
 

 

ASI 表示ガイド 

第 2 版 
2022 年 5 月 



 
 

 

ASI－アルミニウム管理イニシアチブ（ACN 606 661 125） 2 
表示ガイド第 2 版－2022 年 5 月 
www.aluminium-stewardship.org   

アルミニウム管理イニシアチブ（ASI） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
全般的な問い合わせ先   
ASI はこの文書に関する質問やフィードバックを歓迎する。   

Email：  info@aluminium-stewardship.org   

電話：  +61 3 9857 8008 

郵便：  PO Box 4061, Balwyn East, VIC 3103, AUSTRALIA 

ウェブサイト：  www.aluminium-stewardship.org  

免責事項 
この文書は、「ASI」定款、または適用される国、州、地方自治体の法律、規則または本文書に含まれる事項に関するその他の要請による要求事
項を置換する、抵触する、またはその他の方法で変更することを意図するものではなく、またそれを実施するものでもない。この文書は、一般

的な指針のみを示すものであり、本文書に含まれる事項に関する完全かつ権威ある言明とみなしてはならない。「ASI」の文書は時折更新されて
おり、「ASI」ウェブサイトに掲載されたバージョンは、それ以前のあらゆる他のバージョンに優先する。 
 
「ASI」関連の表示を行う組織はそれぞれ、常に「適用法」（ラベル表示、広告、および消費者保護に関連する法令および規則、ならびに競争も
しくは独占禁止に関連する法令など）に対する各自の「遵守」に関する責任を負う。「ASI」は、他の組織によるいかなる「適用法」違反や「第
三者」の権利侵害（それぞれ、違反と定義する）についても、一切責任を負わない。「ASI」もしくは「ASI」を代理する者が発行する何らかの
「ASI 基準」、文書その他の資料、推奨事項または指示に関連してまたはこれらへの依拠によりかかる違反が発生した場合でも同様とする。
「ASI」は、「ASI」もしくは「ASI」を代理する者が発行する何らかの「ASI 基準」、文書その他の資料、推奨事項または指示を「遵守」するこ
とで、「適用法」を「遵守」した状態となる、またはあらゆる違反の発生を回避できるという約束、表明、保証は一切行わない。 
 
「ASI」の公用語は英語である。「ASI」は、さまざまな言語で翻訳を用意することを目指しており、これらは「ASI」ウェブサイトに掲載される
予定である。バージョン間に不一致がある場合は、公用語バージョンへの参照を優先するものとする。 

ASI はアルミニウムのバリューチェーンに関する非営利の標準化および認証機関である。 

当団体のビジョンは、持続可能な社会に対するアルミニウムの貢献を最大化することである。 

当団体のミッションは、アルミニウムの責任ある製造、調達および管理について認識し、協力して発展させ

ていくことである。 

当団体のバリューは、以下に示すものである。 

• 全ての関連するステークホルダーグループの代表者の参加を促進および実現することにより、当団体の

業務および意思決定プロセスを開かれたものにすること。 
• 鉱山から下流のユーザーまで、すなわちボーキサイト、アルミナ、アルミニウムのバリューチェーン全

体にわたる理解を促進すること。 
• 採掘、製造、使用、リサイクルというアルミニウムのライフサイクルにおいて責任を共有する素材管理

を推進すること。 

 

 

http://www.aluminium-stewardship.org/
mailto:info@aluminium-stewardship.org
http://www.aluminium-stewardship.org/
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1. はじめに 
1.1. 持続可能性「基準」および表示 
「ASI」のような自発的な持続可能性基準により、参加組織は表示を行うことができる。こうした表示を行うこ
とで、持続可能性の 3 つの柱（社会、経済、環境）の観点から、特定の「製品」、プロセス、または「事業」
の差別化を図ることができる。   

表示は一般／顧客向け、または企業向け（B2B）に行うことができ、以下に関連するものが多い。 

• 「基準」システムの意図またはミッション 
• 「基準」システムへの参加 
• 「基準」の「遵守」 
• システムによる影響 
• 一般的なマーケティングまたは販売目的の表示 1 

ロゴは、持続可能性に関する表示の中で最も認識しやすい形態である。顧客および消費者が「基準」を満たす

「製品」を確実に特定できるよう、多くの標準化団体がロゴを使用している。  「ASI」では、表示や表明事項
（「表示」）の記録を行っており、以下の 1 つ以上を用いるものとしている。 

• 「ASI」ロゴの使用 
• 「ASI」「認証」番号の使用 
• 「ASI」に関しての文字による表示。ロゴの内部もしくはすぐ隣、または独立して設ける 
• 表示内容を裏付ける詳細情報の閲覧先（ウェブサイトへのリンクなど）  

ビジネスパートナー、ひいては顧客も、表示内容を信頼することが多いため、表示は不正確であったり誤解を招

くものであったりしてはならない。  一部の法域では、『持続可能』および『リサイクル』など、特定の用語お
よび概念は、マーケティングで使用する場合に法的な制約がある。実際に基準で求められているまたは保証され

ているものを超えるパフォーマンスレベルを、明白に有しているように見せる、または暗示する表示は、「グリ

ーンウォッシング」（環境配慮をしているように装いごまかすこと）として非難を受ける可能性がある。 

「ASI」は、「ASI」に関連する全ての表示が信頼できるものであり、かつ正確であるように万全を期する明確な
責任を負っている。「アルミニウム」バリューチェーンに含まれる業界やサプライチェーン活動は多様であるた

め、さまざまな加入者およびその「ステークホルダー」に応じて、表示形式や関連性は異なってくる。  本ガイ
ドは、「ASI メンバー」が行える表示について、その原則および実施例の双方を記載している。「ASI」関連の
表示に関して規則を守ることは、すべての「ASI メンバー」および支援組織の利益となる行動であり、ひいては
プログラムの継続的な完全性および価値を支援することにつながるものである。 

 
ISEAL Alliance, Sustainability Claims Good Practice Guide, May 2015.（ISEAL アライアンス、持続可能性ク
レーム・グッドプラクティス・ガイド、2015 年 5 月）  参照：  www.iseal.org/claims  

http://www.aluminium-stewardship.org/
http://www.iseal.org/claims
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1.2. 本ガイドの目的 
「ASI」表示ガイドは、「ASI 認証」および「ASI」メンバーシップに関して実施される各種表示についての規
則、ならびにそれを支える手引の提供を目的としている。本ガイドでは、特に以下の事項を説明する： 

• 「ASI」メンバーシップに関連する表示 
• 「ASI」パフォーマンス基準に関連する表示 
• 「ASI」「加工・流通過程の管理」基準に関連する表示 
• 「ASI」ロゴおよび QR コードの使用 
• 監視、実行、および苦情 

1.3. 本ガイドの適用について 
「ASI メンバー」が「ASI」関連の表示を行う場合、および非「メンバー」が「ASI」関連のマーケティング表示
を行う場合は、必ず本ガイドを使用しなければならない。  本ガイドは、他のステークホルダーが「ASI」関連の
表示を理解しやすくなるよう、公開もされている。 

「メンバー」は 2023 年 6 月 1 日以降に実施するすべての「監査」において、表示ガイド第 2 版への「適合
性」を実証しなければならない。新ガイドの開始日から 2023 年 5 月 31 日までの間に行う表示については、ガ
イドのいずれの版を用いてもよい。 

1.4. 本ガイドの遵守 
「ASI メンバー」が本ガイドに定めた 1 つ以上の規則および条件を遵守しない場合、「ASI」は「ASI」ロゴの使
用権を取り消すか、または「ASI」メンバーシップを一時停止または終了することができる。 

「メンバー」または非「メンバー」による、「ASI」ロゴまたは「ASI」に関する表示の不適切な使用、または
「ASI」について誤解が生じる可能性があるか不正な表示・表明があった場合は、調査・対応するため、直ちに
communication@aluminium-stewardship.org まで連絡されたい。関連する場合は、「ASI 苦情解決
制度」の手続を適用する（セクション 9 参照）。 

1.5. 法令遵守 
「ASI」関連の表示を実施する組織はそれぞれ、常に「適用法」（ラベル表示、広告、および消費者保護に関連
する適用法令および規則、ならびに独占禁止法（独占禁止・競争に関連する適用法令および規則）など）を遵守

する責任を負う。「ASI」は他の組織による「適用法」違反や第三者の権利侵害について、一切責任を負わな
い。 

 

http://www.aluminium-stewardship.org/
mailto:communication@aluminium-stewardship.org
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1.6. 関連する「ASI」文書 

