO委員会事務局

認証調整官

ISPO委員会

農業大臣規程2015年第11号に基づくISPO認証機関

事務調整官 研修・プロ
モーション調
整官

モニタリング・評価・監
督調整官



事業者
（企業又は農家）

認証

認定

調整

評価

育成

ISPO認証機関

ISPOステアリングコミッ
ティー

ISPO認証委員会国家認定委員会

農業大臣規程2020年第38号に基づくISPO認証機関



1. プランテーション企業の申請書をISPO認証機関へ

2. ISPO認証機関による監査

3. 監査報告書をISPO委員会に提出

4. ISPO委員会評価チームによる
監査報告書のレビューとレコメンデーション

5. ISPO委員会決定

6. ISPO委員会決定書をISPO認証機関に通知

7. ISPO委員会とISPO認証機関が署名したISPO

認証状を認証機関が発行

8. ISPO認証状を公表

• プランテーション事業許可/

栽培事業許可/加工事業許可/

プランテーション事業登録書、事業権、
環境許可
農園階級I, II, III評価条件をみたさない

不備あり

事務局が書類を揃えるよう
申請者に通知

ISPO認証フロー（農業大臣規程2015年第11号）



農業大臣規程2020年第38号に基づくISPO認証フロー
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書類のレビュー:
1. プランテーション事業許

可 (IUP, IUP-B, IUP- P, SPUP, 

ITUBP, ITUIP)

2. 地権

3. 環境許可

4. プランテーション事業決

定（階級I, II, III)

書類具備のために6か月の
期間が与えられる

マネージメントユニット:

