
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 25 年 10 月 10 日付で規程類を

改正いたしました。 

 

 

１．改正した規程類 

(1) 優良木質建材等品質性能評価基準 

 

 

２．主な改正内容 

(1) 既存品目「A-3 高耐久性機械プレカット部材－３」、「B-2 保存

処理材－２」及び「C-4 防腐・防蟻処理構造用集成材－４」の指

定薬剤の追加 

低圧噴射用薬剤『第四級アンモニウム・ネオニコチノイド化合

物系（IAAC）』を指定薬剤に追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当：認証部 佐野） 



【新】 

HW-Y6004-2013 

優良木質建材等品質性能評価基準 

Ⅰ 趣旨 

この基準は、優良木質建材等認証規程（HW-Y6001-2013 以下「規程」という。）第３条に基づき、認証対

象品目の品質性能に関する評価の基準（品質性能試験の試験項目、試験方法及び判定基準を含む。）を定め

るものである。 

 

Ⅱ 品質性能評価基準の構成 

品質性能評価基準は、認証対象品目毎に次の事項を示す。 

１．対象となる建材等の範囲 

２．対象となる建材等を製造するために必要な技術者 

３．試験・検査項目 

４．試験・検査の方法及び判定基準 

 

１の対象となる建材には、どのような範囲の製品が申請の対象となるかを示し、併せて防腐・防蟻処理品

目については、対象となる薬剤リストを示す。 

２の対象となる建材を製造するために必要な技術者には、認証対象品目毎に当該製品を製造するために必

要な技術者の資格を示す。 

３の試験・検査項目には、申請製品の品質性能を確認するために認証対象品目毎に必要な試験・検査の方

法及び判定に伴う性能区分を示す。 

４の試験・検査の方法及び判定基準には、申請時に必要な試験項目（初回申請時に必要な初期試験項目を

含む。）及び検査項目の試験・検査方法及び判定基準を示す。 

 

Ⅲ 品質安定度調査 

申請者は、申請製品の品質性能を安定的に確保できることを証するため、申請製品に係る試験・検査項目

について、申請者自ら（委託可）が試験・検査を３回実施（原則として２週間に１回）し、３回連続して本

判定基準に合格していることが必要である。 

 

 

 

 

 

《優良木質建材等品質性能評価基準は、以下に改正品目のみ抜粋》 

 

【旧】 

HW-Y6004-2013 

優良木質建材等品質性能評価基準 

Ⅰ 趣旨 

この基準は、優良木質建材等認証規程（HW-Y6001-2013 以下「規程」という。）第３条に基づき、認証対

象品目の品質性能に関する評価の基準（品質性能試験の試験項目、試験方法及び判定基準を含む。）を定め

るものである。 

 

Ⅱ 品質性能評価基準の構成 

品質性能評価基準は、認証対象品目毎に次の事項を示す。 

１．対象となる建材等の範囲 

２．対象となる建材等を製造するために必要な技術者 

３．試験・検査項目 

４．試験・検査の方法及び判定基準 

 

１の対象となる建材には、どのような範囲の製品が申請の対象となるかを示し、併せて防腐・防蟻処理品

目については、対象となる薬剤リストを示す。 

２の対象となる建材を製造するために必要な技術者には、認証対象品目毎に当該製品を製造するために必

要な技術者の資格を示す。 

３の試験・検査項目には、申請製品の品質性能を確認するために認証対象品目毎に必要な試験・検査の方

法及び判定に伴う性能区分を示す。 

４の試験・検査の方法及び判定基準には、申請時に必要な試験項目（初回申請時に必要な初期試験項目を

含む。）及び検査項目の試験・検査方法及び判定基準を示す。 

 

Ⅲ 品質安定度調査 

申請者は、申請製品の品質性能を安定的に確保できることを証するため、申請製品に係る試験・検査項目

について、申請者自ら（委託可）が試験・検査を３回実施（原則として２週間に１回）し、３回連続して本

判定基準に合格していることが必要である。 

 

 

 

 

 

《優良木質建材等品質性能評価基準は、以下に改正品目のみ抜粋》 



 

