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質問と回答 

 関連項目 質問 回答 

1 総論 この新しい要求事項はすべての

審査員に適用されるのですか？

それとも、この規格の発行日以

後に評価される審査員のみに適

用されるのですか？ 

この要求事項は PEFC の COC 審査

を実行するすべての審査員に適

用されます。 

現審査員（2012 年 7 月 16 日以

前に審査を行っている審査員）

については別個に解説される事

項が適用されます。 

2 総論 現審査員は新しい規格に使用で

きますか？ 

この要求事項は PEFC の COC 審査

を実行するすべての審査員に適

用されます。 

現審査員（2012 年 7 月 16 日以

前に審査を行っている審査員）

については別個に解説される事

項が適用されます。 

3 総論 PEFC ST 2003:2012 は PEFC GD 

2001:2011「特定のプロジェク

トに関する PEFC-COC の実行の

ためのガイド」にも関連します

か？ 

すなわち、プロジェクト認証に

ついても PEFC ST 2003:2012 を

順守することが求められます

か？ 

プロジェクト COC 認証を実行す

る COC 審査員に対しては PEFC 

ST 2003:2012 は必須の文書で

す。 

4 総論 PEFC は、認定規格が定める「認

証書の移行」に関する手続きを

規定する意図がありますか？ 

現状では IAF MD 2:2007 

(www.iaf.nu)を適用していま

す。 

今後、PEFC 版の策定の可能性も

考慮されています。 

5 6.1.1.2.1 項 林産分野の学歴はその分野の職

歴で代替可能ですか？ 

その分野の審査は「職歴」と見

做されますか？ 

「新規の審査員」については厳

しく扱われます。（2012 年 7 月

16 日現在） 

現審査員については下記の解釈

が適用されます。。 

認証機関が、個々の審査員に関

して規格の 6.1.1.2 項が定める

側面を確認するための手順を使

用し、かつ、該当審査員の技量

を証明する証拠を提出できる場

合、認定機関はこれらの審査員

に関してケースバイケースの判

断によって認めることができ

る。 

この手順は、審査員に関するこ
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れらの要求事項の一つのみが満

たされていない場合のみ運用が

できる。（学歴または職歴） 

6 6.1.1.2.1 項 過去に実行した多数の PEFC 審

査および認証機関が実行する

PEFC や FSC 審査に関するトレー

ニングの受講は、（ここで）要

求される学歴との同等性を示す

に十分な証拠と見做せますか？ 

総論としては Yes ですが、そう

したトレーニングの程度や実行

した審査の数にもよります。 

認定機関は、該当審査員または

その審査員の行為が同等である

と見做せるかについてケースバ

イケースで判断しなければなり

ません。 

FSC-COC の経験は、考慮されま

すが、審査員は PEFC 独自の要素

に関するトレーニングを受ける

必要があります。 

7 6.1.1.2.2 項 PEFC は、我々（認証機関）の内

部トレーニングプログラムをど

の様に承認してくれるのか、説

明してください。 

現状では「PEFC の外部団体」に

よるトレーニングを承認してい

ません。 

PEFC は、2014 年現在「トレーニ

ング承認プログラム（Training 

Recognition Programme）を提供

しています。このプログラムを

受講する認証機関は内部トレー

ニングのコンセプトを実行する

ことができます。しかし、PEFC

の承認は常に 2年間に限られま

す。 

8 6.1.1.2.2 項 PEFC 規格の変更の有無に関わら

ず、このトレーニングは 2年ご

とに実行する必要があるのです

か？ 

はい、トレーニングは規格の変

更に関わりなく求められていま

す。 

9 6.1.1.2.2 項 PEFC アジアプロモーションズは

定期的にトレーニングプログラ

ムを提供しますか？ 

国際 PEFC が継続的にトレーニン

グを提供します。また、地域や

国レベルの普及団体によるプロ

グラム提供をサポートします。 

10 6.1.1.2.2 項 プログラムを受講できなかった

人の救済策はありますか？（例

えば、PEFC アジアプロモーショ

ンズのトレーングに出席したに

よる内部トレーニング） 

 