「ASI」は、プログラムに役立つさまざまな情報を公開している。以下の事項の詳細については、「ASI」ウェブ
サイト（www.aluminium-stewardship.org）を参照されたい。 

• 「ASI」メンバーシップ  
• 「ASI 基準」－「パフォーマンス基準」および「加工・流通過程の管理」基準 
• 「ASI 認証」ならびに保証 
• 「ASI」用語集 
• メディアリソース 

1.7. 本ガイドのレビュー 
「ASI 事務局」は、「ASI」表示ガイドの内容、実施、および要求事項の監視についての、「メンバー」および
「ステークホルダー」との関りを継続していく。  本ガイドは、実施経験を考慮し、手引および手続の改善可能
な箇所を特定するため、定期的にレビューされる。 

  

http://www.aluminium-stewardship.org/
http://www.aluminium-stewardship.org/
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2. 本ガイドの対象となる「ASI」表示の種類 

2.1. 「ASI」メンバーシップの表示  

「ASI」には以下の 6 つのメンバーシップクラスがある。 

• 「製造および加工」 
• 「産業ユーザー」 
• 「市民団体」 
• 「下流サポーター」 
• 「協会」 
• 「一般サポーター」 

すべての「ASI メンバー」は一般に、顧客、供給者、消費者、メディア組織、およびステークホルダーに対し、
自分の「ASI」メンバーシップについての表示を行うことができる。 

「ASI」メンバーシップに関連する表示は、メンバーが「ASI」への申請書に記載した範囲と一致しなければなら
ない。  詳細については、セクション 4 を参照されたい。 

ヒント： 

組織のマーケティングおよびコミュニケーションチームのメンバーは、自分の組織内の「ASI」担当者を把握し
ておくこと。かかる担当者は、組織の「ASI」メンバーシップまたは「認証」の範囲を理解するうえで助けとな
るであろう。  担当者が不明の場合は、「ASI 事務局」（info@aluminium-stewardship.org）まで問い合
わせることもできる。  

2.2. 「ASI 認証」の表示 

「製造および加工」ならびに「産業ユーザー」のメンバーシップクラスの「ASI メンバー」は、「ASI」「パフ
ォーマンス基準」に基づく「ASI 認証」の取得が必須だが、加えて任意で「加工・流通過程の管理」
（「CoC」）「認証」の取得に努めることもできる。 

「認証された」「メンバー」は一般に、顧客、供給者、消費者、メディア組織、およびステークホルダーに対

し、自分の「ASI 認証」についての表示を行うことができる。 

表示は、かかる「ASI メンバー」が取得した「ASI 認証」と種類および範囲が一致していなければならない。  
詳細については、セクション 5 および 6 を参照されたい。 

http://www.aluminium-stewardship.org/
mailto:info@aluminium-stewardship.org
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2.3. 他の認証制度での「ASI」表示の使用 

「ASI」は、材料の責任ある調達のための関連する部門別制度（建築および建設部門など）で、「ASI」「加工・
流通過程の管理」（「CoC」）「認証」を表示することを奨励している。こうした制度で「CoC」「認証」ま
たは「ASI アルミニウム」に関する表示を行う「認証された」「メンバー」は、表示に関してこれらの制度で別
途定められている規則にも従わなければならない。詳細については、セクション 6 を参照されたい。 

2.4. その他のマーケティング表示 
「ASI メンバー」は、「ASI」メンバーシップまたは「認証」関連の企業的取り組みやこれに対する支援表明に
関連しているものの、必ずしも「ASI」の「基準」に基づかないもしくは「ASI」の「基準」によって保証されな
いような表示も行うことができる。  たとえば、その他のマーケティング表示には、「ASI」の作業プログラムに
対する全般的なコミットメントや関与、「アルミニウム」の責任ある調達に関する支援、「認証」に向けた自社

「事業」における取り組み予定を表す記述などがある。 

こうした表示はすべて、本ガイドのセクション 3 に定められている一般原則を遵守しなければならない。 

2.5. 非「メンバー」による表示 
「ASI」の「メンバー」でない組織は、本ガイド内の該当する要求事項に従って、「ASI」に言及する一般的なマ
ーケティング表示を行える場合がある。  

「アルミニウム」のバリューチェーンにおける非「メンバー」とは、以下のようなものがこれに該当する。 

• 「ASI」「認証された」供給者を優先する旨や、かかる供給者に対するコミットメントを表明することで、
責任ある調達を支援しようとする組織。こうした組織による表示は、かかる表示が本ガイドのセクション 3
に定められている一般原則への「適合性」を有する場合に許可される。こうした組織は、「下流サポータ

ー」カテゴリーの「ASI メンバー」になり、「ASI」による「認証」プログラム運営への具体的な支援を行う
ことが強く推奨される。 

• 「ASI 認証」の対象となる「合弁事業」またはそれに類するものにおいて、非支配持分のある組織。「認
証」の取得に努めこれを取得するには、「合弁事業」を「管理」する「事業体」が「ASI メンバー」である
必要がある（共同「合弁事業」の場合、この目的においては、支配権を持つ親組織のいずれか 1 つが「ASI
メンバー」であればよい）。非「メンバー」が行う個別の表示は、セクション 3 の一般原則、および「ASI
認証」に関するセクション 5 または 6 への「適合性」を有していなければならない。 

• 「ASI 認証」の対象である 1 つ以上の「事業」または「施設」に対する、所有権または「管理」権を取得し
た組織。かかる組織が「ASI 認証」を維持するには、6 ヵ月以内に「ASI メンバー」になり、かつ 12 ヵ月以
内にサーベイランス監査を受けなければならず、これを行わなかった場合「認証」は無効になる。この期間

中に行ういかなる表示も、セクション 3 の一般原則、および「ASI 認証」に関するセクション 5 または 6
への「適合性」を有していなければならない。 

 

http://www.aluminium-stewardship.org/
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2.6. 表示使用料（追加料金なし） 
「ASI メンバー」は年会費を「ASI」に支払い、その作業プログラムを支援する。現在、「ASI」ロゴまたは関連
する表示を適正に使用する場合に、追加の使用料またはライセンス料は発生しない。「ASI」役員会は、手数料
体系を随時見直し、改正する権利を留保する。 

2.7. 「ASI 認定監査法人」や「ASI」「登録スペシャリスト」による表示 

「ASI 認定監査法人」は、「ASI 基準」に基づいた「メンバー」の認証を行うために独立した「第三者」「監
査」を実施する責任を負う一方で、「ASI」「登録スペシャリスト」は「ASI メンバー」や「ASI 認定監査法
人」が行う「ASI」関連の作業を支援することができる。 

「ASI」は、「ASI」関係のサービス提供者が「ASI」作業プログラムとの関係性を公に発信できる方法の一つと
して、2 種類のサービス提供者用のロゴを作成した（7 ページの表参照）。これらのロゴは、使用する者の指定
内容が有効であれば、印刷物、電子フォーマットどちらのコミュニケーション用資料でも使用してよい。 

ロゴの適切な使用についての説明は、「ASI」スタイルガイドに掲載されている。こうした表示はすべて、本ガ
イドのセクション 3 に定められている一般原則を遵守しなければならない。 

  

http://www.aluminium-stewardship.org/
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3. 「ASI」関連の全ての表示に関する一般「要求
事項」 
3.1. はじめに 
「ASI」の名前およびロゴは、アルミニウムの責任ある製造、調達、および管理に対する組織のコミットメント
を単独で保証する。一貫した正確かつ適切な使用は、「ASI」の意識、認知、および信頼性の確立を支援する。 

「ASI」は、不適切と思われるその名前またはロゴの使用について処置を講じる権利を留保する。監視および実
行に関する詳細は、本ガイドのセクション 9 を参照されたい。 

3.2. 「ASI」の一般表記 

「ASI」の一般的な表記には、以下の規則を適用する。 

• 「ASI」は『アルミニウム管理イニシアチブ有限責任会社』、『アルミニウム管理イニシアチブ』、または
『ASI』と表記する 

• 上記の名前および頭字語は、英語版を併せて参照できる場合を除き、他の言語に翻訳してはならない 
• 誤解や混乱を生じさせるような形での、「ASI」の名前またはロゴの使用は禁止されている（セクション 3.3
を参照） 