【新】 

A-3 高耐久性機械プレカット部材－３ 

１．対象となる建材の範囲 

木造建築物の木造構造部分に係る構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）

第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。）に使用する構造軸材製品（乾燥処理製材、集成材、

単板積層材）で、継手又は仕口に機械プレカット加工が施され、土台、すみ柱及び最下階の外壁の柱に別途

指定する薬剤で防腐・防蟻処理が施されているもの。 

・ プレカット加工後に薬剤を加圧処理法以外の方法により防腐・防蟻処理を施したもの。 

・ プレカット加工には金物工法用を含む。 

 

指定薬剤 

種類 有効成分 ＡＱ表示 
保存協会 

認定番号 

アゾール・非エステルピレスロイド化合物

系 
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ、ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ AZE Ａ－5307 

第四級アンモニウム・ネオニコチノイド化

合物系 
DDABC、ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ IAAC Ａ－5435 

注：使用する薬剤は、公益社団法人日本木材保存協会の認定薬剤等に限る。 

 

２．対象となる建材を製造するために必要な技術者 

① 選別技術者（２名以上） 

② 建築士（１名以上） 

③ 木材乾燥士又は針葉樹製材乾燥技術者研修修了者（合格者）（１名以上） 

④ 木材保存士（１名以上）ただし、防腐・防蟻処理を委託で行う場合は除く。 

 

３．試験・検査項目 

試験項目 性能区分 

１ 防腐・防蟻処理試験 

（防腐・防蟻処理ＡＱマーク品の集成材又は単板積層材を 

使用する場合はＡＱマークで確認） 

２種及び３種 

 

 

 

検査項目 性能区分 

１ 加工部材（加工部を除く）の欠点測定 

２ 加工部の欠点測定 

３ 加工部の加工精度測定 

４ 加工部の位置測定 

５ 含水率測定 

 

 

【旧】 

A-3 高耐久性機械プレカット部材－３ 

１．対象となる建材の範囲 

木造建築物の木造構造部分に係る構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）

第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。）に使用する構造軸材製品（乾燥処理製材、集成材、

単板積層材）で、継手又は仕口に機械プレカット加工が施され、土台、すみ柱及び最下階の外壁の柱に別途

指定する薬剤で防腐・防蟻処理が施されているもの。 

・ プレカット加工後に薬剤を加圧処理法以外の方法により防腐・防蟻処理を施したもの。 

・ プレカット加工には金物工法用を含む。 

 

指定薬剤 

種類 有効成分 ＡＱ表示 
保存協会 

認定番号 

アゾール・非エステルピレスロイド化合物

系 
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ、ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ AZE Ａ－5307 

第四級アンモニウム・ネオニコチノイド化

合物系 
DDAC、ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ TAAC Ａ－5419 

注：使用する薬剤は、公益社団法人日本木材保存協会の認定薬剤等に限る。 

 

２．対象となる建材を製造するために必要な技術者 

① 選別技術者（２名以上） 

② 建築士（１名以上） 

③ 木材乾燥士又は針葉樹製材乾燥技術者研修修了者（合格者）（１名以上） 

④ 木材保存士（１名以上）ただし、防腐・防蟻処理を委託で行う場合は除く。 

 

３．試験・検査項目 

試験項目 性能区分 

１ 防腐・防蟻処理試験 

（防腐・防蟻処理ＡＱマーク品の集成材又は単板積層材を 

使用する場合はＡＱマークで確認） 

２種及び３種 

 

 

 

検査項目 性能区分 

１ 加工部材（加工部を除く）の欠点測定 

２ 加工部の欠点測定 

３ 加工部の加工精度測定 

４ 加工部の位置測定 

５ 含水率測定 

 



 

【新】 

４．試験・検査の方法及び判定基準 

試験項目 防腐・防蟻処理試験 

試験片の作製 

１．試料の数 

薬剤の種類ごとに、土台及びその他主要部材1種類について2本ずつ抽出す

る。（切断法による。） 

２．試料の採取 

各試料材の長さの中央付近から、試料材の厚さ及び幅が同寸法で5mm以上の

長さの試験片1個を作製する。 

３．吸収量試験試料の調整 

深さ10mm、幅5mm、長さ20mmの木片を細かく砕いて混ぜ合わせ1gを分析試

料とする。 

試験方法 別に定める防腐・防蟻試験の試験方法による。 

判定基準 
浸潤度：別に定める基準による。（別表１） 

吸収量：別に定める基準による。（別表２） 

備考 １．土台、その他所定の部材に適用する。 

 