いいえ。トレーニングは世界各

地で継続的に実行されるので、

この要求事項は全員にとって必

須となっています。 

国際 PEFC は、オンラインによる

トレーニングも遅くとも 2014 年

10 月から開始します。 

11 6.1.1.2.2 項 トレーニングの受講は誰でもい

つでも可能と言うわけにはいき

ません。葬儀などの様な事情も

あり得ます。それ故、そうした

国際 PEFC は、オンラインによる

トレーニングも遅くとも 2014 年

10 月から開始します。 
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人がトレーニングを受講する方

法が用意されるべきです。ウェ

ビナーなどは良い方法だと思い

ますが、考慮されますか？ 

 

12 6.1.1.2.4 項 「林産業における正規社員(フ

ルタイム)としての業務経験」

が要求されています。この場合

の、「正規社員」とはどんな意

味ですか？ 

例えば、コンサルタントとし

て、または審査員として、とい

うのは認められますか？もし審

査経験が認められるなら、例え

ば年に 5回の審査を実行する審

査員にも当てはまりますか？ 

「新規の審査員」については厳

しく扱われます。（2012 年 7 月

16 日現在） 

現審査員については下記の解釈

が適用されます。 

認証機関が、個々の審査員に関

して規格の 6.1.1.2 項が定める

要素を確認するための手順を運

用し、かつ、該当審査員の技量

を証明する証拠を提出できる場

合、認定機関はこれらの審査員

に関してはケース毎の判断によ

り認めることができる。 

このような手順は、審査員に関

するこれらの要求事項の一つの

みが満たされていない場合のみ

運用ができます。（学歴または

職歴） 

13 6.1.1.2.4 項 「第一の資格」とは」どのよう

な意味ですか？ 

当方では、現在 ISO14001 と

9001 の審査員で、PEFC-COC 審

査を始めたばかりの者がいま

す。すでに他の様々な規格の審

査員なのであれば、有資格とは

なりませんか？ 

「新規の審査員」については厳

しく扱われます。（2012 年 7 月

16 日現在） 

現行の審査員については下記の

解釈が適用されます。 

認証機関が、個々の審査員に関

して規格の 6.1.1.2 項が定める

要素を確認するための手順を運

用し、かつ、該当審査員の技量

を証明する証拠を提出できる場

合、認定機関はこれらの審査員

に関してはケース毎の判断によ

り認めることがでます。 

このような手順は、審査員に関

するこれらの要求事項の一つの

みが満たされていない場合の

み、運用ができます。（学歴ま

たは職歴） 

14 6.1.1.2.4 項 

 