• 「ASI」の名前またはロゴを「CoC 認証」のない「製品」に関連付けることは禁止されている 
• 「ASI」の名前またはロゴを、他の商標名またはその一部として使用することは禁止されている 
• 「ASI」の名前またはロゴは、「ASI」またはその「メンバー」以外の企業または組織に属していると解釈さ
れうる方法で使用してはならない 

• 他の持続可能性／責任ある調達のロゴ、マーク、または印とともに「ASI」の名前またはロゴを使用すること
は、一般的には許可されている 

3.3. 誤解または混乱を生じさせる使用を回避するための「原則」 
上記に加え、「ASI」の名前またはロゴは、以下の可能性がある方法で表示してはならない。 

• 「ASI」と他の商標またはロゴとの間に関連性があると見た者に誤解させる 
• 「ASI メンバー」でない、また「ASI メンバー」の一部でない事業体が「ASI」メンバーであるまたは「ASI
認証」を有していることを示唆または暗示する 

• 「ASI 認証」取得前であるにもかかわらず、すでに「ASI 認証」を有していると示唆または暗示する 
• 「ASI メンバー」が実際に取得しているよりも、かかる「ASI メンバー」の「ASI 認証」が広範囲であると
示唆または暗示する 

• 他の金属、原材料、または「製品」が「ASI 認証」を受けていると示唆または暗示する 
• 「ASI」の評判や信頼性を損ない、悪影響を与える 

http://www.aluminium-stewardship.org/
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注：「ASI」組織のロゴ、「ASI メンバー」ロゴ、「認証」ロゴおよび「製品」用ロゴの適切な使用に関するさ
らなる指示やガイダンスについては、「ASI」スタイルガイドを参照されたい（詳細はセクション 8 を参照）。
特定の状況について、スタイルガイドを参照しても上記の解釈に不明な点がある場合の問い合わせ先は、「ASI
事務局」（communications@aluminium-stewardship.org）とする。  

3.4. 「ASI」ロゴの概要 

表１－「ASI」ロゴの種類 

種類 ロゴ 

「ASI」の組織ロゴ 

 

「ASI メンバー」ロゴ 

 

「ASI」「パフォーマンス基準」「認証」ロゴ 
および「パフォーマンス基準」「認証」暫定ステー

タスロゴ（画像なし） 

 

「ASI」「加工・流通過程の管理」「基準」「認証」
ロゴ 
および「加工・流通過程の管理」「基準」「認証」

暫定ステータスロゴ（画像なし） 

 

「ASI」責任ある「アルミニウム」調達の製品用ロゴ
－標準サイズ。製品への添付用として推奨 

 

http://www.aluminium-stewardship.org/
mailto:communications@aluminium-stewardship.org
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種類 ロゴ 

「ASI」責任ある「アルミニウム」調達の製品用ロゴ
－小。添付スペースが小さい時に使用 

 

「ASI」責任ある「アルミニウム」調達の製品用ロゴ
－極小。製品への添付用としては最低推奨度 

 

「ASI 認定監査法人」ロゴ 

 

「ASI」「登録スペシャリスト」ロゴ 

 

 

3.5.  「ASI」ロゴの翻訳 

「ASI」は、現在利用可能なロゴの翻訳版の使用も認めている。使用にあたっては、個別に承認が必要となる。
既存の翻訳版は以下の通りである。communications@aluminium-stewardship.org に連絡して取得するこ
とができる。 

 

スペイン語 

 

 

オランダ語 

http://www.aluminium-stewardship.org/
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フランス語 

 

ドイツ語 

 

 

  

http://www.aluminium-stewardship.org/
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4. 「ASI」メンバーシップの表示 

4.1. 図画表示－「ASI メンバー」ロゴ 

「ASI メンバー」ロゴは、「ASI メンバー」が社内外とのコミュニケーションにおいて、自らが
「ASI」の「メンバー」であることを示すために使用できる。「ASI メンバー」ロゴの適切な使用に関する説明
は「ASI」スタイルガイドに記載されている（詳細はセクション 8 を参照）。 

 

表２－メンバーシップロゴの図画表示 

表示の種類 資格 表示の例 「ASI」の
承認を得る

必要性 

「ASI メンバー」
ロゴの使用   

「ASI メンバー」－すべての
メンバーシップクラス（「協

会」、「市民団体」、「下流

サポーター」、「総合サポー

ター」、「産業ユーザー」、

「製造および加工」） 

• 以下における「ASI」ロゴの使用 
o 「メンバー」の電子メール署名 
o 「メンバー」のウェブサイト 
o 「メンバー」のアニュアルレポ

ート 

 

なし  

 

4.2. 文章による表示－「ASI メンバー」 

以下の表 3 は、「ASI」メンバーシップに関連する文章による表示、かかる表示の使用資格、許可される表示の
例、および「ASI」の承認を得る必要性の有無を示している。 

表 3－「ASI」メンバーシップの文章による表示 

表示の種類 資格 表示の例 「ASI」の
承認を得

る必要性 

「ASI」メンバーシップ－一般   「ASI メンバー」－
すべてのメンバーシ

ップクラス（「協

会」、「市民団

体」、「下流サポー

ター」、「総合サポ

ーター」、「産業ユ

• [メンバー名]は、アルミニウ
ム管理イニシアチブ（ASI）の
メンバーである。  ASI のミッ
ションは、アルミニウムの責

任ある製造、調達および管理

について認識し、協力して発

展させていくことである。 

なし  

http://www.aluminium-stewardship.org/
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表示の種類 資格 表示の例 「ASI」の
承認を得

る必要性 

ーザー」、「製造お

よび加工」） 
• [メンバー名]は、ASI の[メン
バーシップクラス（「製造お

よび加工」、「協会」など）]
メンバーであることを誇りに

思う。  
• [メンバー名]は、[年]に ASI に
加入した。 

• [メンバー名]は、2015 年に法
人化された ASI に加入し、
2009 年以降 ASI の初期の発
展に携わってきた。 

「ASI」メンバーシップ－「認
証」取得準備中  

「製造および加

工」、「産業ユーザ

ー」の「ASI メンバ
ー」 

• [メンバー名]は、アルミニウ
ム管理イニシアチブ（ASI）の
メンバーである。  アルミニウ
ムバリューチェーンの責任あ

る慣行を支援するべく、「ASI
認証」の取得を目指してい

る。 
• [メンバー名]は、アルミニウ
ム管理イニシアチブ（ASI）の
メンバーである。  [関連する
日付（例：「ASI」への加入か
ら 2 年以内、または社内の目
標期日）]までの ASI 認証取得
に向けて取り組んでいる。 

なし 

http://www.aluminium-stewardship.org/
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表示の種類 資格 表示の例 「ASI」の
承認を得

る必要性 

ASI メンバ
ーシップ－

その他   

ASI メンバー－
すべてのメンバ

ーシップクラス 

• [メンバー名]は、
アルミニウム管理

イニシアチブ

（ASI）のメンバ
ーである。

「ASI」のメンバ
ーであるというこ

とは、当社は

[例：優れた慣行
があること、大き

な責任を果たして

いること（すなわ

ち、「ASI 認証」
を取得していない

領域でのパフォー

マンスに関する主

張）]であるとい
うことを意味す

る。 
• [メンバー名]は、
アルミニウム管理

イニシアチブ

（ASI）の協会メ
ンバーである。こ

れは、当社のすべ

てのメンバーが

ASI 基準を遵守し
ていることを意味

する[事実でない
場合]。 

許可されない－ASI 事務局からさらなるガ
イダンスを受けること 

 

一般に、「ASI メンバー」であるかどうか、加入時期、「ASI」の目的および活動、または（「製造および加
工」および「産業ユーザー」のメンバーシップクラスに属する「メンバー」に対する義務である）「認定」取得

に向けたコミットメントなどの客観的事実に関する表示に対する承認は不要である。 

「ASI」ウェブサイト上にある「ASI メンバー」自身のページなど、公知の情報へのアクセスリンクを設けるこ
ともできる。 

ヒント：   

http://www.aluminium-stewardship.org/
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「ASI」ウェブサイトへのリンク  （www.aluminum-stewardship.org）または、「ASI」ウェブサイト上の自
社のメンバーページへのリンクを使用するとよい。自社の「メンバー」ページは http://aluminium-
stewardship.org/about-asi/current-members/で探すことができる。 