別表１ 防腐・防蟻薬剤の浸潤度判定基準 

 樹種区分 浸潤度 

２種 全ての樹種 
辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

３種 

耐久性D1 
の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が20％以上 

耐久性D2 

の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

 

心材の耐久性区分 

心材の 

耐久性区分 

樹種 

針葉樹 広葉樹 

D1 

ヒノキ、ヒバ、スギ、カラマツ、ベイヒ、

ベイスギ、ベイヒバ、ベイマツ、ダフリ

カカラマツ及びサイプレスパイン 

ケヤキ、クリ、クヌギ、ミズナラ、カプ

ール、セランガンバツ、アピトン、ケン

パス、ボンゴシ、イペ及びジャラ 

D2 D1の樹種以外のもの 

 

別表２ 防腐・防蟻処理試験の吸収量判定基準 

種類 ＡＱ表示 分析成分 
吸収量（kg/m3） 

２種 ３種 

アゾール・非エステルピレスロ

イド化合物系 
AZE 

ｴﾄﾌｪﾝﾌ゚ ﾛｯｸｽとして 0.11以上 0.06以上 

ｼﾌ゚ ﾛｺﾅｿ゙ ﾙーとして 0.08以上 0.04以上 

第四級アンモニウム・ネオニコ

チノイド化合物系 
IAAC 

DDABCとして 2.5以上 － 

ｲﾐﾀ゙ ｸﾛﾌ゚ ﾘﾄ゙ として 0.0031以上 － 

 

検査項目 加工部材（加工部を除く。）の欠点測定 

部材の抽出 主要な部材３種類について、それぞれ５本抽出する。 

検査方法 別表に定める検査方法による。 

判定基準 各欠点が別表に定める数値以下であること。 

備考  

 

 

【旧】 

４．試験・検査の方法及び判定基準 

試験項目 防腐・防蟻処理試験 

試験片の作製 

１．試料の数 

薬剤の種類ごとに、土台及びその他主要部材1種類について2本ずつ抽出す

る。（切断法による。） 

２．試料の採取 

各試料材の長さの中央付近から、試料材の厚さ及び幅が同寸法で5mm以上の

長さの試験片1個を作製する。 

３．吸収量試験試料の調整 

深さ10mm、幅5mm、長さ20mmの木片を細かく砕いて混ぜ合わせ1gを分析試

料とする。 

試験方法 別に定める防腐・防蟻試験の試験方法による。 

判定基準 
浸潤度：別に定める基準による。（別表１） 

吸収量：別に定める基準による。（別表２） 

備考 １．土台、その他所定の部材に適用する。 

 

別表１ 防腐・防蟻薬剤の浸潤度判定基準 

 樹種区分 浸潤度 

２種 全ての樹種 
辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

３種 

耐久性D1 
の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が20％以上 

耐久性D2 

の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

 

心材の耐久性区分 

心材の 

耐久性区分 

樹種 

針葉樹 広葉樹 

D1 

ヒノキ、ヒバ、スギ、カラマツ、ベイヒ、

ベイスギ、ベイヒバ、ベイマツ、ダフリ

カカラマツ及びサイプレスパイン 

ケヤキ、クリ、クヌギ、ミズナラ、カプ

ール、セランガンバツ、アピトン、ケン

パス、ボンゴシ、イペ及びジャラ 

D2 D1の樹種以外のもの 

 

別表２ 防腐・防蟻処理試験の吸収量判定基準 

種類 ＡＱ表示 分析成分 
吸収量（kg/m3） 

２種 ３種 

アゾール・非エステルピレスロ

イド化合物系 
AZE 

ｴﾄﾌｪﾝﾌ゚ ﾛｯｸｽとして 0.11以上 0.06以上 

ｼﾌ゚ ﾛｺﾅｿ゙ ﾙーとして 0.08以上 0.04以上 

第四級アンモニウム・ネオニコ

チノイド化合物系 
TAAC 

DDACとして 2.5以上 1.3以上 

ﾁｱﾒﾄｷｻﾑとして 0.003以上 0.002以上 

 

