
平成 24 

 

優良木質建材等認証 規程類の改正について 

 

 

優良木質建材等認証（ＡＱ）では、平成 26 年 2 月 28 日付で規程類を

改正いたしました。 

 

 

１．改正した規程類 

(1) 認証対象品目一覧 

(2) 優良木質建材等認証実施要領 

(3) 優良木質建材等品質性能評価基準 

(4) 優良木質建材等認証審査要領 

(5) 優良木質建材等認証手数料規定 

(6) 登録試験検査機関リスト 

 

 

２．主な改正内容 

(1) 新規品目「N-2 耐候性塗装木質建材」の追加 

耐候性を付与するために木質建材に工場内で塗装した製品を認証

対象品目として追加しました。 

(2) 実施要領の改正 

申請時の品質性能評価試験及び検査はこれまで登録機関で実施

していましたが、当センターでも実施できるように変更しました。 

更新申請時に申請者から当センターへ提出する申請書添付資料

を変更部分のみから全部に変更しました。 

(3) 既存品目「N-1 白華抑制塗装木質建材」の品質性能評価基準

の改正 

(4) 手数料規定の改正 

手数料を内税表示から外税表示に変更しました。 

「N-1 白華抑制塗装木質建材」の認証手数料の見直し及び「N-2 

耐候性塗装木質建材」の認証手数料の制定を行いました。 

認証手数料の割引適用条件を実際の運用に合わせて変更しまし

た。 

 

 

 

（担当：認証部 佐野） 



優良木質建材等認証対象品目一覧 新旧対照表（下線部分は改正部分） 

新 旧 

HW-Y6002-2014

認証対象品目一覧 

この一覧は、優良木質建材等認証規程（HW-6001-2013（以下「規程」という。）第３条の規定に基づ

き、認証の対象とする品目を示すものである。 

 

分類 記号 対象品目名称 対象となる建材の範囲 認証区分 

A プレカ

ット部

材 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

B 防腐・

防蟻処

理製材

等 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

C 防腐・

防蟻処

理集成

材 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

D 防腐・

防蟻処

理合板

等 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

E 合板加

工製品 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

F 集成・

積層製

品 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

G 防腐・

防蟻処

(略) (略) (略) (略) 

HW-Y6002-2013

認証対象品目一覧 

この一覧は、優良木質建材等認証規程（HW-6001-2013（以下「規程」という。）第３条の規定に基づき、

認証の対象とする品目を示すものである。 

 

分類 記号 対象品目名称 対象となる建材の範囲 認証区分 

A プレカ

ット部

材 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

B 防腐・

防蟻処

理製材

等 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

C 防腐・

防蟻処

理集成

材 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

D 防腐・

防蟻処

理合板

等 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

E 合板加

工製品

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

F 集成・

積層製

品 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

G 防腐・

防蟻処

(略) (略) (略) (略) 



理接着

成形材 

(略) (略) (略) (略) 

H 接着成

形材 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

I 樹脂処

理木材 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

J 圧密フ

ローリ

ング 

(略) (略) (略) (略) 

K 熱処理

木材 

(略) (略) (略) (略) 

M 化学処

理木材 

(略) (略) (略) (略) 

N 塗装木

質建材 

N-1 白華抑制塗

装木質建材 

難燃薬剤を注入した木質建材からの白華を抑

制するために、木質建材に工場内で塗装した

製品。 

区分なし 

N-2 耐候性塗装

木質建材 

 

耐候性を付与するために、木質建材に工場内

で塗装した製品。ただし、摩耗が生じる用途

のものは除く。 

耐候性 

(耐候形１種、

耐候形２種、

耐候形３種) 

X その他 (略) (略) (略) (略) 

 

制定  平成１６年 ６月１５日 住木技発１６第１１４号 

改正  平成１６年１１月 １日 住木技発１６第２２７号 

改正  平成１７年１２月 １日 住木技発１７第２８３号 

改正  平成１９年 ５月１７日 住木技発１９第１４６号 

改正  平成１９年 ６月１１日 住木技発１９第１７６号 

改正  平成２１年 ５月１５日 住木技発２１第２９４号 

改正  平成２４年１０月１５日 住木認発２４第１１１号 

改正  平成２５年 ４月１６日 住木認発２５第 ３８号 

改正  平成２６年 ２月２８日 住木認発２６第 １４号 

 

 

 

 

理接着

成形材

(略) (略) (略) (略) 

H 接着成

形材 

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

I 樹脂処

理木材

(略) (略) (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) 

J 圧密フ

ローリ

ング 

(略) (略) (略) (略) 

K 熱処理

木材 

(略) (略) (略) (略) 

M 化学処

理木材

(略) (略) (略) (略) 

N 塗装木

質建材

N-1 白華抑制塗

装木質建材 

難燃薬剤を注入した木質建材からの白華を抑

制するために、木質建材に工場内で塗装した製

品。 

区分なし 

[新設] [新設] 

 

 

 

[新設] [新設] 

X その他 (略) (略) (略) (略) 

 

制定  平成１６年 ６月１５日 住木技発１６第１１４号 

改正  平成１６年１１月 １日 住木技発１６第２２７号 

改正  平成１７年１２月 １日 住木技発１７第２８３号 

改正  平成１９年 ５月１７日 住木技発１９第１４６号 

改正  平成１９年 ６月１１日 住木技発１９第１７６号 

改正  平成２１年 ５月１５日 住木技発２１第２９４号 

改正  平成２４年１０月１５日 住木認発２４第１１１号 

改正  平成２５年 ４月１６日 住木認発２５第 ３８号 

 

 



優良木質建材等認証実施要領 新旧対照表（下線部分は改正部分） 

新 旧 

HW-Y6003-2014

優良木質建材等認証実施要領 

第１ 趣旨 

(略) 

第２ 申請の受付 

(略) 

第３ 申請受付の手順 

規程第５条第 1項の規定による新たな申請を行う場合には、申請に先立ち、当該申請に係る製品に

関し、製造において安定的な品質を確保できることを示す品質安定度調査及びセンター又はセンター

に登録されている試験検査機関（以下「登録試験検査機関」という。）における品質性能試験及び検査

を実施するものとする。 

２ 規程第５条第２項の規定による更新の申請を行う場合には、申請に先立ち、センター又は登録試験検

査機関において当該申請に係る品質性能試験及び検査を実施するものとする。 

３～７(略) 

第４ 認証の審査 

(略) 

第５ 認証 

(略) 

第６ 変更の取り扱い 

(略) 

第７ 認証書の再交付 

(略) 

第８ サーベイランス 

(略) 

第９ 警告措置 

(略) 

第 10 認証の一時停止 

(略) 

第 11 認証が失効した場合の措置 

(略) 

第 12 認証結果の公表 

(略) 

（付則） 

HW-Y6003-2013

優良木質建材等認証実施要領 

第１ 趣旨 

(略) 

第２ 申請の受付 

(略) 

第３ 申請受付の手順 

規程第５条第 1項の規定による新たな申請を行う場合には、申請に先立ち、当該申請に係る製品に

関し、製造において安定的な品質を確保できることを示す品質安定度調査及びセンターに登録されて

いる試験検査機関（以下「登録試験検査機関」という。）における品質性能試験及び検査を実施するも

のとする。 

２ 規程第５条第２項の規定による更新の申請を行う場合には、申請に先立ち、登録試験検査機関におい

て当該申請に係る品質性能試験及び検査を実施するものとする。 

３～７(略) 

第４ 認証の審査 

(略) 

第５ 認証 

(略) 

第６ 変更の取り扱い 

(略) 

第７ 認証書の再交付 

(略) 

第８ サーベイランス 

(略) 

第９ 警告措置 

(略) 

第 10 認証の一時停止 

(略) 

第 11 認証が失効した場合の措置 

(略) 

第 12 認証結果の公表 

(略) 

（付則） 



（略） 

制定  平成 ７年 ４月１０日 住木技発７ 第 ５８号 

改正  平成１３年１０月１８日 住木技発１３第２０４号 

改正  平成１６年 ６月１５日 住木技発１６第１１４号 

改正  平成２５年 ４月１６日 住木認発２５第 ３８号 

改正  平成２６年 ２月２８日 住木認発２６第 １４号 

 

 

別記１ 認証申請書添付資料（新規及び更新） 

申請書添付資料 新規 更新 備考 

Ⅰ 申請者概要 
1 社名・代表者名・所在地 
2 設立年月日 
3 資本金・年間売上高 
4 会社機構図 
5 従業員数 
6 主要事業所名及び所在地 
7 主要取扱品目及び年間取扱量 