私どもの認証機関の実例です

が、現在ニュージーランドでト

レーニング中の審査員がいま

す。この場合、知りたいのは

「林産業または関連産業におけ

る 3年間の正規社員としての経

験」を満たしているのか、とい

6.1.1.2.4 項の要求事項は、審

査の回数ではなく期間のことを

言っています。審査の数は、

6.1.1.2.5 項「審査経験」に関

連するものです。 

「業務経験」と「審査経験」と
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うことです。 

この審査員は、3つの年次審査

にオブザーバー参加しており、

加えて、PEFC 承認を受けた AFS

規格 4707 関連の審査に審査員

として関与しています。これら

の審査はすべて XYZ を通じたも

のです。この審査員のこれまで

のトレーニングは、この新規格

が発行する前の 2月で終了しま

した。 

言う二つの要素は、それぞれ別

個に充足されなければなりませ

ん。 

ISO9001 または ISO14001 の審査

経験が、COC の審査経験を部分

的にどう代替できるかについて

も、6.1.1.2.5 項で解説されて

います。 

ISO14001 と ISO9001 の経験は要

求される COC の要求事項を完全

に代替できる訳ではありませ

ん。 

15 6.1.1.2.4 項 最後に、審査員が林産業および

関連業界における 3年間の業務

経験を持たなければならないと

言う要求事項に関して、PEFC は

どの程度の厳格さを要求してい

るのかについてお尋ねいたしま

す。 

当方には ISO14001 の審査員と

して認証されている化学技師・

プラント技師兼エコノミストが

います。プラント技師は

ISO9001 のリード審査員でもあ

り、エコノミストは GHG 検証審

査も行っています。製紙工場、

印刷会社またはリサイクル業の

COC にどうして林業関係の経歴

が必要なのかの納得ができませ

ん。（化学技師の方が見合って

いるように思われます） 

これらの 2名の審査員はすでに

私と共にオブザベーション審査

を開始しています。一方、私は

PEFC ST 審査を実行してきてい

ます。再度申し上げますが、ト

レーニングは新規格発行の前に

開始しております。 

PEFC は非常に厳格です。しか

し、規格では「林産および関連

産業」と言う言い方をしていま

す。これは、製紙工場や印刷業

なども含んでいます。 

過去のとある経験から、審査員

がカバーできる産業に一定の制

限を課すことになりました。例

えば、製紙工場と言うことで資

格を有する審査員は製材業に適

格であることにはなりません。 

16 6.1.1.2.5 項 

 

原本の要求事項の言い方では、

FSC や MTCC の審査を除外してい

る様には見えません。実際、当

方では審査員がこの要求事項を

満たすに足る数の顧客がいませ

んし、また他の認証機関の中に

は、FSC、MTCC、MSC など PEFC

以外の認証制度の審査経験も除

外されないとの解釈をしている

ケースもあります。 

PEFC ST2003 にある教育や経験

の要求事項の基本的な目的は、

「臨機的な PEFC-COC 審査員」を

排除することにあります。 

しかし、PEFC は他の COC 規格に

おける経験が PEFC の COC 規格審

査に有益であることは認識して

います。 

故に、下記の要素を含む PEFC 承
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認のトレーニングの受講を示す

証明があれば、他の COC 規格審

査の経験を認めます。 

‐PEFC の DDS（第 5章） 

‐PEFC の社会、保健、安全に関

する要求事項（第 9章） 

‐PEFC 主張の仕様（付属書 1） 

17 6.1.1.2.5 

 

求められる最低 2回の審査に

FSC-COC を加算することは可能

ですか？ 

上記の通り 

18 6.1.1.2.5 

 

例えば、長期の病欠や産休など

の後に、PEFC-COC を実行する資

格の再取得のためには、PEFC-

COC の審査員は、2003:2012 の

6.1.1.2.5 項の指標に従って、

有資格審査員の指導の下に 2回

の審査を実行するする必要があ

るのですか？  

私自身の見解では、6.1.1.2.2

項が求める様に、最新の状況に

するための教育を受ければ十分

なのではないかと思います。

PEFC の審査員は、すでに勤務経

験を有しているので（当社の場

合は長年の）初心者と比較され

るのは適切ではないのではない

でしょうか？ 

はい、PEFC 審査員は有資格の審

査員の指導の下に 2回の審査を

実行しなければなりません。 

19 6.1.1.2.6.1 b)  審査員は顧客の「文化および社

会的な慣習」における技量を示

さなければならないとされてい

ます。これは、言語の堪能性で

満たせますか？ 

言語の堪能性は審査員の基本的

な前提条件とは言え、十分では

ないです。 

組織の業務状況の理解のために

は、該当組織のビジネス環境に

関して幾ばくかのより広い経験

が必要です。 

そうした経験が、審査員チーム

との協同によって得られるなら

それ十分です。 

20 6.1.1.2.6.1 c)  当てはまる法律上の要求事項に

関する知識や技量についてです

が、これは国別であるべきであ

る以上、認証機関はこの順守を

確実化する方法を見出さなけれ

ばならなくなります。 

審査員がなぜ「森林統制」に関

する法的要求事項を知っていな

ければならないのかが分かりま

質問の最後の部分は正しくあり

ません。c) 点は、なぜこうした

知識が求められるのかを説明し

ています。 

法律順守の審査は必要ありませ

ん。この要求事項は、COC に関

連する事柄（と関連する特定の

文脈）について言及するもので

す。 
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せん。 

これは、COC とは無関係な膨大

な分野です。 

例えば、リスク評価との関連な

ど。 

21 6.1.1.2.6.1 c) 

 