検査項目 加工部材（加工部を除く。）の欠点測定 

部材の抽出 主要な部材３種類について、それぞれ５本抽出する。 

検査方法 別表に定める検査方法による。 

判定基準 各欠点が別表に定める数値以下であること。 

備考  

 



 

【新】 

別表 加工部材（加工部を除く）の欠点の測定方法及び判定基準 

区分 検査法方法 単位 判定基準 

土台、はり、けた等横架材 柱等垂直材 

木口の短辺が

36mm 未満の材

及び短辺が

36mm以上で、か

つ、木口の長辺

が90mm未満の

材 

木口の短辺が

36mm以上で、か

つ、木口の長辺

が90mm以上の

材 

節（かけ、

きず、穴を

含む） 

単独 全面 鋼製スケール

（長さ計をい

う。）又はノギス

で測定する。 

％ 40  40 

短辺の面  40  

長辺

の面 

材縁部  25  

中央部  40  

集中 全面 ％ 60  60 

短辺の面  60  

長辺

の面 

材縁部  40  

中央部  60  

丸身 同上  20 20 20 

曲がり 同上  軽微なこと。 0.5 0.5 

貫通割れ 木口 同上  長辺の寸法×

1.5 

長辺の寸法×

1.5 

長辺の寸法×1.5

材面 同上  材料の1/6 材長の1/6 材長の1/6 

目まわり 同上  短辺の寸法の

1/2 

短辺の寸法の

1/2 

短辺の寸法の1/2

繊維走行の傾斜 繊維走行測定器

で測定する。 

 8分の1 8分の1 8分の1 

腐れ 目視により測定

する。 

 ないこと。 ないこと。 ないこと。 

平均年輪幅 鋼製スケール又

はノギスで測定

する。 

mm 8 8 8 

その他の欠点 目視により測定

する。 

 顕著でないこ

と。 

顕著でないこ

と。 

顕著でないこと。 

 

 

 

【旧】 

別表 加工部材（加工部を除く）の欠点の測定方法及び判定基準 

区分 検査法方法 単位 判定基準 

土台、はり、けた等横架材 柱等垂直材 

木口の短辺が

36mm 未満の材

及び短辺が

36mm以上で、か

つ、木口の長辺

が90mm未満の

材 

木口の短辺が

36mm以上で、か

つ、木口の長辺

が90mm以上の

材 

節（かけ、

きず、穴を

含む） 

単独 全面 鋼製スケール

（長さ計をい

う。）又はノギス

で測定する。 

％ 40  40 

短辺の面  40  

長辺

の面 

材縁部  25  

中央部  40  

集中 全面 ％ 60  60 

短辺の面  60  

長辺

の面 

材縁部  40  

中央部  60  

丸身 同上  20 20 20 

曲がり 同上  軽微なこと。 0.5 0.5 

貫通割れ 木口 同上  長辺の寸法×

1.5 

長辺の寸法×

1.5 

長辺の寸法×1.5 

材面 同上  材料の1/6 材長の1/6 材長の1/6 

目まわり 同上  短辺の寸法の

1/2 

短辺の寸法の

1/2 

短辺の寸法の1/2 

繊維走行の傾斜 繊維走行測定器

で測定する。 

 8分の1 8分の1 8分の1 

腐れ 目視により測定

する。 

 ないこと。 ないこと。 ないこと。 

平均年輪幅 鋼製スケール又

はノギスで測定

する。 

mm 8 8 8 

その他の欠点 目視により測定

する。 

 顕著でないこ

と。 

顕著でないこ

と。 

顕著でないこと。 
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検査項目 加工部の欠点測定 

部材の抽出 主要な部材3種類について、それぞれ5本抽出する。 

検査方法 
節（かけ、きず、穴を含む。）は、鋼製スケール又はノギスにより測定し、腐れ及

び目切れその他の欠点は、目視により判定する。 

判定基準 

節 
柱、はり 径比20％以下 

その他 径比30％以下 

腐れ ないこと。 

目切れ 利用上支障のないこと。 

その他 利用上支障のないこと。 
 

備考 金物工法の場合は金物用の加工部による。 

 