○ ○  

Ⅱ 申請製品 
1 申請製品規格 
2 表示の様式及び方法 
3 年間予定生産量及び主な出荷先 
4 製造基準 
4.1 製造工程図 
4.2 原材料基準 
4.3 製造技術基準 

○ ○  
・製品サイズ、樹種、薬剤等を含む
製品の仕様を明記のこと 

・新規申請では認証番号は空欄のま
ま 

Ⅲ 製造工場 
1 製造工場の概要 
1.1 工場名・所在地・責任者名 
1.2 JAS認定の有無 
1.3 設立年月日 
1.4 工場機構図 
1.5 従業員数 
1.6 責任者、有資格者配置状況 
1.7 工場配置図、及び機械配置図 

2 主要製造機械設備リスト 
3 主要検査設備機器リスト 
4 品質管理基準 
4.1 品質管理規定 
4.2 品質管理組織図 
4.3 品質管理実施一覧表  
4.4 検査規格 
4.4.1 原材料受入検査規格 
4.4.2 外注加工（処理）受入検査規格 
4.4.3 工程内検査規格 
4.4.4 製品検査規格 

○ ○ 製造工程が複数の工場にまたがる場
合はⅢ-1、Ⅲ-2 としてそれぞれ作成 
 

（略） 

制定  平成 ７年 ４月１０日 住木技発７ 第 ５８号 

改正  平成１３年１０月１８日 住木技発１３第２０４号 

改正  平成１６年 ６月１５日 住木技発１６第１１４号 

改正  平成２５年 ４月１６日 住木認発２５第 ３８号 

 

 

 

別記１ 認証申請書添付資料（新規及び更新） 

申請書添付資料 新規 更新 備考 

Ⅰ 申請者概要 
1 社名・代表者名・所在地 
2 設立年月日 
3 資本金・年間売上高 
4 会社機構図 
5 従業員数 
6 主要事業所名及び所在地 
7 主要取扱品目及び年間取扱量 

○ ○ 
変更
部分
のみ 

 

Ⅱ 申請製品 
1 申請製品規格 
2 表示の様式及び方法 
3 年間予定生産量及び主な出荷先 
4 製造基準 
4.1 製造工程図 
4.2 原材料基準 
4.3 製造技術基準 

○ ○ 
変更
部分
のみ 

 
・製品サイズ、樹種、薬剤等を含む
製品の仕様を明記のこと 

・新規申請では認証番号は空欄のま
ま 

Ⅲ 製造工場 
1 製造工場の概要 
1.1 工場名・所在地・責任者名 
1.2 JAS認定の有無 
1.3 設立年月日 
1.4 工場機構図 
1.5 従業員数 
1.6 責任者、有資格者配置状況 
1.7 工場配置図、及び機械配置図 

2 主要製造機械設備リスト 
3 主要検査設備機器リスト 
4 品質管理基準 
4.1 品質管理規定 
4.2 品質管理組織図 
4.3 品質管理実施一覧表  
4.4 検査規格 
4.4.1 原材料受入検査規格 
4.4.2 外注加工（処理）受入検査規格 
4.4.3 工程内検査規格 
4.4.4 製品検査規格 

○ ○ 
変更
部分
のみ 

製造工程が複数の工場にまたがる場
合はⅢ-1、Ⅲ-2 としてそれぞれ作成 
 



5 申請者と製造工場との関係 
5.1 外注委託契約書写し 

  自社工場の場合は「自社工場」との
み記入 

Ⅳ 認証製品の供給体制 
1 製品供給形態 
2 苦情処理要領 
 

○ ○  

Ⅴ 品質性能試験・検査成績書 ○ ○ 登録試験・検査機関発行のもの 

Ⅵ 品質安定度調査報告書 ○ － 品質性能評価基準に基づく試験及び
検査結果３回分（原則として、2週間
以上の間隔で実施したもの） 

Ⅶ 認証製品の生産・出荷実績 － ○ 品質管理状況調査時提出分以降 

Ⅷ 苦情処理実施記録 － ○ 品質管理状況調査時提出分以降 

（Ⅸ 品質管理等実施状況） 
1 品質管理検査記録（4.4.1～4.4.4） 

－ ○ 後日事務局よりⅦの資料に基づき対
象ロットを指定する 

 

 

別記２ 変更申請の取り扱い方法 

（表略） 

 

 

別記３ 認証番号の付与方法 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 申請者と製造工場との関係 
5.1 外注委託契約書写し 

  自社工場の場合は「自社工場」との
み記入 

Ⅳ 認証製品の供給体制 
1 製品供給形態 
2 苦情処理要領 

○ ○ 
変更
部分
のみ 

 

Ⅴ 品質性能試験・検査成績書 ○ ○ 登録試験・検査機関発行のもの 

Ⅵ 品質安定度調査報告書 ○ － 品質性能評価基準に基づく試験及び
検査結果３回分（原則として、2週間
以上の間隔で実施したもの） 

Ⅶ 認証製品の生産・出荷実績 － ○ 品質管理状況調査時提出分以降 

Ⅷ 苦情処理実施記録 － ○ 品質管理状況調査時提出分以降 

（Ⅸ 品質管理等実施状況） 
1 品質管理検査記録（4.4.1～4.4.4） 

－ ○ 後日事務局よりⅦの資料に基づき対
象ロットを指定する 

 

 

別記２ 変更申請の取り扱い方法 

（表略） 

 

 

別記３ 認証番号の付与方法 

（略） 

 

 



優良木質建材等品質性能評価基準 新旧対照表（下線部分は改正部分） 

新 旧 

HW-Y6004-2014

 

優良木質建材等品質性能評価基準 

Ⅰ 趣旨 

（略） 

Ⅱ 品質性能評価基準の構成 

（略） 

Ⅲ 品質安定度調査 

（略） 

目次 

（略） 

 

 

 

 

A-1から M-1（略） 

 

 

 

 

N-1 白華抑制塗装木質建材 

 

１．対象となる建材の範囲 

難燃薬剤を注入した木質建材からの白華を抑制するために、木質建材に工場内で塗装した製品。 

 

２．対象となる建材を製造するために必要な技術者 

① 品質管理担当者又は格付検査担当者（１名以上） 

 

３．試験・検査項目 

試験項目 性能区分 

１ 乾湿繰返し試験（屋内用） 

２ 促進耐候性試験（屋外用） 

３ 発熱性試験（屋外用） 

 

 

HW-Y6004-2013

 

優良木質建材等品質性能評価基準 

Ⅰ 趣旨 

（略） 

Ⅱ 品質性能評価基準の構成 

（略） 

Ⅲ 品質安定度調査 

（略） 

目次 

（略） 

 

 

 

 

A-1から M-1（略） 

 

 

 

 

N-1 白華抑制塗装木質建材 

１．対象となる建材の範囲 

難燃薬剤を注入した木質建材からの白華を抑制するために、木質建材に工場内で塗装した製品。 

 

２．対象となる建材を製造するために必要な技術者 

① 品質管理担当者、格付責任者又は格付検査担当者（１名以上） 

 

３．試験・検査項目 

試験項目 性能区分 

１ 乾湿繰返し試験（屋内用） 

２ 促進耐候性試験（屋外用） 

３ 発熱性試験（屋外用） 

 

 



検査項目 性能区分 

１ 寸法測定 

２ 材面の欠点測定 

 

 

４．試験・検査の方法及び判定基準 

試験項目 乾湿繰返し試験（屋内用） 

試験片の作製 

１荷口から４本(枚)の試料材を抽出する。 

各試料材から長さ 200mm 以上試験片を採取する。試験片の幅及び厚さは

製品と同一とし、試験片の木取りは板目とする。なお試料材の材面の品質

が製材の日本農林規格に規定される基準において無節または上小節に区

分される場合を除き、試験片は直径 10mm 以上の節を 1 個以上含むように

採取する。試験片の木口面はエポキシ樹脂でシールする。 

試験方法 

４本（枚）の試験片のうち１本（枚）は比較用見本として保管し、３本

（枚）を供試する。 

① 乾湿繰返し試験 

試験片に、40℃90％RH 24 時間、60℃送風乾燥 24 時間を 1サイクルとす

る乾湿繰返し操作を 5サイクル行う。試験片は、水平面に対して 60°以上

の角度で置く。やむをえず操作を中断する場合は、試験片を 20℃ 65％RH

条件下におく。 

② 白華の観察 

白華の観察は、乾湿繰返し試験後の試験片を 20℃ 65％RH条件下で 24時

間以上放冷した後に行う。白華の程度は、白華程度見本*を用いて判定する。

* 白華程度見本： 

白華の程度を 0～3 までの 4 段階に分けた白華程度見本を作成する。

試験体表面をマス目で区切った透明シートを用いて、白華した部位のマ

ス目数が試験体表面全体のマス目数に占める割合を計測し評価する。マ

ス目のサイズは試験片寸法が 200×100 mm 以下の場合は 5 ㎜方眼とす

る。試験片寸法がそれよりも大きい場合は、全マス目数が 800 個になる

等間隔の方眼を使用する。 

 