1. 栽培＆加工事業（統合

型）

2. 栽培事業

3. 加工事業

ISPO認証機関

YES

YES

YES

YES

評価申請 申請書
レビュー

監査実施

適合

不適合

適合

却下

却下を添えて
申請書を返却

不適合
第1段階の監査

第2段階の監査

意思決定

ISPO認証状発行

書類修正のために6か月の
期間が与えられる

不適合

監査停止、
理由を添え
て申請書を
返却



プランテーション事業向けの原則と基準

NO 農業大臣規程2015年第11号の原則 農業大臣規程2020年第38号の原則

1. プランテーション事業の適法性
基準 = 9, 指標 = 18

法規の遵守
基準 = 10, 指標 = 21

2. プランテーションのマネージメント
基準 = 5, 指標 = 50

プランテーションのベストプラクティスの採用
基準 = 2, 指標 = 36

3. 自然林と泥炭地の利用保護
基準 = 1, 指標 2

環境、天然資源及び生物多様性の管理
基準 = 9, 指標 49

4. 環境管理とモニタリング
基準 = 10, 指標 = 35

労働者に対する責任
基準 = 6, 指標 = 36

5. 労働者に対する責任
基準 = 5, 指標 = 19

社会的責任と市民経済のエンパワーメント
基準 = 3, 指標 = 9

6. 社会的責任と市民経済のエンパワーメント
基準 = 3, 指標 = 8

透明性の適用
基準 = 6, 指標 = 18

7. 持続的な事業の改善
基準 = 1,指標 = 1

持続的な事業の改善
基準 = 2,指標 = 4

合計 基準 = 34, 指標 = 133 合計 基準 = 38, 指標 = 173



農家向けの原則と基準

NO 農業大臣規程2015年第11号の原則 –プラズマ 農業大臣規程2015年第11号の原則-自給 農業大臣規程2020年第38号の原則

1. プラズマ農園の適法性
基準 = 2, 指標 = 11

自給農家の農園の適法性
基準 = 2, 指標 = 5

法規の遵守
基準 = 5, 指標 = 7

2. プラズマ農園経営
基準 = 2, 指標 = 42

自給農家の組織と農園経営
基準 = 2, 指標 = 36

プランテーションのベストプラクティスの
採用
基準 = 11, 指標 = 17

3. 環境管理とモニタリング
基準 = 3, 指標 = 10

環境管理とモニタリング
基準 = 3, 指標 = 6

環境、天然資源及び生物多様性の管理
基準 = 2, 指標 = 3

4. 労働安全衛生の責任
基準 = 1, 指標 = 3

- -

5. 社会的責任と市民エンパワーメント
基準 = 1, 指標 = 2

- -

6. 持続的な事業の改善
基準 = 1, 指標 = 1

持続的な事業の改善
基準 = 1, 指標 = 1

透明性の適用
基準 = 2, 指標 = 5

持続的な事業の改善
基準 = 1, 指標 = 1

合計基準 = 10, 指標 = 69 合計基準 = 8, 指標 = 48 合計基準 = 21, 指標 = 33



育成と監督
育成
 大臣、州知事及び県知事/市長が下記の形で育成を実施

a. ファシリテーション
b. 研修とコンサルティング

 ファシリテーションは、事業者、ISPO認証機関及び独立モニタリ
ング実施者に対し、下記の形で実施

a. 普及とワークショップ
b. 事業者のデータ化
c. 農家向けの支援と資金調達アクセス

農業大臣規程
2020年第38号



監督

• 大臣、州知事及び県知事/市長がISPO認証実施を
監督

• 監督は、ISPO認証状保持者に対し、農園を管轄す
る総局長、州の局長及び県/市の局長が実施

農業大臣規程
2020年第38号



認証費用
企業

 農園企業が申請するISPO認証の費用は各プランテーション企業が負担する

農家

 農家はISPO認証費用の支援申請が可能
 （1）項に規定の農家がグループで申請するISPO認証の費用の出所は下記の通り

a. 国家予算
b. 地方予算
c. 法規に基づくその他の正当な資金源

 資金調達は下記の形で可能
a. 研修
b. ISPOの原則と基準充足コンサルティング
c. 初期のISPO認証

 検査及びISPOの再認証費用は農家が負担する

農業大臣規程
2020年第38号



罰則

 大臣は、ISPO認証状を保有しないプランテーション企業に対し
下記の行政罰を適用する

a.書面の勧告

b.一時凍結

c.事業許可取り消し

 大臣は、3か月ごとの報告書の提出を行わないISPO認証機関
に対し下記の行政罰を適用する

a. 書面の勧告

b. 農園行政を行う省のISPO認証機関リストからの除名

農業大臣規程
2020年第38号



 大臣は、ISPOの原則と基準を実施しないISPO保有事業者に
対し下記の行政罰を適用する

a. 書面による勧告

b. ISPO認証状の凍結

c. ISPO認証状の取り消し

農業大臣規程
2020年第38号



結びの規定

• 第28条に規定のサプライチェーン評価に関する規定は、
本大臣規程施行から5年後に発効

• 本大臣規程発効時点において、ISPO認証システムに関
する農業大臣規程No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 
は取り消し無効となる。

農業大臣規程
2020年第38号
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2030年の持続可能な開発目標（SDGs）へのISPOの貢献

#1 

プランテーション事業の適法性

No Poverty1 Decent Work and 

Economic Growth
8 Reduced 

Inequalities
10

Responsible 

Consumption12 Life on Land15 16 Peace, Justice, and Strong 

Institutions

#2 

プランテーションのベストプラクティスの採用

Clean Water and 

Sanitation6
Responsible 

Consumption12 Climate Action13 Life on Land15 16 Peace, Justice, and Strong 

Institutions

#3 

環境、天然資源及び生物多様性の管理

Clean Water and 

Sanitation6
Responsible 

Consumption12 Climate Action13 Life on Land15 16 Peace, Justice, and Strong 

Institutions

Affordable and Clean 

Energy7

#5

社会的責任及び市民経済のエンパワーメントt

Quality Education4 16 Peace, Justice, and 

Strong Institutions

Decent Work and 

Economic Growth
8Good Health and 

Well-Being
3

Responsible Consumption12

#7

持続的な事業の改善

Decent Work and 

Economic Growth
8

No 

Poverty
1

Gender 

Equality
5

Decent Work 

and Economic 

Growth

8 Reduced 

Inequalities
10

#4 

労働責任

#6 

透明性

Reduced 

Inequalities
10

Responsible 

Consumption
12 16

Peace, Justice, 

and Strong 

Institutions

17

ISPOはSDGsの17の目標のうち12の目
標に貢献

17



サプライチェーンシステム

• 原材料から加工、輸送、最終受け入れに至るまでのすべて
の段階において統合的に維持された、ISPO認証アブラヤシ製
品を規制/保証するシステム

• ISPO製品の完全性保証は、（輸出業者レベルにおける）サプ
ライチェーン検査メカニズムを通じ、SNI/ISO 17020に準拠して、
認証機関/独立第三者機関がこれを行う



サプライチェーンの種類

• マスバランス

非認証果房との混合があるISPO認証農園由来の製品（物
理的分離がない）

• セグリゲーション

ISPO認証農園に由来する製品



スコープ

アブラヤシ製品のサプライチェーンのトレーサビリティー
保証に含まれるのは下記の通り

農園

アブラヤシ加工

バルキング



サプライチェーンのスコープ

農園
アブラヤ
シ工場 貯蔵タンク

輸送/
加工-精製

バイヤー/
輸入業者

原則6. 透明性
基準 6.6 追跡可能なサプライチェーンシステ
ム

原則6. 企業の原則と基準
原則4. 農家の原則と基準

農業省-上流

工業省-下流



ロゴ記載指針に関する
農園総局長決定2020年第348号

農業大臣規程2020年第38号
第24条

ISPO認証状には少なくとも下記の情報を記載する

…… h. ISPOロゴ

第25条

1) ISPO認証機関はISPO認証状を発行する際、ISPOロゴを記載する
こと。

2) ISPO認証状を取得した事業者はISPOロゴの記載の権利を有する。

5) ISPOロゴの決定及び記載に関する詳細規定は総局長が定める。
ISPO認証を受けたインド
ネシアのパーム油原材
料のトレーサビリティー
の保証
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農園
タンク（貯蔵タン
ク、輸送タンク）

CPO PKO

アブラヤシ副産
物（殻、液体廃棄
物/パーム廃液）



ありがとうございました。