検査項目 加工部の加工精度測定 

部材の抽出 継手、仕口を加工形状ごとに各5対抽出する。 

検査方法 各5対をそれぞれ接合し、その精度を測定する。 

判定基準 
継手、仕口の差し及び受けの加工形状は同一であり、かつ、両材が密着し、緩み

のないこと。機械の加工精度が許容値以下であること。 

備考 金物工法の場合は金物用の加工部による。 

 

検査項目 加工部の位置測定 

部材の抽出 主要な部材3種類について5本抽出する。 

検査方法 設計図書（工作図）の位置と加工部の位置とのずれを、鋼製スケールで測定する。 

判定基準 部材の基準端面からの測定長のずれが±1mm以下であること。 

備考 金物工法の場合は金物用の加工部による。 

 

検査項目 含水率測定 

部材の抽出 主要な部材3種類について5本抽出する。 

検査方法 

電気式水分計を用い、試験試料の各々の竿の異なる2材面（背割り面を除く。）の

両木口から、30cm以上離れた箇所及び中央部の計6箇所を測定し、その平均値を

求める（小数点以下1位を四捨五入する。）。 

判定基準 

下表の区分毎に基準数値以下であること。 

区分 基準 

仕上げ材 
ＳＤ１５と表示するもの 15％ 

ＳＤ２０と表示するもの 20％ 

未仕上げ材 

Ｄ１５と表示するもの 15％ 

Ｄ２０と表示するもの 20％ 

Ｄ２５と表示するもの 25％ 

ただし、上表にかかわらず、見えがかりの柱は全て20％以下であること。 

備考 
ただし、集成材又は単板積層材を用いる場合には、それぞれのJASに適合したも

のとして、JASマークにより確認する。 
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検査項目 加工部の欠点測定 

部材の抽出 主要な部材3種類について、それぞれ5本抽出する。 

検査方法 
節（かけ、きず、穴を含む。）は、鋼製スケール又はノギスにより測定し、腐れ及

び目切れその他の欠点は、目視により判定する。 

判定基準 

節 
柱、はり 径比20％以下 

その他 径比30％以下 

腐れ ないこと。 

目切れ 利用上支障のないこと。 

その他 利用上支障のないこと。 
 

備考 金物工法の場合は金物用の加工部による。 

 

検査項目 加工部の加工精度測定 

部材の抽出 継手、仕口を加工形状ごとに各5対抽出する。 

検査方法 各5対をそれぞれ接合し、その精度を測定する。 

判定基準 
継手、仕口の差し及び受けの加工形状は同一であり、かつ、両材が密着し、緩み

のないこと。機械の加工精度が許容値以下であること。 

備考 金物工法の場合は金物用の加工部による。 

 

検査項目 加工部の位置測定 

部材の抽出 主要な部材3種類について5本抽出する。 

検査方法 設計図書（工作図）の位置と加工部の位置とのずれを、鋼製スケールで測定する。 

判定基準 部材の基準端面からの測定長のずれが±1mm以下であること。 

備考 金物工法の場合は金物用の加工部による。 

 

検査項目 含水率測定 

部材の抽出 主要な部材3種類について5本抽出する。 

検査方法 

電気式水分計を用い、試験試料の各々の竿の異なる2材面（背割り面を除く。）の

両木口から、30cm以上離れた箇所及び中央部の計6箇所を測定し、その平均値を

求める（小数点以下1位を四捨五入する。）。 

判定基準 

下表の区分毎に基準数値以下であること。 

区分 基準 

仕上げ材 
ＳＤ１５と表示するもの 15％ 

ＳＤ２０と表示するもの 20％ 

未仕上げ材 

Ｄ１５と表示するもの 15％ 

Ｄ２０と表示するもの 20％ 

Ｄ２５と表示するもの 25％ 

ただし、上表にかかわらず、見えがかりの柱は全て20％以下であること。 

備考 
ただし、集成材又は単板積層材を用いる場合には、それぞれのJASに適合したも

のとして、JASマークにより確認する。 
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B-2 保存処理材－２ 

１．対象となる建材の範囲 

建築用製材に別途指定する薬剤を加圧処理法以外の方法により防腐・防蟻処理を施してある製品。 

 