慣行、パフォーマンス、またはそれに類するものに関連する、またはそれを暗示する表示については、「ASI 認
証」を取得していない場合は特に、「ASI」からの承認が必要である。 

こうした表示が「ASI」メンバーシップの範囲を超えている場合、または本ガイドのセクション 3.3 の原則に違
反する場合は、許可されない。「メンバー」は、本ガイドのセクション 3.3 の原則に違反しないよう表示を修正
することを要求される。 

「ASI」は、適用される「ASI」「認証範囲」を理解した上で、状況に合わせて表示を適切に調整できるよう「メ
ンバー」を支援する。承認プロセスの詳細については、セクション 7 を参照されたい。 

  

http://www.aluminium-stewardship.org/
http://www.aluminum-stewardship.org/
http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/
http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/
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5. 「ASI 認証」の表示－「パフォーマンス基準」 
「製造および加工」および「産業ユーザー」メンバーシップクラスの「ASI メンバー」は、「ASI 認証」を取得
すると、「ASI 認証」に関する表示を行う資格が得られる。「認証」に用いる「ASI 基準」には、「ASI パフォ
ーマンス基準」（セクション 5 を参照）および「ASI」「加工・流通過程の管理」（「CoC」）「基準」（セク
ション 6 を参照）の 2 つがある。 

自身の組織は「認証」されているのか、またどの基準で「認証」されているのかを必ず確認し、行ってよいのは

どの表示かを照合されたい。 

ヒント： 

「認証範囲」は表示の内容に影響するため、自身の組織が取得した「ASI 認証」に適用される認証範囲を必ず知
っておく必要がある。 

「認証範囲」は、「事業」の「認証」対象となる部分を示すものである。「事業」全体、「事業」内の一部の

「事業体」、特定の現場／「施設」、または特定のプログラム／「製品」領域を対象とする場合もある。背景に

ついては、「ASI」「保証マニュアル」を参照されたい。 

「認証範囲」が不明な場合は、自社の「ASI メンバー」ページ上の「ASI 認証」書を参照されたい。自社の
「ASI メンバー」ページは 

http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/ 

に掲載されている。または、「ASI 事務局」（info@aluminium-stewardship.org）に問い合わせることもで
きる。  

5.1. 図画表示－「ASI」「パフォーマンス基準」」ロゴ 

「ASI」「パフォーマンス基準」「認証」ロゴは、「ASI メンバー」が社内外
とのコミュニケーションにおいて、自らが「ASI」「パフォーマンス基準」に
よる「認証」を取得していることを示すために使用できる。「ASI」「パフォ
ーマンス基準」ロゴの適切な使用に関する説明は「ASI」スタイルガイドに記
載されている（詳細はセクション 8 を参照）。 

表 4－「パフォーマンス基準」ロゴの図画表示 

表示の種類 資格 表示の例 「ASI」の
承認を得る

必要性 

http://www.aluminium-stewardship.org/
http://aluminium-stewardship.org/about-asi/current-members/
mailto:info@aluminium-stewardship.org
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「ASI」「パフォーマ
ンス基準」「認証」

ロゴの使用 

「認証された」「事

業体」 
• 以下における「ASI」ロゴの使用 

o 「メンバー」の電子メール署名 
o 「メンバー」のウェブサイト 
o 「メンバー」のアニュアルレポート 
o その他：「ASI」に要確認 

なし  

 

「ASI」「パフォーマンス基準」ロゴは、全「施設」で行う慣行についてのものであり、「製品」自体の品質に
関するものではないため、「製品」への添付使用には適さないことに留意されたい。「製品」用に使用できるの

は、「加工・流通過程の管理」「認証」ロゴと一緒に使用する場合のみである。 

5.2. 文章による表示－「ASI」「パフォーマンス基準」 

以下の表 5 は、「パフォーマンス基準」に基づく「ASI 認証」に関連する文章での表示、かかる表
示の使用資格、許可される表示の例、および「ASI」の承認を得る必要性の有無を示している。 

表 5－「ASI」「パフォーマンス基準」「認証」－文章による表示  

表示の種類 資格 表示の例 「ASI」の承認を
得る必要性 

「ASI 認証」（「パ
フォーマンス基

準」）－「事業」レ

ベルの「認証範囲」 

「認証された」「事

業体」 
• [メンバー名／事業体名]は、そのすべて
の事業において ASI パフォーマンス基準
認証を取得している。 

• [メンバー名/事業体名]は持続可能性を重
視し、  ASI パフォーマンス基準の認証を
受けることにより、持続可能な社会に対

するアルミニウムの貢献の最大化を支援

するコミットメントを示している。 

なし 

「ASI 認証」（「パ
フォーマンス基

準」）－「事業」レ

ベルの「認証範囲」 

「認証された」「事

業体」－「製造およ

び加工」クラス 

• [メンバー名/事業体名]は持続可能性を重
視し、  このために、アルミニウムの責
任ある製造および管理について ASI パフ
ォーマンス基準に基づく認証を受けてい

る。 

なし 

「ASI 認証」（「パ
フォーマンス基

準」）－「事業」レ

ベルの「認証範囲」 

「認証された」「事

業体」－「産業ユー

ザー」クラス 

• [メンバー名/事業体名]は持続可能性を重
視し、  このために、アルミニウムの責
任ある管理について ASI パフォーマンス
基準に基づく認証を受けている。 

なし 

「ASI 認証」（「パ
フォーマンス基

「認証された」

「施設」を有する

「メンバー」 

• [メンバー名]は ASI メンバーであり、
[国]の[施設名]はパフォーマンス基準に基
づく ASI 認証を取得している。 

なし 
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表示の種類 資格 表示の例 「ASI」の承認を
得る必要性 

準」）－「施設」レ

ベルの「認証範囲」  
• [メンバー名]は持続可能性を重視し、[施
設名]は[年]にパフォーマンス基準に基づ
く ASI 認証を取得した。 

「ASI 認証」（「パ
フォーマンス基

準」）－「施設」レ

ベルの「認証範囲」 

「認証された」施設

を使用するメンバー

－「製造および加

工」クラス 

• [メンバー名]の[施設名]は、アルミニウム
の責任ある製造および管理について ASI
認証を受けている。 

 

なし 

「ASI 認証」（「パ
フォーマンス基

準」）－「施設」レ

ベルの「認証範囲」 

「認証された」「施

設」を有する「メン

バー」- 「産業ユー
ザー」クラス 

• [メンバー名]の[施設名]は、アルミニウム
の責任ある管理について ASI 認証を受け
ている。  

なし 

「ASI 認証」（「パ
フォーマンス基

準」）－プログラム

レベルの「認証範

囲」 

「認証された」「事

業体」－「産業ユー

ザー」クラス 

• [メンバー名／事業体名]は ASI メンバー
であり[国]の[プログラム名]はパフォーマ
ンス基準に基づく ASI 認証を取得してい
る。 

• [メンバー名／事業体名]は持続可能性を
重視し、[プログラム名]は[年]にパフォー
マンス基準に基づく ASI 認証を取得し
た。 

• [メンバー名／事業体名]の[プログラム名]
は、アルミニウムの責任ある管理につい

て ASI 認証を受けている。 
• [メンバー名]の[プログラムの説明]は、ア
ルミニウムの[設計／リサイクルなど]に
おける原材料管理原則の実施について、

ASI 認証を受けている。 

なし 

ASI 認証（「パフォ
ーマンス基準」）－

トピック強調 

「認証された」「事

業体」  
• [メンバー名／事業体名／施設名／プログ
ラム名]は ASI パフォーマンス基準に照
らした認証を受けている。  これは、[強
制労働／現代の奴隷制度／人身取引の問

題、人権デューディリジェンス、製品が

ライフサイクルに与える影響の評価、労

働安全衛生など（該当するもの）]に対す
る取り組みを保証するものである。 

なし 

「ASI 認証」（「パ
フォーマンス基

「暫定認証」を受け

た「事業体」 
• [メンバー名／事業体名]は、ASI 暫定認
証を受けており、今後[6 ヵ月／1 年]の
間に基準遵守を果たす。  

なし 
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表示の種類 資格 表示の例 「ASI」の承認を
得る必要性 

準」）－「暫定認

証」 

 

上記の一般例以外の表示について、「ASI」は、当該の「ASI」「認証範囲」を理解した上で、状況に合わせて表
示内容を適切に調整できるよう「メンバー」を支援する。承認プロセスの詳細については、セクション 7 を参
照されたい。 