非認証材の原産国の森林統制や

法律に関する知識や技量を求め

る目的は何ですか？ 

審査員には、非認証材の合法性

に関する判断が求められるので

すか？ 

もしそうなら、審査員はその知

識を認証企業に伝える必要があ

りますか？ 

審査員は、PEFC-COC 規格に基づ

いた DDS の審査をする必要があ

ります。森林統制や法律に関す

るある程度の基本的知識は必要

であり、それなしでは正確な

DDS はほとんど不可能です。 

22 6.1.1.2.6.2 b)  特定の林産部門における製品や

慣習に関する知識や技量です

が、審査経験はこれに認められ

ますか？あるいは、業務経験が

必要ですか？ 

その場合、それは特定の部門に

限られますか？ 

この要求事項は、6.1.1.2.1.

項、6.1.1.2.3 項、6.1.1.2.4 項

および 6.1.1.2.5 項との文脈で

解釈されなければなりません。 

部門特定の文脈は、要求事項に

おいて明確に述べられていま

す。 

23 6.1.1.2.6.2 c)  ここで言う「マネジメントシス

テム」は何を意味しているので

すか？ 

何が求められているのか、よく

分かりません、 

特定のマネジメントシステムを

指している訳ではありません。 

審査員が、マネジメントシステ

ムが一般的にどう稼働し、それ

が林産業や関連業でどう活用さ

れているかを理解していること

が求められています。（例：

9001、14001、lean、OHSAS） 

24 7.2.1 7.2.1 項の要求事項はなぜ認定

規格に出てきたのですか？ 

木材や紙業界は PEFC ST 2002: 

2010 にも文書化された PEFC-

COC の手順やマニュアルに関し

てもさしたる知識もなく緊急に

PEFC-COC 認証を申請することが

ほとんどです。 

審査を受ける時までには、申請

企業は必要な情報を収集し、文

書を作成し、担当者を訓練しま

す。組織がシステムを文書化す

る前に認証の申請ができない理

由を教えてください。 

PEFC は、COC 規格が審査の前に

実行されていることを期待して

います。 

ここでは、下記の違いが当ては

まります。 

「審査提案書の要求」は正式な

「認証の申請」とは異なりま

す。「認証の申請」は、正式な

認証プロセス開始以前のすべて

の段階を含みます。7.2.1 項と

7.2.2 項のポイントは、組織が

認証機関に認証審査の用命をす

る際には明確化されるか、また

は入手可能となります。 

PEFC の主な狙いは、企業がきち

んと準備を済ませる前に認証機

関が認証プロセスを開始するこ

とを予防することにあります。

そうしないと、認証機関がコン
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サルティングから開始し、その

結果は利害の衝突発生の可能性

を孕むからです。 

25 7.6.2 

 

初回認証または再認証の途中で

何らかの不適合が指摘された場

合、軽微不適合の場合でも、認

証書の発行は許されませんか？ 

はい。Annex6*の 2.3.3 項と同様

です。 

*訳注：英文では誤って Annex3

となっている。 

26 7.7.2.b)  パーセンテージ方式の場合、さ

らに「平均パーセンテージ」か

「ボリュームクレジット」か、

特定する必要がありますか？ 

いいえ。物理的分離方式か、パ

ーセンテージ方式かを特定する

だけでよいです。 

27 PEFC テクニカル

文書付属文書 6* 

2.4.5 項 

*訳注：英文で

は Annex3 にな

っている。 

顧客組織は内部監査を実行し、

次の年次審査までの間に新規の

サイトを追加することができま

すか？ 

いいえ。規格によって明示され

ています。 

28 PEFC テクニカル

文書付属文 6* 

2.4.5 項 

*訳注：英文で

は Annex3 にな

っている。 

新規サイトの追加は審査の結果

に基づいてのみ可能であって、

これはグループ認証にも当ては

まる、というのは正しいです

か？ 

グループの場合、組織が認証機

関の審査なしに新規サイトを追

加し、次の年次審査で別の階層

（stratum）でサンプリングさ

れるケースがしばしばありま

す。 

はい。規格によって明示されて

います。 

 

 

 