等級 白華の程度 

0 白華なし 

1 白華した部位のマス目数が全体の 10％程度 

2 白華した部位のマス目数が全体の 30％程度 

3 白華した部位のマス目数が全体の 50％程度 
 

判定基準 試験片のすべてが白華程度１以下である場合、合格したものとする。 

備考  

検査項目 性能区分 

１ 寸法測定 

２ 材面の欠点測定 

 

 

４．試験・検査の方法及び判定基準 

試験項目 乾湿繰返し試験（屋内用） 

試験片の作製 

１荷口から４本(枚)の試料材を抽出する。 

各試料材から長さ 200mm 以上の試験片を採取する。試験片の幅及び厚さ

は製品と同一とし、試験片の木取りは板目とする。試験片の木口面はエポ

キシ樹脂でシールする。 

 

 

試験方法 

４本（枚）の試験片のうち１本（枚）は比較用として保管し、３本（枚）

を供試する。 

① 乾湿繰返し試験 

試験片に、40℃90％RH 24 時間、60℃送風乾燥 24 時間を 1サイクルとす

る乾湿繰返し操作を 5サイクル行う。やむをえず操作を中断する場合は、

試験片を 20℃ 65％RH 条件下におく。 

② 白華の観察 

白華の観察は、乾湿繰返し試験後の試験片を 20℃ 65％RH 条件下で 24

時間以上放冷した後に行う。白華の程度は、白華程度見本*を用いて判定す

る。 

* 白華程度見本：白華の程度を 0～3 までの 4 段階に分けた白華程度見本

を作成する。試験体表面をマス目で区切った透明シートを

用いて、白華した部位のマス目数が試験体表面全体のマス

目数に占める割合を計測し評価する。マス目のサイズは試

験片寸法が 200×100 mm 以下の場合は 5㎜方眼とする。試

験片寸法がそれよりも大きい場合は、全マス目数が 800 個

になる等間隔の方眼を使用する。 

 

等級 白華の程度 

0 白華なし 

1 白華した部位のマス目数が全体の 10％程度 

2 白華した部位のマス目数が全体の 30％程度 

3 白華した部位のマス目数が全体の 50％程度 
 

判定基準 試験片のすべてが白華程度１以下である場合、合格したものとする。 

備考  



  

試験項目 促進耐候性試験（屋外用） 

試験片の作製 

１荷口から４本(枚)の試料材を抽出する。 

各試料材から縦 105mm 以上、横 110mm 以上の試験片を採取する。試験片

厚さは製品厚さとし、製品寸法が試験片寸法に満たない場合は、実加工前

の材料から試験片を採取する。試験片の木取りは板目とする。なお試料材

の材面の品質が製材の日本農林規格に規定される基準において無節また

は上小節に区分される場合を除き、試験片は直径 10mm 以上の節を 1 個以

上含むように採取する。試験片の木口面はエポキシ樹脂でシールする。 

試験方法 

４本（枚）の試験片のうち１本（枚）は比較用見本として保管し、３本

（枚）を供試する。 

① 促進耐候性試験 

JIS K 5600-7-7 に従って促進耐候性試験を行う。試験条件は次のとお

りとする。 

光源及びフィルタ：方法１ 

放射照度：300nm～400nm間では60W/m2、又は340nmでは0.51W/(m2・nm) 

試験片表面温度：BST 65±2℃又は BPT 63±2℃ 

試験槽空気温度：38±3℃ 

試験片ぬれサイクル：サイクルＡ法 

照射時間：1000 時間 

② 白華の観察 

白華の観察は、促進耐候性試験開始から 0、100、200、500 時間後及び

1000 時間後に 60℃ 24 時間送風乾燥させた後で行う。白華の程度は、白

華程度見本*を用いて判定する。観察は表面及び裏面について行う。 

* 白華程度見本： 

白華の程度を 0～3 までの 4 段階に分けた白華程度見本を作成する。

試験体表面をマス目で区切った透明シートを用いて、白華した部位のマ

ス目数が試験体表面全体のマス目数に占める割合を計測し評価する。マ

ス目のサイズは試験片寸法が 200×100 mm 以下の場合は 5 ㎜方眼とす

る。試験片寸法がそれよりも大きい場合は、全マス目数が 800 個になる

等間隔の方眼を使用する。 

等級 白華の程度 

0 白華なし 

1 白華した部位のマス目数が全体の 10％程度 

2 白華した部位のマス目数が全体の 30％程度 

3 白華した部位のマス目数が全体の 50％程度 

  

試験項目 促進耐候性試験（屋外用） 

試験片の作製 

１荷口から４本(枚)の試料材を抽出する。 

各試料材から縦 105mm 以上、横 110mm 以上の試験片を採取する。試験片

厚さは製品厚さとし、製品寸法が試験片寸法に満たない場合は、実加工前

の材料から試験片を採取する。試験片の木取りは板目とする。試験片の木

口面はエポキシ樹脂でシールする。 

 

 

試験方法 

４本（枚）の試験片のうち１本（枚）は比較用として保管し、３本（枚）

を供試する。 

① 促進耐候性試験 

JIS K 5600-7-7 に従って促進耐候性試験を行う。試験条件は次のとお

りとする。 

光源及びフィルタ：方法１ 

放射照度：300nm～400nm 間では 60W/m2、又は 340nm では 

0.51W/(m2・nm) 

試験片表面温度：BST 65±2℃又は BPT 63±2℃ 

試験槽空気温度：38±3℃ 

試験片ぬれサイクル：サイクルＡ法 

照射時間：1000 時間 

② 白華の観察 

白華の観察は、促進耐候性試験開始から 0、100、200、500 時間後及び

1000 時間後に 60℃ 24 時間送風乾燥させた後で行う。白華の程度は、白

華程度見本*を用いて判定する。観察は表面及び裏面について行う。 

 

* 白華程度見本：白華の程度を 0～3までの 4段階に分けた白華程度見本

を作成する。試験体表面をマス目で区切った透明シートを

用いて、白華した部位のマス目数が試験体表面全体のマス

目数に占める割合を計測し評価する。マス目のサイズは試

験片寸法が 200×100 mm 以下の場合は 5㎜方眼とする。試

験片寸法がそれよりも大きい場合は、全マス目数が 800 個

になる等間隔の方眼を使用する。 

等級 白華の程度 

0 白華なし 

1 白華した部位のマス目数が全体の 10％程度 



 

 

判定基準 試験片のすべてが白華程度１以下である場合、合格したものとする。 

備考 試験片の表裏は試験依頼者が指定するものとする。 

 

試験項目 発熱性試験（屋外用） 

試験片の作製 
促進耐候性試験を行った試験片の中央から 99mm 四方の試験片を切り出

す。 

試験方法 
建築基準法に基づく認定に係る指定性能評価機関が定める防耐火性能

試験・評価業務方法書の発熱性試験・評価方法による。 

判定基準 

判定基準は、建築基準法に基づく認定に係る指定性能評価機関が定める

防耐火性能試験・評価業務方法書の発熱性試験・評価方法による。試験片

のすべてが判定基準に適合する場合、合格したものとする。 

備考 結果には発熱速度及び総発熱量の経時変化の図を添付すること。 

 

検査項目 寸法測定 

試料の抽出 1 荷口から 5本抽出する。 

検査方法 短辺、長辺及び材長を鋼製スケール又はノギスで測定する。 

判定基準 表示寸法と測定した寸法との差が自社の基準に適合すること。 

備考  

 

検査項目 材面の欠点測定 

試料の抽出 
製材についての検査方法（第１種検査方法）による（平成 19 年 11 月 22

日農林水産省告示第 1467 号）。 

検査方法 鋼製スケール、ノギス又は目視による。 

判定基準 材面の品質が自社の基準に適合すること。 

備考  

 