  

http://www.aluminium-stewardship.org/


 
 

 

ASI－アルミニウム管理イニシアチブ（ACN 606 661 125） 23 
表示ガイド第 2 版－2022 年 5 月 
www.aluminium-stewardship.org   

6. 「ASI 認証」表示－「加工・流通過程の管理」
（「CoC」）「基準」 
「ASI」「パフォーマンス基準」のみに基づく「認証」（セクション 5）では、『「認証された」「アルミニウ
ム」』であるという表示は許可されない。これは、「ASI」「パフォーマンス基準」の要求事項が、「認証され
た」「事業体」の責任において適用された原則および慣行のみに関連するものであり、サプライチェーンを通じ

た原材料のフローに関連していないためである。 

「ASI 基準」に従って製造または調達された「認証された」「アルミニウム」または原材料に関連する表示を行
う場合は、「パフォーマンス基準」と「加工・流通過程の管理」（「CoC」）「基準」の双方に基づく認証が
必要になる。 

 

重要点： 

「ASI アルミニウム」（またはその他の「CoC 材料」（「ボーキサイト」、「アルミナ」、「アルミニウム」
含有製品など））は、関連する範囲を対象とする「加工・流通過程の管理」（「CoC」）「基準」に基づく認
証を必要とする。詳細については、「ASI」「保証マニュアル」および「CoC」「基準」ガイダンス文書を参照
するか、「ASI 事務局」（communications@aluminium-stewardship.org）まで問い合わせることができ
る。  

6.1. 図画表示－「ASI」「CoC」「基準」および『責任あ
る「アルミニウム」調達』ロゴ 
「ASI」「加工・流通過程の管理」「基準」「認定」ロゴ 

「ASI」「加工・流通過程の管理」「基準」ロゴは、「ASI メンバー」が社内外と
のコミュニケーションにおいて、自らが「ASI」「加工・流通過程の管理」「基
準」による「認証」を取得していることを示すために使用できる。「ASI」「加工・流通過程の管理」「基準」
ロゴの適切な使用に関する説明は「ASI」スタイルガイドに記載されている（詳細はセ
クション 8 を参照）。 

 

責任ある「アルミニウム」調達の「製品」用ロゴ 
「ASI」責任ある「アルミニウム」調達の「製品」用ロゴは、さまざまな種類やサイズ の「製

品」に使用できるよう、最小限のスペースでの添付用に作られた。小および極小サイズ

が用意されている。「ASI」責任ある「アルミニウム」調達の「製品」用ロゴの適切な
使用に関する説明は「ASI」スタイルガイドに記載されている（詳細はセクション 8 を
参照）。いかなる「製品」用ロゴの使用も、セクション 7 に示す承認手続きを経て
「ASI」による承認を得る必要がある。 

http://www.aluminium-stewardship.org/
mailto:communications@aluminium-stewardship.org


 
 

 

ASI－アルミニウム管理イニシアチブ（ACN 606 661 125） 24 
表示ガイド第 2 版－2022 年 5 月 
www.aluminium-stewardship.org   

 

6.2. 文章による表示－「ASI」「CoC」「基準」および『責任ある「アルミ
ニウム」調達』 
以下の表 6 は、「加工・流通過程の管理」（「CoC」）「基準」に基づく「ASI 認証」に関連する文章での表
示、かかる表示の使用資格、許可される表示の例、および「ASI」の承認を得る必要性の有無を示している。 

表 6－ASI 認証－加工・流通過程の管理の表示 

表示の種類 資格 表示の例 「ASI」の承認
を得る必要性 

「ASI」「加工・流通
過程の管理」「基

準」「認定」ロゴの

使用   

「認証された」「事

業体」 
• 以下における「ASI」ロゴの使用 

o 「メンバー」の電子メール署名 
o 「メンバー」のウェブサイト 
o 「メンバー」のアニュアルレポー

ト 

 

なし  

「ASI」責任ある「ア
ルミニウム」調達の

ロゴ 

「認証された」「事

業体」 
• 製品に添付 あり  

 

下記の表のように、製品関連の表示は、「ASI 認証」に加えて「ASI」の承認が必要であり、「ASI」の管理を受
けることに留意されたい。 

表 7－ASI 認証－加工・流通過程の管理の表示 

表示の種類 資格 可能な表示の例（該当する場合） 「ASI」の承認を
得る必要性 

「ASI」「CoC 認証」  

「ASI」「CoC 認
証」－一般  

「CoC 認証」を有
する「メンバー」／

「事業体」 

• [メンバー名／事業体名]は、ASI の
加工・流通過程の管理（CoC）に基
づく認証を受けている。  これは、
以下への対応を意味するものである

[メッセージに関連する内容、例： 
o アルミニウムの責任ある調達 
o 責任ある採掘慣行 
o アルミニウム製錬による温室効

果ガス排出の削減  

なし 

http://www.aluminium-stewardship.org/
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表示の種類 資格 可能な表示の例（該当する場合） 「ASI」の承認を
得る必要性 

o アルミニウムのリサイクルおよ

び素材管理の強化] 

「ASI」「CoC 認
証」 - 一般 

「CoC 認証」を有
する「メンバー」／

「事業体」－「鋳造

工場」まで（「鋳造

工場」を含む） 

• [メンバー名／事業体名]は、ASI の
[ボーキサイト、アルミナ、アルミ
ニウム]製造について、ASI 加工・流
通過程の管理（CoC）認証を受けて
いる。 

なし 

「ASI」「CoC 認
証」－「暫定認証」 

「暫定認証」を受け

た「事業体」 
• [メンバー名／事業体名]は、ASI の
加工・流通過程の管理基準に基づく

暫定認証を受け、今後[6 ヵ月／1
年]の間に基準遵守を果たす。 

なし 

「ASI」「CoC 文
書」－物的製品に関

連 

「CoC 認証」を有
する「メンバー」／

「事業体」 

• 「CoC 材料」（「ASI アルミニウ
ム」を含む）の出荷に関する標準化

された情報および文言（「CoC」監
査の一環として監査）。 

なし 

製品用の表示  

「ASI」「CoC 認
証」および「CoC 材
料」－製品用の表示 

 

 

「CoC 認証」を有
する「メンバー」／

「事業体」 

• 「製品」に添付されている「ASI」
関連の表示（例：金属または梱包材

に印字）。  ASI のロゴまたは文字
での表示を含む。 

• 使用が認められている文言の例につ

いては、付録 3 を参照されたい。 
• 部門別制度へのインプットとして行

う表示については、かかる制度にお

ける関連規則も適用される。  
• 「製品」用の表示は「製品」を設計

する「メンバー」が作成してよい

が、生産については「加工・流通過

程の管理」「基準」の「原則」2 に
従って「外部委託先」を使用するこ

と。  

あり 

「ASI」「CoC 認
証」および「CoC 材
料」－製品用の表示 

 

「CoC 認証」を有
する「メンバー」／

「事業体」 

• 許可されない例：  「本製品は認証
を受けた場所で製造された」、「本

製品は責任を持って製造されたアル

ミニウムを含む」、または「本製品

は ASI 認証されたアルミニウムを
100％使用して製造された」 

 

http://www.aluminium-stewardship.org/


 
 

 

ASI－アルミニウム管理イニシアチブ（ACN 606 661 125） 26 
表示ガイド第 2 版－2022 年 5 月 
www.aluminium-stewardship.org   

表示の種類 資格 可能な表示の例（該当する場合） 「ASI」の承認を
得る必要性 

 

「ASI」「CoC 認
証」および「CoC 材
料」－製品用の表示 

非「メンバー」 • 許可されない例：非「メンバー」

は、いかなる量／「製品」用の表示

も認められないのが一般的である。

ただし非「メンバー」は、以下で一

例に挙げられているような、「ASI
メンバー」が承認を受けている「製

品」用の表示を活用することができ

る（本表内の以下 3 項目を参照）。  

 