指定薬剤 

種類 有効成分 ＡＱ表示 
保存協会 

認定番号 

アゾール・非エステルピレスロイド化合物

系 
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ、ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ AZE Ａ－5307 

第四級アンモニウム・ネオニコチノイド化

合物系 
DDABC、ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ IAAC Ａ－5435 

注：使用する薬剤は、公益社団法人日本木材保存協会の認定薬剤等に限る。 

 

２．対象となる建材を製造するために必要な技術者 

① 品質管理責任者、格付責任者又は格付担当者（１名以上） 

② 木材保存士（１名以上）ただし、防腐・防蟻処理を委託で行う場合は除く。 

 

３．試験・検査項目 

試験項目 性能区分 

１ 防腐・防蟻処理試験 １種、２種及び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 防腐・防蟻処理試験 

試験片の作製 

１．試料材の数 

1 荷口からそれぞれ試料を、下表の左欄に掲げる数に応じ、同表の右欄に掲

げる試料材を抽出する。（切断法による。） 

試験荷口の大きさ 試料数 

 

1,001以上 

2,001以上 

3,001以上 

1,000以下 

2,000以下 

3,000以下 

4,000以下 

2 

3 

4 

5 

２．試料の採取 

各試料材の長さの中央付近から、試料材の厚さ及び幅が同寸法で5mm以上の

長さの試験片を1個作製する。 

３．吸収量試験試料の調整 

深さ10mm、幅5mm、長さ20mmの木片を細かく砕いて混ぜ合わせ1gを分析試

料とする。 

試験方法 別に定める防腐・防蟻試験の試験方法による。 

判定基準 
浸潤度：別に定める基準による。（別表１） 

吸収量：別に定める基準による。（別表２） 

備考  
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B-2 保存処理材－２ 

１．対象となる建材の範囲 

建築用製材に別途指定する薬剤を加圧処理法以外の方法により防腐・防蟻処理を施してある製品。 

 

指定薬剤 

種類 有効成分 ＡＱ表示 
保存協会 

認定番号 

アゾール・非エステルピレスロイド化合物

系 
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ、ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ AZE Ａ－5307 

第四級アンモニウム・ネオニコチノイド化

合物系 
DDAC、ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ TAAC Ａ－5419 

注：使用する薬剤は、公益社団法人日本木材保存協会の認定薬剤等に限る。 

 

２．対象となる建材を製造するために必要な技術者 

① 品質管理責任者、格付責任者又は格付担当者（１名以上） 

② 木材保存士（１名以上）ただし、防腐・防蟻処理を委託で行う場合は除く。 

 

３．試験・検査項目 

試験項目 性能区分 

１ 防腐・防蟻処理試験 １種、２種及び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 防腐・防蟻処理試験 

試験片の作製 

１．試料材の数 

1 荷口からそれぞれ試料を、下表の左欄に掲げる数に応じ、同表の右欄に掲

げる試料材を抽出する。（切断法による。） 

試験荷口の大きさ 試料数 

 

1,001以上 

2,001以上 

3,001以上 

1,000以下 

2,000以下 

3,000以下 

4,000以下 

2 

3 

4 

5 

２．試料の採取 

各試料材の長さの中央付近から、試料材の厚さ及び幅が同寸法で5mm以上の

長さの試験片を1個作製する。 

３．吸収量試験試料の調整 

深さ10mm、幅5mm、長さ20mmの木片を細かく砕いて混ぜ合わせ1gを分析試

料とする。 

試験方法 別に定める防腐・防蟻試験の試験方法による。 

判定基準 
浸潤度：別に定める基準による。（別表１） 

吸収量：別に定める基準による。（別表２） 

備考  
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別表１ 防腐・防蟻薬剤の浸潤度判定基準 

 樹種区分 浸潤度 

１種 

耐久性D1 
の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

耐久性D2 

の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ15mm（厚さが90mmを

超える製材については20mm）までの心材部分の浸潤度が80％以上 

２種 全ての樹種 
辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

３種 

耐久性D1 
の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が20％以上 

耐久性D2 

の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

 