 

 

 

N-2 耐候性塗装木質建材 

 

１．対象となる建材の範囲 

耐候性を付与するために、木質建材に工場内で塗装した製品。ただし、摩耗が生じる用途のものは除く。

2 白華した部位のマス目数が全体の 30％程度 

3 白華した部位のマス目数が全体の 50％程度 

判定基準 試験片のすべてが白華程度１以下である場合、合格したものとする。 

備考 ［新設］ 

 

試験項目 発熱性試験（屋外用） 

試験片の作製 
促進耐候性試験を行った試験片の中央から 99mm 四方の試験片を切り出

す。 

試験方法 
建築基準法に基づく認定に係る指定性能評価機関が定める防耐火性能

試験・評価業務方法書の発熱性試験・評価方法による。 

判定基準 

判定基準は、建築基準法に基づく認定に係る指定性能評価機関が定める

防耐火性能試験・評価業務方法書の発熱性試験・評価方法による。試験片

のすべてが判定基準に適合する場合、合格したものとする。 

備考 結果には発熱速度及び総発熱量の経時変化の図を添付すること。 

 

検査項目 寸法測定 

試料の抽出 1 荷口から 5本抽出する。 

検査方法 短辺、長辺及び材長を鋼製スケール又はノギスで測定する。 

判定基準 表示寸法と測定した寸法との差が自社の基準に適合すること。 

備考  

 

検査項目 材面の欠点測定 

試料の抽出 
製材についての検査方法（第１種検査方法）による（平成 19 年 11 月 22

日農林水産省告示第 1467 号）。 

検査方法 鋼製スケール、ノギス又は目視による。 

判定基準 材面の品質が自社の基準に適合すること。 

備考  

 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 



 

２．対象となる建材を製造するために必要な技術者 

① 品質管理担当者又は格付検査担当者（１名以上） 

 

３．試験・検査項目 

試験項目 性能区分 

１ 促進耐候性試験 耐候形１種 

耐候形２種 

耐候形３種 

 

検査項目 性能区分 

１ 寸法測定 

２ 材面の欠点測定 

 

 

４．試験・検査の方法及び判定基準 

試験項目 促進耐候性試験 

試験片の作製 

１荷口から３本(枚)の試料材を抽出する。 

各試料材から幅 60mm 以上、長さ 120mm 以上の試験片を採取する。試料

材の材面の品質が製材の日本農林規格に規定される基準において無節ま

たは上小節に区分される場合を除き、試験片は直径 10mm 以上の節を 1 個

以上含むように採取する。試験片の厚さは製品厚さとし、試験片が試験機

のホルダーに装着不可能な場合は、厚さを適宜調整する。 

試験片の木口面はシリコンコーキング剤又は２液型エポキシ樹脂でシ

ールし、側面及び裏面はフタル酸樹脂エナメル造膜塗料又はつや有合成樹

脂エマルションペイントで塗装する。 

試験方法 

３本（枚）の試験片のうち１本（枚）は比較用見本として保管し、２本

（枚）を供試する。 

① 促進耐候性試験 

JIS K 5600-7-7 に従って促進耐候性試験を行う。試験条件は次のとおり

とする。 

光源及びフィルタ：方法１ 

放射照度：300nm～400nm間では60W/m2、又は340nmでは0.51W/(m2・nm) 

試験片表面温度：BST 65±2℃又は BPT 63±2℃ 

試験槽空気温度：38±3℃ 

試験片ぬれサイクル：サイクルＡ 

② 塗膜の割れ・はがれ、基材割れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



促進耐候性試験後の試験片を観察する。JIS K 5600-8-4 割れの等級に従

って塗膜の割れ及び基材の割れを評価する。また、JIS K 5600-8-5 はがれ

の等級に従って塗膜のはがれを評価する。なお、塗膜を形成しない塗装の

 

場合は基材割れのみを評価する。 

③ 色の変化 

促進耐候性試験後の試験片を比較用として保管しておいた見本と比較

して評価する。 

④ はっ水度の測定 

前もって質量を測定した促進耐候性試験後の試験片の中央に約 1g の水

を速やかに滴下し秤量する。これを 1分間静置した後に水を拭き取り、再

び質量を測定する。はっ水度は次式より算出し、小数第一位を切捨てて整

数で表示する。 

はっ水度(%)＝（滴下した水分量(g)－試験片に浸透した水分量(g)）／滴下

した水分量(g)×100 

判定基準 

判定は次表による。 

 耐候形１種 耐候形２種 耐候形３種 

試験時間 2500 時間 1800 時間 1000 時間 

塗膜割れ 

塗膜はがれ 

基材割れ 

密度１以下 

量１以下 

密度１以下 

同左 同左 

色の変化 色の変化の程度が

見本と比べて大き

くないこと 

同左 同左 

はっ水度 95％以上 90％以上 80％以上 

試験片のすべてが判定基準に適合する場合、合格したものとする。 

備考 試験片の表裏は試験依頼者が指定するものとする。 

 

検査項目 寸法測定 

試料の抽出 1 荷口から 5本抽出する。 

検査方法 短辺、長辺及び材長を鋼製スケール又はノギスで測定する。 

判定基準 表示寸法と測定した寸法との差が自社の基準に適合すること。 

備考  

 

検査項目 材面の欠点測定 

試料の抽出 製材についての検査方法（第１種検査方法）による（平成 19 年 11 月 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日農林水産省告示第 1467 号）。 

検査方法 鋼製スケール、ノギス又は目視による。 

判定基準 材面の品質が自社の基準に適合すること。 

備考  

 

「塗装木質建材」に使用する塗料の色調について 

０） 白華抑制塗装木質建材（屋内用）に使用する塗料の色の範囲は限定しない。白華抑制塗装木質建材（屋外

用）及び耐候性塗装木質建材に使用する塗料の色は以下のとおり規定する。 

１） 屋外で使用する木材に使われる塗料は、造膜形の場合は隠ぺい性、含浸形の場合は三刺激値 Yあるい

は明度 L*によって耐候性が大きく異なる。一般的には、造膜形塗料は隠ぺい性が高いほど、含浸形塗

料は三刺激値 Y（あるいは明度 L*）が低いほど木材表面への太陽光（特に紫外線）の透過を低減させる

ため、塗装の耐候性が高くなる。 

２） 使用される塗料の色調は、建物や構造物、工作物により様々であるため、本認証において、塗料の色

調を規定して評価することは現実的ではない。また、色調毎に認証を受けることは木質建材毎に色調が

異なるため、試験の期間や費用などを考慮するとこれも現実的ではない。 

３） 本認証では、以下の方法により試験に供する塗料の隠ぺい性あるいは三刺激値 Yを測定し、認証にあ

たっては、試験に用いた塗料を基準にその他の色調についてはこの塗料より造膜形塗料の場合は隠ぺ

い性が高いもの、含浸形塗料は三刺激値 Yが低いものについて供試塗料と同等（あるいはそれ以上）の

耐候性を有すると判断し、認証を受けることができるものとする。 

４） 塗料は、試験に合格した建材に用いた塗料と同一の製品であることとする。 

５） 測定方法 

① 隠ぺい性測定方法 

・造膜形塗料及び半造膜形塗料を対象とする。 

・試験は、「JIS K 5600-4-1,-2 隠ぺい力」を参考にし、黒白の隠ぺい率試験紙（コントラスト紙；例えば

Leneta 社製アンシールドチャート N2A）に供試塗料をスプレーし、実際の木質建材に塗装する塗布量（g/m2）

を塗布する。 

・隠ぺい率を測定するため、気温 23℃、相対湿度 60%の条件下で乾燥後、D65 光源を用い、上記 JISに規定さ

れる反射率計、分光光度計、または三刺激値色彩計を使用して、試験紙白色部及び黒色部の塗装面において

それぞれ三刺激値 Yを測定する。試験はこれを 3回行う。 

・隠ぺい率（％）は、JIS K 5600-4-1 の方法Ｂ（隠ぺい率試験紙）を参考にして、試験片（塗布済み隠ぺい

率試験紙）の白地（W）および黒地（B）上の箇所を無作為に夫々４箇所選び、その箇所の三刺激値を測定し

平均の三刺激値 YWおよび YBを求める。その後、YB /YWを 100 分率で算出し、3回（隠ぺい率試験紙 3枚）の

平均値を求めて塗料の隠ぺい率とする。 

・隠ぺい率が試験で使用し合格した塗料よりも大きい場合、合格した塗料と同様に扱う。 

② 三刺激値 Y測定方法 

 