 「メンバー」の表示

を活用する非「メン

バー」 

• 下流の非「メンバー」であっても、

「CoC」「認証された」「製品」を
「ASI メンバー」より購入し、かか
る「製品」をいかなる形にも加工し

ない場合、「製品用」の表示を活用

することができる。たとえば、無菌

包装物（「ASI メンバー」が適切な
「CoC 材料」調達により製造した
もの）を非「メンバー」が充填し密

封した場合、かかる包装物には「製

品」用の表示を付してもよい。  

あり 

 「メンバー」の表示

を活用する非「メン

バー」 

• もう一つの例として、非「メンバ

ー」が、「ASI」「認証」「メンバ
ー」から調達された「製品」を使用

できるライセンス付与を受けてお

り、かつかかる「メンバー」が「製

品」に対する「製品」用の表示の承

認を受けている場合がある。 

あり 

 「メンバー」の表示

を活用する非「メン

バー」 

• 「製品」用の「ASI」表示を冠した
「製品」を販売する小売業者も、一

般向けに「製品」を宣伝するにあた

り、表示を行うことができる（セク

ション 7.4 を参照）。 

なし 

「製品」以外での表示  

「製品」用の表示を

「製品」以外のコミ

ュニケーションで使

用 

「CoC 認証」を有
する「メンバー」／

「事業体」 

• 「製品」用の表示を「製品」以外の

コミュニケーション（例：製品関連

のウェブサイト）で使用することも

できる。  
• ロゴの使用は、「製品」用の表示が

すでに承認されている関連する「製

なし  

http://www.aluminium-stewardship.org/


 
 

 

ASI－アルミニウム管理イニシアチブ（ACN 606 661 125） 27 
表示ガイド第 2 版－2022 年 5 月 
www.aluminium-stewardship.org   

表示の種類 資格 可能な表示の例（該当する場合） 「ASI」の承認を
得る必要性 

品」に関する場合にのみ行う（例：

「ASI」の「製品」用ロゴまたは文
字による表示を包装に冠したスープ

／飲料のウェブページ）。 

「ASI アルミニウ
ム」の調達－「製

品」以外での表示  

 

 

「CoC 認証」を有
する「メンバー」／

「事業体」 

• 調達、もしくは「製品」群、市場、

またはプロジェクトにおける使用に

関する「ASI アルミニウム」につい
ての、「製品」以外での表示。 

• 例： 
o [メンバー名／事業体名]は 2018
年に[x kg／トン]の ASI アルミ
ニウムを調達した。  これはす
べて、サプライチェーン内の

ASI 認証された事業体のみによ
り製造された ASI アルミニウ
ムである。 

o [メンバー名／事業体名]が調達
した ASI アルミニウムは、
2018 年に購入したアルミニウ
ムの合計の[x%]に当たる。  こ
れはすべて、サプライチェーン

内の ASI 認証された事業体の
みにより製造された ASI アル
ミニウムである。 

o [メンバー名／事業体名]は[XXX
建築プロジェクト]のため、[x 
kg／トン]の ASI アルミニウム
を調達した。  これはすべて、
サプライチェーン内の ASI 認
証された事業体のみにより製造

された ASI アルミニウムであ
る。 

• 部門別制度へのインプットとして行

う表示については、かかる制度にお

ける関連規則も適用される。 

なし 

「ASI アルミニウ
ム」の調達－建築物

および建築時の表示 

 • [メンバー名／事業体名]は[XXX 建築
プロジェクト]のため、[x kg／トン]
の ASI アルミニウムを調達した。こ
れは、サプライチェーンから[メン
バー名／事業体名]の管理下に至る
まで、ASI 認証された事業体のみに

なし 
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表示の種類 資格 可能な表示の例（該当する場合） 「ASI」の承認を
得る必要性 

より製造された ASI アルミニウム相
当量に該当する。 

「認証」を受けていない「事業体」 

「ASI アルミニウ
ム」の調達 

「CoC 認証」を受
けていない「メンバ

ー」／「事業体」 

• 「メンバー」／「事業体」が「CoC
認証」を受けていない場合の、

「ASI アルミニウム」の調達に関す
る表示。 

あり 

 

「ASI」は、適用される「ASI」「認証範囲」を理解した上で、状況に合わせて表示を適切に調整できるよう「メ
ンバー」を支援する。承認プロセスの詳細についてはセクション 7、「ASI」スタイルガイドおよび「ASI」ロゴ
の使用方法についてはセクション 8 を参照されたい。 

下流「製品」はさまざまな他の金属（例：合金など）またはその他の材料（例：プラスチック、ガラス、塗料、

農産物）を含む場合がある。こうした材料は、「ASI」の「基準」の対象範囲外である。「製品」表示において
は、これらの他の非「アルミニウム」材料が「ASI 認証」を受けているかのような暗示をしてはならない。 

 

 

  

http://www.aluminium-stewardship.org/
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7. 表示の承認 
7.1. 承認が必要となる場合 
表示が「製品」に関連する場合、または「ASI アルミニウム」の調達に関連する場合は、「ASI」の承認を得る
必要がある（上記の表 3 を参照）。これにより、関連する「ASI 認証」に関わるこうした表示の一貫性および正
確性が保証される。 

これらの「製品」用の表示または調達に関する表示を行うことを希望する組織は、以下の要求事項を満たす必要

がある。 

• 現在「ASI メンバー」であること 
• 該当する場合は、「ASI」「パフォーマンス基準」と「ASI」「加工・流通過程の管理」「基準」の両方につ
いて、現在「ASI 認証」を取得しており、関連する製造／「製品」がかかる「認証」の範囲に含まれている
こと  

• 事前のレビュー／承認を受けるため、申し込む表示の説明／視覚資料を「elementAl」経由で「ASI」に提出
すること  

 

ヒント： 

表示の承認プロセスは、「elementAl」に統合されており、提出も回答もオンラインで行うことができる。必要
な情報の概要は、本ガイドの付録 1 を参照されたい。表示承認申請の提出にあたっては自社の「elementAl」担
当者に問い合わせるか、かかる担当者が不明な場合は、info@aluminium-stewardship.org より「ASI」に問
い合わせることができる。 

誤解または混乱を生じさせる、もしくは「ASI」の評判を落とすリスクがある場合、「ASI」はそのロゴまたは関
連する表示の使用について、拒否、保留、または取消の権限を有する。これらの決定は、「ASI」の裁量におい
て行う。 

7.2. 承認プロセス 
「ASI」「製品」関連表示の承認は、以下のプロセスおよびスケジュールで行われる。 

• ステップ 1：  「elementAl」の表示承認申請フォームを使用して、文言／デザインを「ASI」に提出する。事
前に「ASI」（communications@aluminium-stewardship.org）に連絡し、表示の申請について相談す
ることもできる。 

• ステップ 2：  「ASI」がレビューを行い、通常の状況では 10 日以内の回答を目指す。 
• ステップ 3：  承認されると、「メンバー」はかかる文言／デザインを使用できるようになる。  承認されな
かった場合は、文言／デザインを調整して再度提出する。 

• ステップ 4：  （該当する場合）「ASI」が再度提出されたデザインをレビューし、通常の状況では 10 日以内
の回答を目指す。 

http://www.aluminium-stewardship.org/
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• ステップ 5：  すべての申請および承認の詳細が「elementAl」に記録される。  承認された申請のそれぞれ
に、将来追跡できるよう固有の識別子が割り当てられる。 

表示の内容またはデザインは、「ASI」が承認を与えるまで確定したり、商業的用途の印刷を行ったりしてはな
らない。承認された表示の例は、提出時の手引となるよう、本ガイドの今後の改訂版に記載する。 

「ASI」は承認プロセスの効率化に努めているため、関連する複数の「製品」を 1 つの承認申請プロセスにまと
められる場合は、これを推奨する。  関連する「製品」は、承認された表示および「ASI」の関連する要求事項に
一貫して従えるよう、「メンバー」組織の共通の「マネジメントシステム」で監視する必要がある。「ASI」ロ
ゴを継続して適切に使用している「ASI メンバー」には、「ASI 事務局」より個別に、「ASI」の製品用ロゴの
使用を自主承認できる権利を与えられることがある。 

7.3. 更新および報告 
承認は、承認日または「製品」発売日のいずれか関連性の高い方より 12 ヵ月有効とする。  

「ASI」は「メンバー」に対し、承認済み表示の更新について 12 ヵ月の承認期間の終了約 1 ヵ月前に通知したう
えで以下の確認を行う。 

• 表示が承認から 12 ヵ月後にまだ使用されているかどうか 
• さらに 12 ヵ月分の承認の更新を求めるかどうか 
• 表示の詳細の変更を要請するかどうか 
• 表示承認システムに関する「ASI」へのフィードバック、またはメンバーの表示に対してステークホルダーか
ら寄せられたフィードバック（「ASI」と共有できるもの）はあるか 