 

 

 

「塗装木質建材」に使用する塗料の色調について 

０） 白華抑制塗装木質建材（屋内用）に使用する塗料の色の範囲は限定しない。白華抑制塗装木質建材（屋外

用）に使用する塗料の色は以下のとおり規定する。 

１） 屋外で使用する木材に使われる塗料は、造膜形の場合は隠ぺい性、含浸形の場合は三刺激値 Yあるい

は明度 L*によって耐候性が大きく異なる。一般的には、造膜形塗料は隠ぺい性が高いほど、含浸形塗

料は三刺激値 Y（あるいは明度 L*）が低いほど木材表面への太陽光（特に紫外線）の透過を低減させる

ため、塗装の耐候性が高くなる。 

２） 使用される塗料の色調は、建物や構造物、工作物により様々であるため、本認証において、塗料の色

調を規定して評価することは現実的ではない。また、色調毎に認証を受けることは木質建材毎に色調が

異なるため、試験の期間や費用などを考慮するとこれも現実的ではない。 

３） 本認証では、以下の方法により試験に供する塗料の隠ぺい性あるいは三刺激値 Yを測定し、認証にあ

たっては、試験に用いた塗料を基準にその他の色調についてはこの塗料より造膜形塗料の場合は隠ぺ

い性が高いもの、含浸形塗料は三刺激値 Yが低いものについて供試塗料と同等（あるいはそれ以上）の

耐候性を有すると判断し、認証を受けることができるものとする。 

４） 塗料は、試験に合格した建材に用いた塗料と同一の製品であることとする。 

５） 測定方法 

① 隠ぺい性測定方法 

・造膜形塗料及び半造膜形塗料を対象とする。 

・試験は、「JIS K 5600-4-1,-2 隠ぺい力」を参考にし、黒白の隠ぺい率試験紙（コントラスト紙）に供試塗

料をスプレーし、実際の木質建材に塗装する塗布量（g/m2）を塗布する。 

・隠ぺい率を測定するため、気温 23℃、相対湿度 60%の条件下で乾燥後、D65 光源を用い、上記 JIS に規定

される反射率計、分光光度計、または三刺激値色彩計を使用して、試験紙白色部及び黒色部の塗装面にお

いてそれぞれ三刺激値 Yを測定する。 

・隠ぺい率（％）は、JIS K 5600-4-1 の方法Ｂ（隠ぺい率試験紙）を参考にして、試験片（塗布済み隠ぺい

率試験紙）の白地（W）および黒地（B）上の箇所を無作為に夫々４箇所選び、その箇所の三刺激値を測定

し平均の三刺激値 YW および YB を求める。その後、YB /YW を 100 分率で算出した値を隠ぺい率とする。 

・隠ぺい率が試験で使用し合格した塗料よりも大きい場合、合格した塗料と同様に扱う。 

② 三刺激値 Y測定方法 

・基材に浸透する含浸形塗料を対象とする。 

・スギの辺材を試験板として用い、これに刷毛により供試塗料を規定の塗布量（g/m2）塗布する。 

・乾燥後、D65 光源を用い、上記 JIS に規定される反射率計、分光光度計、又は三刺激値色彩計により、塗



・基材に浸透する含浸形塗料を対象とする。 

・スギの板目辺材を試験板として用い、これに刷毛により供試塗料を規定の塗布量（g/m2）を塗布する。試

験板は 3枚とする。 

・乾燥後、D65 光源を用い、上記 JIS に規定される反射率計、分光光度計、又は三刺激値色彩計により、塗

装面の無作為に選んだ４箇所において三刺激値 Yを測定し、その平均の三刺激値 Yを求め、3枚の平均値

が試験で合格した塗料よりも低い場合は合格した塗料と同様に扱う。 

・スギ辺材は、試験で合格した塗料に用いた試片と同じもの 3枚をエンドマッチで使用する。 

 

共に、供試塗料は認証のための評価試験に合格した塗料と色調が異なるだけの同じシリーズのものであ

ること。顔料以外の塗料成分が異なる系の塗料の場合は新たに認証のための評価試験を受ける必要がある。

認証の際には、供試塗料の隠ぺい率及び三刺激値 Y（各 3枚の平均値）も併せて標記する。 

 

 

X-1（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

装面の無作為に選んだ４箇所において三刺激値 Y を測定し、その平均の三刺激値 Y が試験で合格した塗料

よりも低い場合は合格した塗料と同様に扱う。 

・スギ辺材は、試験で合格した塗料に用いた試片と同じものをエンドマッチで使用する。 

①②共に、供試塗料は試験に合格した塗料のシリーズのものであること。系の異なる塗料の場合は新たに

認証のための評価試験を受ける必要がある。 

・認証の際には、供試塗料の隠ぺい率及び三刺激値 Y も併せて標記する。 

 

 

 

 

 

 

X-1（略） 

 

 



優良木質建材等認証審査要領 新旧対照表（下線部分は改正部分） 

新 旧 

HW-Y6007-2014

優良木質建材等認証審査要領 

１ 趣旨 

(略) 

２ 本要領の基本的活用方針 

(略) 

３ 審査の観点 

(略) 

４ 審査の手順 

(略) 

５ 製品の品質に関する審査 

(略) 

６．生産体制の品質に関する審査 

(略) 

７．供給体制の品質に関する審査 

(略) 

①～③(略)  

④製品への表示が、優良木質建材表示基準（HW-Y6005-2013）に適合していること 

８．工場実地調査 

(略) 

９．審査報告書 

(略) 

 

制定  平成１６年 ６月１５日 住木技発１６第１１４号 

改正  平成１６年１１月 １日 住木技発１６第２２７号 

改正  平成１７年１２月 １日 住木技発１７第２８３号 

改正  平成１９年 ５月１７日 住木技発１９第１４６号 

改正  平成１９年 ６月１１日 住木技発１９第１７６号 

改正  平成２４年 ４月２０月 住木認発２４第 ４２号 

改正  平成２４年１０月１５日 住木認発２４第１１１号 

改正  平成２５年 ４月１６日 住木認発２５第 ３８号 

改正  平成２６年 ２月２８日 住木認発２６第 １４号 

 

HW-Y6007-2013

優良木質建材等認証審査要領 

１ 趣旨 

(略) 

２ 本要領の基本的活用方針 

(略) 

３ 審査の観点 

(略) 

４ 審査の手順 

(略) 

５ 製品の品質に関する審査 

(略) 

６．生産体制の品質に関する審査 

(略) 

７．供給体制の品質に関する審査 

(略) 

①～③(略)  

④製品への表示が、優良木質建材表示基準（HW-Y6005-2012）に適合していること 

８．工場実地調査 

(略) 

９．審査報告書 

(略) 

 

制定  平成１６年 ６月１５日 住木技発１６第１１４号 

改正  平成１６年１１月 １日 住木技発１６第２２７号 

改正  平成１７年１２月 １日 住木技発１７第２８３号 

改正  平成１９年 ５月１７日 住木技発１９第１４６号 

改正  平成１９年 ６月１１日 住木技発１９第１７６号 

改正  平成２４年 ４月２０月 住木認発２４第 ４２号 

改正  平成２４年１０月１５日 住木認発２４第１１１号 

改正  平成２５年 ４月１６日 住木認発２５第 ３８号 

 

 



別表１ 責任者、有資格者配置 

記号 対象品目名称 責任者、有資格者配置 

A-1 高耐久性機械プレカット部材 (略) 

A-2 高耐久性機械プレカット部材－２ 

A-3 高耐久性機械プレカット部材－３ 

A-4 乾燥処理機械プレカット部材 

B-1 保存処理材 (略) 

B-2 保存処理材－２ 

B-3 屋外製品部材 

B-4 車両用木製防護柵部材 

C-1 防腐・防蟻処理構造用集成材 (略) 

C-2 防腐・防蟻処理構造用集成材－２ 

C-3 防腐・防蟻処理構造用集成材－３ 

C-4 防腐・防蟻処理構造用集成材－４ 

C-5 防腐・防蟻処理構造用集成材－５ 

D-1 防腐・防蟻処理合板等（接着剤混入） (略) 

D-2 防腐・防蟻処理合板等（加圧注入・単板処理） 

E-1 モルタル下地用合板 (略) 

E-2 たて継ぎ構造用合板 

F-1 床用３層パネル (略) 

F-2 構造用単板積層板 

F-3 構造用台形ラミナ集成材 

F-4 床下地用台形ラミナ集成パネル 

G-1 防腐・防蟻処理構造用パネル (略) 

G-2 防腐・防蟻処理接着成形軸材 

H-1 接着成形造作用芯材 (略) 

H-2 型枠用成形板 (略) 

I-1 樹脂処理保存処理材 (略) 

I-2 樹脂処理屋外製品部材 

J-1 表層圧密フローリング (略) 

K-1 熱処理壁用製材 (略) 

M-1 収縮抑制処理材 (略) 

N-1 白華抑制塗装木質建材 ① 品質管理責任者、格付責任者又は格付

担当者（１名以上） N-2 耐候性塗装木質建材 

X-1 足場板 (略) 

 

 

別表１ 責任者、有資格者配置 

記号 対象品目名称 責任者、有資格者配置 

A-1 高耐久性機械プレカット部材 (略) 

A-2 高耐久性機械プレカット部材－２ 

A-3 高耐久性機械プレカット部材－３ 

A-4 乾燥処理機械プレカット部材 

B-1 保存処理材 (略) 

B-2 保存処理材－２ 

B-3 屋外製品部材 

B-4 車両用木製防護柵部材 

C-1 防腐・防蟻処理構造用集成材 (略) 

C-2 防腐・防蟻処理構造用集成材－２ 

C-3 防腐・防蟻処理構造用集成材－３ 

C-4 防腐・防蟻処理構造用集成材－４ 

C-5 防腐・防蟻処理構造用集成材－５ 

D-1 防腐・防蟻処理合板等（接着剤混入） (略) 

D-2 防腐・防蟻処理合板等（加圧注入・単板処理） 

E-1 モルタル下地用合板 (略) 

E-2 たて継ぎ構造用合板 

F-1 床用３層パネル (略) 

F-2 構造用単板積層板 

F-3 構造用台形ラミナ集成材 

F-4 床下地用台形ラミナ集成パネル 

G-1 防腐・防蟻処理構造用パネル (略) 

G-2 防腐・防蟻処理接着成形軸材 

H-1 接着成形造作用芯材 (略) 

H-2 型枠用成形板 (略) 

I-1 樹脂処理保存処理材 (略) 

I-2 樹脂処理屋外製品部材 

J-1 表層圧密フローリング (略) 

K-1 熱処理壁用製材 (略) 

M-1 収縮抑制処理材 (略) 

N-1 白華抑制塗装木質建材 ① 品質管理責任者、格付責任者又は格付

担当者（１名以上） [新設] [新設] 

X-1 足場板 (略) 
 

 



優良木質建材等認証手数料規定 新旧対照表（下線部分は改正部分） 

新 旧 

HW-Y6008-2014

優良木質建材等認証手数料規定 

１ 趣旨 

この規定は、優良木質建材等認証規程(HW-Y6001-2013)第２１条の規定に基づき、優良木質建材の認証

業務に係る手数料について、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 用語の定義 

この規定において、表－１の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとす

る。 

表－１ 用語の定義 

用語 定義 

認証手数料 優良木質建材認証業務に要する手数料であり、申請受理後の審査、認証及びサ

ーベｲランスに関する費用をすべて含む。 

但し、規程第６条第２項第２号に規定する工場実地調査に係る当該工場へ赴

く旅費は含んでいない。 

新規手数料 申請者が新たな認証番号を取得する場合の認証手数料をいう。 

変更手数料 認証の有効期間中に認証内容に関わる変更を申請する場合の認証手数料をい

う。 

更新手数料 認証の有効期限を迎えたときに、申請者がその有効期限の延長を行おうとす

る場合の認証手数料をいう。 

 

３ 新規及び更新手数料 

規程第５条第 1項及び第２項の規定による、新規及び更新の申請に係る認証手数料は、原則として別

表１による。 

 

４ 変更手数料 

規程第８条の規定による、内容変更等の申請を行う場合の手数料は別表２による。 
 

５ 認証書の再交付料 

認証実施要領（HW-Y6002-2014）の第７に規定する認証書の再交付を行う場合の手数料は、認証書１

枚につき 10,000 円（税別）とする。 

 

６ 工場実地調査のために当該工場へ赴く旅費の扱い 

(1) 規程第６条第２項第２号に規定する工場実地調査に際し、調査員が当該工場へ赴く旅費について

は、別に定めるセンターの「旅費規程」等により、認証手数料とは別に申請者に支払いを求める。 

HW-Y6008-2013

優良木質建材等認証手数料規定 

１ 趣旨 

この規定は、優良木質建材等認証規程(HW-Y6001-2013)第２１条の規定に基づき、優良木質建材の認証

業務に係る手数料について、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 用語の定義 

この規定において、表－１の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとす

る。 

表－１ 用語の定義 

用語 定義 

認証手数料 優良木質建材認証業務に要する手数料であり、申請受理後の審査、認証及び

サーベｲランスに関する費用をすべて含む。 

但し、規程第６条第２項第２号に規定する工場実地調査に係る当該工場へ赴

く旅費は含んでいない。 

新規手数料 申請者が新たな認証番号を取得する場合の認証手数料をいう。 

変更手数料 認証の有効期間中に認証内容に関わる変更を申請する場合の認証手数料をい

う。 

更新手数料 認証の有効期限を迎えたときに、申請者がその有効期限の延長を行おうとす

る場合の認証手数料をいう。 

 

３ 新規及び更新手数料 

規程第５条第 1項及び第２項の規定による、新規及び更新の申請に係る認証手数料は、原則として別

表１による。 

 

４ 変更手数料 

規程第８条の規定による、内容変更等の申請を行う場合の手数料は別表２による。 
 

５ 認証書の再交付料（税込） 

認証実施要領（HW-Y6002-2013）の第７に規定する認証書の再交付を行う場合の手数料は、認証書１

枚につき 10,500 円とする。 

 

６ 工場実地調査のために当該工場へ赴く旅費の扱い 

(1) 規程第６条第２項第２号に規定する工場実地調査に際し、調査員が当該工場へ赴く旅費について

は、別に定めるセンターの「旅費規程」等により、認証手数料とは別に申請者に支払いを求める。 



 (2) 規程第１３条第１項に規定するサーベイランスの品質管理状況調査において、調査員が工場に赴く旅費につ

いては、別に定める「旅費規程」等により、認証手数料とは別に認証取得者に支払いを求める。 

７ 認証対象品目並びに品質性能評価基準の事前申請手数料 

認証対象品目リストに定められていない品目に関し、新たに認証対象品目として追加することを企

業等が要望する場合、センターは追加の適否の検討及び品質性能評価基準制定のための経費につい

て、要望する企業等に別途見積もりにより請求することができる。 

 

（付則） 

この規程は平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

制定  平成 ９年 ６月１０日 住木技発 ９第 ７５号 

改正  平成１４年１０月 ７日 住木技発１４第２０２号 

改正  平成１６年 ６月１５日 住木技発１６第１１４号 

改正  平成１６年１１月 １日 住木技発１６第２２７号 

改正  平成１７年１２月 １日 住木技発１７第２９３号 

改正  平成１８年 ６月２７日 住木技発１８第１０５号 

改正  平成１８年１１月２１日 住木技発１８第３０３号 

改正  平成１９年 ５月１７日 住木技発１９第１４６号 

改正  平成１９年 ６月１１日 住木技発１９第１７６号 

改正  平成２１年 ５月１５日 住木技発２１第２９４号 

改正  平成２１年１２月１４日 住木技発２１第５３７号 

改正  平成２４年１０月１５日 住木認発２４第１１１号 

改正  平成２５年 ４月１６日 木住認発２５第 ３８号 

改正  平成２６年 ２月２８日 木住認発２６第 １４号 

 

別表 1 認証手数料（税別） 

記号 対象品目名称 仕様 新規手数料 更新手数料

A-1 

A-2 

A-3 

高耐久性機械プレカット部材 

高耐久性機械プレカット部材－２ 

高耐久性機械プレカット部材－３ 

処理委託・加工 1種類 406,800 円 356,800 円

上記以外・加工１種類 350,000 円 300,000 円

処理委託・加工 2種類 456,800 円 406,800 円

上記以外・加工 2種類 400,000 円 350,000 円

A-4 乾燥処理機械プレカット部材 加工 1種類 350,000 円 300,000 円

加工 2種類 400,000 円 350,000 円

 (2) 規程第１３条第１項に規定するサーベイランスの品質管理状況調査において、調査員が工場に赴く旅費につ

いては、別に定める「旅費規程」等により、認証手数料とは別に認証取得者に支払いを求める。 

７ 認証対象品目並びに品質性能評価基準の事前申請手数料 

認証対象品目リストに定められていない品目に関し、新たに認証対象品目として追加することを企

業等が要望する場合、センターは追加の適否の検討及び品質性能評価基準制定のための経費につい

て、要望する企業等に別途見積もりにより請求することができる。 

 