表示の更新を行わない場合は、すみやかにかつ承認された表示の有効期限終了後 1 ヵ月以内に、すべての使用を
終了・削除しなければならない。有効な表示承認のない状態では、いかなる「製品」用の表示も使用してはなら

ない。 

7.4. 一般的なマーケティングおよびコミュニケーション－承認不要 
「ASI メンバー」は、セクション 4、5、6 で説明されている種類の表示の他に、またはそれらに代わる、一般
的なマーケティングおよびコミュニケーション上の表示を行うこともできる。 

 

こうした表示は、「アルミニウム」の責任ある製造、調達、または管理に関する現在および将来のコミットメン

トに関連付けることができる。関連する「製品」用の表示、または「製品」以外での「ASI」表示を使用した最
終「製品」を受け取る非「メンバー」（小売業者など）も、このような表示を行うことができる。こうしたマー

ケティング用の表示は、「製品」の「製品」用の表示をそのまま使用するかその内容を正確に反映したうえで、

本ガイドのセクション 3.3 に記載の原則に従うものとし、「ASI」による追加の承認は必要ない。本ガイドのセ
クション 9 に概要を示すとおり、「ASI 事務局」は管理手続を実施して、本ガイドの要求事項の実行を監視
し、これを実現させる。 

http://www.aluminium-stewardship.org/
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この種の表示は承認不要だが、「ASI 事務局」は必要に応じて、「メンバー」が「ASI」に関して発信するコミ
ュニケーションに対するレビュー、およびアドバイスとインプットを提供する機会を設ける。 

  

http://www.aluminium-stewardship.org/
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8. 「ASI」ロゴおよび利用の要求事項 

8.1. 「ASI」スタイルガイド  

「ASI」スタイルガイドには、以下に関する情報を掲載している。 

• 利用可能な「ASI」ロゴ形式 
• ロゴの最小サイズ 
• 色および認められた調整 
• 背景色 
• 使用できない場所 
• ロゴの配置、サイズ、色などの許容可能な使用例、および不適切な使用例の図 

「ASI」スタイルガイドは、「ASI」ウェブサイト http://aluminium-stewardship.org/about-asi/legal-
finance-policies/で閲覧可能である。 

特定の種類や形式の「ASI」ロゴの入手を希望する場合は、「ASI 事務局」communications@aluminium-
stewardship.org に問い合わせる。  

8.2. 例外事項 
「ASI」スタイルガイドに記載されている要求事項の表示について、スペースの制限またはその他の理由により
例外承認を希望する場合、もしくは特殊な用途での使用について確認したい場合は、「ASI」へ問い合わせる。
要請はレビューされ、本ガイドのセクション 3.3 の原則を考慮して決定される。 

要請および決定（例外事項の詳細、その適用方法、適用または期間の制限の有無）はすべて記録され、本ガイド

の将来の改訂で考慮される。 

8.3. QR コード 

QR コードは、貼付先の品目に関する情報を含む、機械による読み取りが可能な光ラベルである。  文書内、も
しくは「製品」または包装に使用できる。 

以下の QR コードにより、「ASI」ウェブサイトにアクセスできる。 

 

iOS、Android のいずれのシステムでも、QR コードリーダーの無料アプリが提供されている。 

http://www.aluminium-stewardship.org/
http://aluminium-stewardship.org/about-asi/legal-finance-policies/
http://aluminium-stewardship.org/about-asi/legal-finance-policies/
mailto:communications@aluminium-stewardship.org
mailto:communications@aluminium-stewardship.org
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「ASI」の QR コードの電子コピー配布を希望する場合、もしくはより具体的な情報またはさまざまなリンクに
つながる新しい「ASI」の QR コードの開発を要請する場合は、「ASI 事務局」まで問い合わせる。  
communications@aluminium-stewardship.org. 

  

http://www.aluminium-stewardship.org/
mailto:communications@aluminium-stewardship.org
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9. 監視および実行 
9.1. 表示使用の監視 
「ASI」は以下の戦略を採用して、「ASI」関連の表示の使用を監視する。 

• 「メンバー」による承認済表示の使用については、特に「加工・流通過程の管理」「基準」に基づく「サー

ベイランス監査」および「再認証監査」時に、「ASI」保証プロセスの一環として監視される。これは、
「ASI 認定監査人」により実行される。 

• 非準拠または未承認の表示についても、追加のサーベイランスが実行される。 
o 「メンバー」については、年一度のメンバーシップの更新時にチェックを行う。これは「ASI 事務局」
が実行するもので、使用されている表示に関する「メンバー」への質問、ならびに「メンバー」のウェ

ブサイトのフォローアップチェックも含まれる。 
o 通常は Google アラートサービスを使用してインターネットベースの表示を特定し、これらを許可・
承認済みの表示と照合する。これは、「ASI 事務局」により監督される。 

• 「ASI 苦情解決制度」：利害関係者は、「ASI」の表示またはロゴの使用に関する懸念事項を報告することが
でき、それらは手続に従ってフォローアップまたは調査される。「「ASI 苦情解決制度」は、「ASI」ウェブ
サイト上で利用でき、「ASI 事務局」が監督している。 

詐欺または誤解を生じさせる表示のリスクは、「ASI」リスクアセスメントの一環として定期的に分析され、
「ASI」の監視戦略はそれに応じて拡大または調整される場合がある。 

9.2. 「メンバー」による不適切な使用が特定された場合の対応 
「ASI メンバー」の場合は、「ASI 事務局」が以下の対応を取る。 

• 特定された不正な、誤解を生じさせる、またはその他の不適切な表示を該当「メンバー」に通知する  
• 該当「メンバー」に迅速な是正処置を求め、適切な表示に関する手引（本ガイドなど）を提供する 
• 「メンバー」による是正処置を追跡し、結果を確認する 
• このプロセスの主なステップを記録する。 

「是正処置」が適宜取られない場合、またはこうした処置が不十分な場合、表示の承認または「ASI 認証」を一
定期間停止する。「ASI 事務局」はかかる一時停止の通知を行い、一時停止を解除するために「メンバー」が実
施する必要のあるステップを提示する。 

意図的な不正行為または「ASI」の評判を貶める重大なケースでは、違反「メンバー」は「ASI」メンバーシップ
の一時停止または終了に加えて、懲戒処分を受ける場合がある。ASI の懲戒手続については、「ASI」定款に記
載している。 

表示、「ASI 認証」、または「ASI」メンバーシップに対する承認が一時停止または取消される場合、かかる表
示を信用し依存していた組織は、こうした一時停止や取消について知らされることとなる。その概要は、透明性

を確保する目的で ASI ウェブサイトにも追加される。 

http://www.aluminium-stewardship.org/
https://aluminium-stewardship.org/asi-certification/asi-complaints-mechanism/
https://aluminium-stewardship.org/wp-content/uploads/2019/12/ASI-Constitution-Consolidated-December2019.pdf
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大半の場合、すでにサプライチェーン内にある関連「製品」の状態は影響を受けない。  違反した「メンバー」
を通過して、または違反発生の段階より前に、サプライチェーン内にすでに入っていた「製品」は、「ASI 認
証」が有効であった時点で供給されたものであるため、引き続きその表示を冠することができる。一時停止／取

消が実施される以前に供給された材料から、遡及的に表示を削除する要求事項は存在しない。 

ただし「メンバー」が、一時停止／取消の発生が自社の「ASI」関連の表示に及ぼしうる影響を評価したい場
合、「ASI 事務局」は喜んでこうした問い合わせを受け、追加的なガイダンスを提供する。 

9.3. 「メンバー」による不適切な使用が特定された場合の対応 
非「メンバー」が「ASI」ロゴまたは表示を不適切に使用した場合、「ASI 事務局」は以下の対応を取る。 

• 特定された不正な、誤解を生じさせる、またはその他の不適切な表示についてかかる組織に通知する   
• 「ASI」の要求事項を説明し、迅速な是正処置をかかる組織に求める 
• かかる組織による是正処置を追跡し、結果を確認する 
• このプロセスの主なステップを記録する。  

「是正処置」が適宜取られない場合、またはかかる処置が不十分な場合、この問題の対応は上位の管理者に引き

継がれる。「ASI 事務局」は法的助言を求め、その結果として、『停止通告書』または法的措置を取る可能性が
ある。また「ASI」は、「ASI」のウェブサイトおよびソーシャルメディア上で、こうした不適切な使用に関する
情報を公開する。これには、違反している組織に対する抑止力、および「メンバー」や「ステークホルダー」へ

の連絡という 2 つの役割がある。 

  

http://www.aluminium-stewardship.org/
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10. ASI への問い合わせ 
本ガイドは、「ASI」関連の表示に関する主要情報の提供を目的としている。  「ASI」は読者のフィードバック
や質問を歓迎する。寄せられたフィードバックや質問は、ガイドの将来の改訂にも活用される。 

「製品」関連の表示に対する承認を求める場合や、「ASI」の表示やロゴの使用に関する質問、意見、懸念があ
る場合は、以下の電子メールアドレスから「ASI」に連絡することができる。  

communications@aluminium-stewardship.org. 