（付則） 

この規程は平成２１年１２月１４日から施行する。 

 

 

制定  平成 ９年 ６月１０日 住木技発 ９第 ７５号 

改正  平成１４年１０月 ７日 住木技発１４第２０２号 

改正  平成１６年 ６月１５日 住木技発１６第１１４号 

改正  平成１６年１１月 １日 住木技発１６第２２７号 

改正  平成１７年１２月 １日 住木技発１７第２９３号 

改正  平成１８年 ６月２７日 住木技発１８第１０５号 

改正  平成１８年１１月２１日 住木技発１８第３０３号 

改正  平成１９年 ５月１７日 住木技発１９第１４６号 

改正  平成１９年 ６月１１日 住木技発１９第１７６号 

改正  平成２１年 ５月１５日 住木技発２１第２９４号 

改正  平成２１年１２月１４日 住木技発２１第５３７号 

改正  平成２４年１０月１５日 住木認発２４第１１１号 

改正  平成２５年 ４月１６日 木住認発２５第 ３８号 

 

 

別表 1 認証手数料（税込） 

記号 対象品目名称 仕様 新規手数料 更新手数料

A-1 

A-2 

A-3 

高耐久性機械プレカット部材 

高耐久性機械プレカット部材－２

高耐久性機械プレカット部材－３

ﾗﾐﾅ処理集成材等使用 367,500 円 315,000 円

上記以外 427,140 円 374,640 円

  〃 (金物併用加工) 479,640 円 427,140 円

[新設] [新設] [新設]

A-4 乾燥処理機械プレカット部材 在来工法用 367,500 円 315,000 円

金物併用加工 420,000 円 367,500 円



B-1 

B-2 

B-3 

保存処理材 

保存処理材－２ 

屋外製品部材 

 

396,800 円 346,800 円

B-4 車両用木製防護柵部材 目視等級区分 396,800 円 346,800 円

機械等級区分 443,800 円 393,800 円

C-1 

C-2 

C-3 

C-4 

防腐・防蟻処理構造用集成材 

防腐・防蟻処理構造用集成材－２ 

防腐・防蟻処理構造用集成材－３ 

防腐・防蟻処理構造用集成材－４ 

 

436,100 円 386,100 円

C-5 防腐・防蟻処理構造用集成材－５  458,600 円 408,600 円

D-1 

D-2 

防腐・防蟻処理合板等 構造用合板 1級 443,800 円 393,800 円

構造用合板 2級 420,300 円 370,300 円

普通合板１類 400,800 円 350,800 円

普通合板２類 396,300 円 346,300 円

構造用単板積層材 469,800 円 419,800 円

造作用単板積層材 397,800 円 347,800 円

E-1 モルタル下地用合板  464,400 円 414,400 円

E-2 たて継ぎ構造用合板  407,200 円 357,200 円

F-1 床用３層パネル  385,025 円 335,025 円

F-2 構造用単板積層板  439,800 円 389,800 円

F-3 構造用台形ラミナ集成材  367,800 円 317,800 円

F-4 床下地用台形ラミナ集成パネル  391,000 円 341,000 円

G-1 防腐・防蟻処理構造用パネル  460,600 円 410,600 円

G-2 防腐・防蟻処理接着成形軸材  394,600 円 344,600 円

H-1 接着成形造作用芯材  337,905 円 290,286 円

H-2 型枠用成形板  368,800 円 318,800 円

I-1 樹脂処理保存処理材  382,000 円 332,000 円

I-2 樹脂処理屋外製品部材  366,250 円 316,250 円

J-1 表層圧密フローリンブ  339,800 円 289,800 円

K-1 熱処理壁用製材  405,000 円 355,000 円

M-1 収縮抑制処理材  371,000 円 321,000 円

N-1 白華抑制塗装木質建材 屋内用 524,000 円 474,000 円

屋外用 583,000 円 533,000 円

N-2 耐候性塗装木質建材 耐候性１種 559,000 円 509,000 円

耐候性２種 506,000 円 456,000 円

B-1 

B-2 

B-3 

保存処理材 

保存処理材－２ 

屋外製品部材 

 416,640 円 364,140 円

B-4 車両用木製防護柵部材 目視等級区分の場合 416,640 円 364,140 円

機械等級区分の場合 465,990 円 413,490 円

C-1 

C-2 

C-3 

C-4 

防腐・防蟻処理構造用集成材 

防腐・防蟻処理構造用集成材－２

防腐・防蟻処理構造用集成材－３

防腐・防蟻処理構造用集成材－４

 457,905 円 405,405 円

C-5 防腐・防蟻処理構造用集成材－５  481,530 円 429,030 円

D-1 

D-2 

防腐・防蟻処理合板等 構造用合板 1級 465,990 円 413,490 円

構造用合板 2級 441,315 円 388,815 円

普通合板１類 420,840 円 368,340 円

普通合板２類 416,115 円 363,615 円

構造用単板積層材 493,290 円 440,790 円

造作用単板積層材 417,690 円 365,190 円

E-1 モルタル下地用合板  487,620 円 435,120 円

E-2 たて継ぎ構造用合板  427,560 円 375,060 円

F-1 床用３層パネル  404,276 円 351,776 円

F-2 構造用単板積層板  461,790 円 409,290 円

F-3 構造用台形ラミナ集成材  386,190 円 333,690 円

F-4 床下地用台形ラミナ集成パネル  410,550 円 358,050 円

G-1 防腐・防蟻処理構造用パネル  483,630 円 431,130 円

G-2 防腐・防蟻処理接着成形軸材  414,330 円 361,830 円

H-1 接着成形造作用芯材  354,800 円 304,800 円

H-2 型枠用成形板  387,240 円 334,740 円

I-1 樹脂処理保存処理材  401,100 円 348,600 円

I-2 樹脂処理屋外製品部材  384,563 円 332,063 円

J-1 表層圧密フローリンブ  356,790 円 304,290 円

K-1 熱処理壁用製材  425,250 円 372,750 円

M-1 収縮抑制処理材  389,550 円 337,050 円

N-1 白華抑制塗装木質建材 屋内用 559,000 円 491,920 円

屋外用 506,500 円 439,420 円

[新設] [新設] [新設] [新設] [新設]

[新設] [新設] [新設]



耐候性３種 445,000 円 395,000 円

X-1 足場板  395,000 円 345,000 円

１ 申請品の製造工程が2工場以上にまたがる場合には、2工場以降1工場につき60,000円（税別）を加算する。

２ 同一申請者の同工場から同時期に申請される複数の申請で、製品規格及び製造基準が共通する等審査業務

が簡略化できるものについては、2件目以降の認証手数料は別表１の金額から100,000円（税別）を割り引

く。 

３ 認証実施要領第４の２(3)の規定により、工場実地調査を省略する場合においては、認証手数料は別表１

の金額から 60,000 円（税別）を割り引く。 

４ 同一申請者から、同時期に申請される複数の申請で工場実地調査を兼ねられる場合においては２件目以降の認

証手数料は別表１の金額から60,000円（税別）を割り引く。 

５ 機械プレカット部材の金物については、2つ目の金物から1金物10,000円（税別）を加算する。 

 

 

別表２ 変更手数料（税別） 

NO 種別 対象とするものの事例 手数料 

1 名称等の変更 会社名、代表者名、製品名、工場名、代
理者名、連絡担当者名、住所表示又はそ
の他これらに類する記載事項の変更 

10,000 円
（認証書記載事
項以外の場合は
無料） 

2 製品規格の変更 品質性能が下回らないことが客観的に明

白な変更に限る 

①寸法・形状、材料等の変更 
②JAS、AQ 等規格材の同規格内での変更 
※使用薬剤の変更等上記以外の変更は変
更申請の対象外→新規申請 

80,000円
 

3 製造工程、品質管理等の
変更 

変更前に比べ内容の水準が下回らないこ
とが明白な変更に限る 

80,000 円

4 用途範囲の拡大又は縮小 使用樹種の追加等 
製品仕様の枠組が基本的に変わらない場
合に限る 

100,000円

5 法人格の変更 
 

認証を受けた会社又は工場に関するもの
で、生産体制、供給体制が基本的に変わ
らないもの（倒産に伴う場合等、やむを
得ない事情と認められる場合に限る） 

200,000 円

6 製造工場に関する変更 ①工場移転 
②主要製造ラインの変更 
※製造工場の追加は変更申請の対象外→
新規申請 

200,000円

 