また、以下の「ASI」ウェブサイトでは、「ASI」の「基準」や「認証」プロセスに関するさまざまな
資料の閲覧が可能である。 

www.aluminium-stewardship.org. 

 

http://www.aluminium-stewardship.org/
mailto:communications@aluminium-stewardship.org
http://www.aluminium-stewardship.org/
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付録 1－表示承認申請 

申請の背景情報 
「製品」および「ASI 認証」または「ASI」「CoC」「アルミニウム」に関連する表示には、「ASI」からの事前
承認が必要である。申請者は以下の要求事項を満たしていることを確認しなければならない。 

• 現在「ASI メンバー」であること 
• 「ASI」「パフォーマンス基準」と「ASI」「加工・流通過程の管理」「基準」の両方について、現在「ASI
認証」を取得しており、関連する製造／「製品」がかかる「認証」の範囲に含まれていること 

• 関連する「ASI」「CoC 認証」「アルミニウム」の概算量に関する年次報告書を、表示の承認または更新か
ら 12 ヵ月間提出することに同意すること。 

誤解または混乱を生じさせる、もしくは「ASI」の評判を落とすリスクがある場合、「ASI」はそのロゴまたは関
連する表示の使用について、拒否、保留、または取消の権限を有する。これらの決定は、「ASI」の裁量におい
て行う。 

承認は、承認日または「製品」発売日のいずれか関連性の高い方より 12 ヵ月有効とする。「ASI」は「メンバ
ー」に対し、承認済み表示の更新について 12 ヵ月の承認期間の終了約 1 ヵ月前に通知したうえで以下の確認を
行う。 

連絡先：  communications@aluminium-stewardship.org 

「ASI」より表示承認を受けるために必要な情報 

「製品」関連の表示承認申請時には、以下の情報を提出する。申請フォームは「elementAl」より入手可能であ
る。表示承認申請の提出にあたっては自社の「elementAl」担当者に問い合わせるか、かかる担当者が不明な場
合は、info@aluminium-stewardship.org より「ASI」に問い合わせることができる。 

必要な情報 備考 

「ASI メンバー」名称  

「メンバー」内担当者  

その他担当者  

その他担当者の役職  

その他担当者の電子メールアドレス  

http://www.aluminium-stewardship.org/
mailto:communications@aluminium-stewardship.org
mailto:info@aluminium-stewardship.org
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必要な情報 備考 

「製品」の種類または説明  例：「ボーキサイト」、「アルミナ」、「アルミニウム新地金」、

アルミニウム二次地金、半製品、もしくは航空宇宙、自動車、建

設、耐久消費財、工学、IT、包装などの部品または最終「製品」 

単品または関連「製品」 一種類の「製品」であるか、または共通のマネジメントシステムに

て管理されるひとまとまりの関連「製品」群かを記載する。どちら

にも該当しない場合、さらなる説明を加えることができる 

使用を希望する表示に関する説明  表示の内容説明や、図画のアップロードを行う 

使用を希望する表示の場所 表示が出現する場所、および表示方法（例：印刷、エンボス加工、

彫刻）の説明 

表示の対象者 表示の受け手となるのは誰か（例：B2B／サプライチェーン、消費
者） 

国 表示を使用するのはどの国か 

表示の希望利用開始日  たとえば、承認後即時か、将来の日付か 

その他の情報  「ASI」が表示の妥当性を評価するうえで役立つと思われる追加の関
連情報 

 

  

http://www.aluminium-stewardship.org/


 
 

 

ASI－アルミニウム管理イニシアチブ（ACN 606 661 125） 39 
表示ガイド第 2 版－2022 年 5 月 
www.aluminium-stewardship.org   

付録 2－ロゴの使用例 

「ASI」の組織ロゴ使用例  
「ASI メンバー」のウェブサイト上での、「ASI」やその活動内容の説明に添えられた「ASI」の組織ロゴ 
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「ASI メンバー」ロゴ使用例 

ウェブサイトに掲載された「ASI メンバー」ロゴ 

 

 

「ASI」「パフォーマンス基準」「認証」および「ASI」「CoC」「基準」
「認証」ロゴ使用例 
製品用梱包テープ  
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「ASI」『責任ある「アルミニウム」調達』ロゴ使用例  
1. 「ASI 認証」材料の適切な上流調達を行ったうえで「ASI 認証」「施設」で製造された「製品」の包装材  

 

2. 「製品」の製造に関連して「ASI アルミニウム」が調達されている「製品」用（無菌パック、アルミ缶、そ
の他アルミ製品）  
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付録 3－表示の文言例 

「製品」用ロゴへの文言の添付 
「ASI 認証」ロゴやパッケージ上のロゴと並べて文言を追加する「メンバー」もいる。以下がその例である。 

1. この［製品の種類］は、鉱山から工場まで責任を持って製造されたアルミニウムを支援しています。 
2. この［製品の種類］のご購入により、お客様は世界中でのアルミニウムの責任ある製造、調達、および管理
に貢献しています。 

3. この［製品の種類］のご購入により、お客様は世界中でのアルミニウムの責任ある製造に貢献しています。 
4. この［製品の種類］の ASI ラベルは、当社がアルミニウムの責任ある製造を支援していることを示していま
す。 

5. ASI 認証は、従業員の安全衛生保護、児童労働の禁止、生物多様性の保護を行う、責任ある経営を支援する
ものです。 

6. ASI 認証済のアルミニウム調達では、サプライチェーン内の労働者の健康と権利保護を支援しています。 
7. ASI 認証済のアルミニウム調達では、サプライチェーン内の人権保護を支援しています。 
8. ASI 認証済のアルミニウム調達では、産業廃棄物の削減とスクラップのリサイクル促進を支援しています。 
9. ASI ラベル付きの飲料パックを選ぶことで、お客様は地球資源を気遣う役割を果たしています。  
10. ASI はアルミニウムの責任あるサプライチェーンの基礎を築く世界的な基準設定・認証組織で、幅広いステ
ークホルダーの支持を受けています。ＡＳＩのパフォーマンス基準には、世界中そしてアルミニウムのバリ

ューチェーン全体に関わる、持続可能性のための 11 の原則が定められています。 
11. ASI はアルミニウムの責任あるサプライチェーンの基礎を築く世界的な基準設定・認証組織です。 
12. ASI－アルミホイルのサプライチェーンでの倫理的、社会的、そして環境への責任を果たしているという認
証を受けています。 

13. ASI－採掘・製造工程、およびアルミニウムのリサイクル促進を通して、環境への影響軽減に取り組んでい
ます。 

14. ASI－アルミニウムの持続可能性のための主導的な取り組みに対する認証を受けています。 

「CoC」「認証」「ASI メンバー」の顧客用の文言 
中には、「製品」用ではなく、自社の下流顧客がコミュニケーションで使用できる文言を提供する「メンバー」

もいる。以下がその例である。  

1. 当社は製品に[ASI メンバー]から調達した ASI 認証アルミニウムを使用しています。ASI 認証アルミニウム
は、ガバナンス、環境そして社会的責任に関する幅広い基準に準拠して製造されています。  

2. ASI のパフォーマンス基準および ASI の加工・流通過程の管理基準に準拠して製造された[ASI メンバー]の
ASI 認証アルミニウムを調達していることで、当社の製品に使用しているアルミニウムがバリューチェーン
全体にわたって責任をもって調達・製造されたものであることを示しています。 

 

  

http://www.aluminium-stewardship.org/


 
 

 

ASI－アルミニウム管理イニシアチブ（ACN 606 661 125） 43 
表示ガイド第 2 版－2022 年 5 月 
www.aluminium-stewardship.org   

用語集 
用語集は移動し、全世界を対象とした文書「ASI」用語集とした。 
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