 

 

[新設] [新設] [新設]

X-1 足場板  414,750 円 362,250 円

１ 申請品の製造工程が 2工場以上にまたがる場合には、2工場以降 1工場につき 6.3万円を加算する。 

２ 同一申請者から、同時期に申請される複数の申請で、製品規格及び製造基準が共通し、複数の製造工場で製造

する等、審査業務が簡略化できるものについては2件目以降の認証手数料は別表１の金額から10万円を割り引

く。 

３ 認証実施要領第４の２（２）の規定により、工場実地調査を省略する場合においては、認証手数料は別表１

の金額から6.3万円を割り引く。 

４ 同一申請者から、同時期に申請される複数の申請で工場実地調査を兼ねられる場合においては２件目以降の認

証手数料は別表１の金額から6.3万円を割り引く。 

５ 機械プレカット部材の金物については、2つ目の金物から1金物1万円が加算する。 

 

 

別表２ 変更手数料（税込） 

NO 種別 対象とするものの事例 手数料 

1 名称等の変更 会社名、代表者名、製品名、工場名、代
理者名、連絡担当者名、住所表示又はそ
の他これらに類する記載事項の変更 

10,500 円
（認証書記載事
項以外の場合は
無料） 

2 製品規格の変更 品質性能が下回らないことが客観的に明

白な変更に限る 

①寸法・形状、材料等の変更 
②JAS、AQ 等規格材の同規格内での変更 
※使用薬剤の変更等上記以外の変更は変
更申請の対象外→新規申請 

84,000円
 

3 製造工程、品質管理等の
変更 

変更前に比べ内容の水準が下回らないこ
とが明白な変更に限る 

84,000 円

4 用途範囲の拡大又は縮小 使用樹種の追加等 
製品仕様の枠組が基本的に変わらない場
合に限る 

105,000円

5 法人格の変更 
 

認証を受けた会社又は工場に関するもの
で、生産体制、供給体制が基本的に変わ
らないもの（倒産に伴う場合等、やむを
得ない事情と認められる場合に限る） 

210,000 円

6 製造工場に関する変更 ①工場移転 
②主要製造ラインの変更 
※製造工場の追加は変更申請の対象外→
新規申請 

210,000円

 

 

 



登録試験検査機関 新旧対照表（下線部分は改正部分） 

新 旧 

登録試験検査機関 

平成 26 年 2 月 28 日 

記号 対象品目名称 登録試験機関 登録検査機関 

A-1 高耐久性機械プレカット部材 (略) (略) 

A-2 高耐久性機械プレカット部材－２ (略) (略) 

A-3 高耐久性機械プレカット部材－３ (略) (略) 

A-4 乾燥処理機械プレカット部材 (略) (略) 

B-1 保存処理材 (略) (略) 

B-2 保存処理材－２ (略) (略) 

B-3 屋外製品部材 (略) (略) 

B-4 車両用木製防護柵部材 (略) (略) 

C-1 防腐・防蟻処理構造用集成材 (略) (略) 

C-2 防腐・防蟻処理構造用集成材－２ (略) (略) 

C-3 防腐・防蟻処理構造用集成材－３ (略) (略) 

C-4 防腐・防蟻処理構造用集成材－４ (略) (略) 

C-5 防腐・防蟻処理構造用集成材－５ (略) (略) 

D-1 防腐・防蟻処理合板等（接着剤混

入） 

(略) (略) 

D-2 防腐・防蟻処理合板等（加圧注

入・単板処理） 

(略) (略) 

E-1 モルタル下地用合板 (略) (略) 

E-2 たて継ぎ構造用合板 (略) (略) 

F-1 床用３層パネル (略) (略) 

F-2 構造用単板積層板 (略) (略) 

F-3 構造用台形ラミナ集成材 (略) (略) 

F-4 床下地用台形ラミナ集成パネル (略) (略) 

G-1 防腐・防蟻構造用パネル (略) (略) 

G-2 防腐・防蟻処理接着成形軸材 (略) (略) 

H-1 接着成形造作用芯材 (略) (略) 

H-2 型枠用成形板 (略) (略) 

I-1 樹脂処理保存処理材 (略) (略) 

I-2 樹脂処理屋外製品部材 (略) (略) 

登録試験検査機関 

平成 25 年 4 月 16 日 

記号 対象品目名称 登録試験機関 登録検査機関 

A-1 高耐久性機械プレカット部材 (略) (略) 

A-2 高耐久性機械プレカット部材－２ (略) (略) 

A-3 高耐久性機械プレカット部材－３ (略) (略) 

A-4 乾燥処理機械プレカット部材 (略) (略) 

B-1 保存処理材 (略) (略) 

B-2 保存処理材－２ (略) (略) 

B-3 屋外製品部材 (略) (略) 

B-4 車両用木製防護柵部材 (略) (略) 

C-1 防腐・防蟻処理構造用集成材 (略) (略) 

C-2 防腐・防蟻処理構造用集成材－２ (略) (略) 

C-3 防腐・防蟻処理構造用集成材－３ (略) (略) 

C-4 防腐・防蟻処理構造用集成材－４ (略) (略) 

C-5 防腐・防蟻処理構造用集成材－５ (略) (略) 

D-1 防腐・防蟻処理合板等（接着剤混

入） 

(略) (略) 

D-2 防腐・防蟻処理合板等（加圧注

入・単板処理） 

(略) (略) 

E-1 モルタル下地用合板 (略) (略) 

E-2 たて継ぎ構造用合板 (略) (略) 

F-1 床用３層パネル (略) (略) 

F-2 構造用単板積層板 (略) (略) 

F-3 構造用台形ラミナ集成材 (略) (略) 

F-4 床下地用台形ラミナ集成パネル (略) (略) 

G-1 防腐・防蟻構造用パネル (略) (略) 

G-2 防腐・防蟻処理接着成形軸材 (略) (略) 

H-1 接着成形造作用芯材 (略) (略) 

H-2 型枠用成形板 (略) (略) 

I-1 樹脂処理保存処理材 (略) (略) 

I-2 樹脂処理屋外製品部材 (略) (略) 



J-1 表層圧密フローリング (略) (略) 

K-1 熱処理造作用製材 (略) (略) 

M-1 収縮抑制処理材 (略) (略) 

N-1 白華抑制塗装木質建材 (略) (略) 

N-2 耐候性塗装木質建材 (一社)全国木材検査・研究協会 

(一社)北海道林産物検査会 

(一社)全国木材検査・研究協会 

(一社)北海道林産物検査会 

X-1 足場板 (略) (略) 

試験に関する外部機関への委託 

(一社)全国木材検査・研究協会：東京農業大学（防腐・防蟻処理試験の一部） 

(一社)食品環境検査協会（防腐・防蟻処理試験の一部） 

(独)森林総合研究所（白華抑制塗装木質建材に係る試験） 

大分県農林水産研究指導センター（足場板曲げ試験） 

(一社)北海道林産物検査会：(地独)北海道立総合研究機構（足場板曲げ試験） 

(独)森林総合研究所（白華抑制塗装木質建材に係る試験） 

(公財)日本合板検査会：東京農業大学（防腐・防蟻処理試験の一部） 

 

J-1 表層圧密フローリング (略) (略) 

K-1 熱処理造作用製材 (略) (略) 

M-1 収縮抑制処理材 (略) (略) 

N-1 白華抑制塗装木質建材 (略) (略) 

[新設] [新設] [新設] 

 

[新設] 

X-1 足場板 (略) (略) 

試験に関する外部機関への委託 

(一社)全国木材検査・研究協会：東京農業大学（防腐・防蟻処理試験の一部） 

(一社)食品環境検査協会（防腐・防蟻処理試験の一部） 

(独)森林総合研究所（白華抑制塗装木質建材に係る試験） 

大分県農林水産研究指導センター（足場板曲げ試験） 

(一社)北海道林産物検査会：(地独)北海道立総合研究機構（足場板曲げ試験） 

(独)森林総合研究所（白華抑制塗装木質建材に係る試験） 

(公財)日本合板検査会：東京農業大学（防腐・防蟻処理試験の一部） 
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