心材の耐久性区分 

心材の 

耐久性区分 

樹種 

針葉樹 広葉樹 

D1 

ヒノキ、ヒバ、スギ、カラマツ、ベイヒ、

ベイスギ、ベイヒバ、ベイマツ、ダフリ

カカラマツ及びサイプレスパイン 

ケヤキ、クリ、クヌギ、ミズナラ、カプ

ール、セランガンバツ、アピトン、ケン

パス、ボンゴシ、イペ及びジャラ 

D2 D1の樹種以外のもの 

 

別表２ 防腐・防蟻処理試験の吸収量判定基準 

種類 
ＡＱ表

示 
分析成分 

吸収量（kg/m3） 

１種 ２種 ３種 

アゾール・非エステ

ルピレスロイド化合

物系 

AZE 
ｴﾄﾌｪﾝﾌ゚ ﾛｯｸｽとして － 0.11以上 0.06以上 

ｼﾌ゚ ﾛｺﾅｿ゙ ﾙーとして － 0.08以上 0.04以上 

第四級アンモニウ

ム・ネオニコチノイ

ド化合物系 

IAAC 
DDABCとして 5.0以上 2.5以上 － 

ｲﾐﾀ゙ ｸﾛﾌ゚ ﾘﾄ゙ として 0.0062以上 0.0031以上 － 

 

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 厚さ、幅及び長さを鋼製スケール又はノギスで測定する。 

判定基準 目視等級区分構造用製材のJASに定める寸法の基準による。 

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17年10月12日農林

省告示第1550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 
製材についての検査方法（第１種検査方法）による。(平成17年10月12日農林

省告示第1550号) 

備考  
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別表１ 防腐・防蟻薬剤の浸潤度判定基準 

 樹種区分 浸潤度 

１種 

耐久性D1 
の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

耐久性D2 

の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ15mm（厚さが90mmを

超える製材については20mm）までの心材部分の浸潤度が80％以上 

２種 全ての樹種 
辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

３種 

耐久性D1 
の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が20％以上 

耐久性D2 

の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

 

心材の耐久性区分 

心材の 

耐久性区分 

樹種 

針葉樹 広葉樹 

D1 

ヒノキ、ヒバ、スギ、カラマツ、ベイヒ、

ベイスギ、ベイヒバ、ベイマツ、ダフリ

カカラマツ及びサイプレスパイン 

ケヤキ、クリ、クヌギ、ミズナラ、カプ

ール、セランガンバツ、アピトン、ケン

パス、ボンゴシ、イペ及びジャラ 

D2 D1の樹種以外のもの 

 

別表２ 防腐・防蟻処理試験の吸収量判定基準 

種類 ＡＱ表示 分析成分 
吸収量（kg/m3） 

１種 ２種 ３種 

アゾール・非エステ

ルピレスロイド化合

物系 

AZE 
ｴﾄﾌｪﾝﾌ゚ ﾛｯｸｽとして － 0.11以上 0.06以上 

ｼﾌ゚ ﾛｺﾅｿ゙ ﾙーとして － 0.08以上 0.04以上 

第四級アンモニウ

ム・ネオニコチノイ

ド化合物系 

TAAC 
DDACとして 5.0以上 2.5以上 1.3以上 

ﾁｱﾒﾄｷｻﾑとして 0.006以上 0.003以上 0.002以上 

 

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 厚さ、幅及び長さを鋼製スケール又はノギスで測定する。 

判定基準 目視等級区分構造用製材のJASに定める寸法の基準による。 

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17年10月12日農林

省告示第1550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 
製材についての検査方法（第１種検査方法）による。(平成17年10月12日農林

省告示第1550号) 

備考  
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C-4 防腐・防蟻処理構造用集成材－４ 

１．対象となる建材の範囲 

構造用集成材（完成品）に、別途指定する薬剤を加圧処理法以外の方法により防腐・防蟻処理を施した製

品。使用する構造用集成材は、JAS認定品に限る。 

 

指定薬剤 

種類 有効成分 ＡＱ表示 
保存協会 

認定番号 

アゾール・非エステルピレスロイド化合物

系 
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ、ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ AZE Ａ－5307 

第四級アンモニウム・ネオニコチノイド化

合物系 
DDABC、ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ IAAC Ａ－5435 

注：使用する薬剤は、公益社団法人日本木材保存協会の認定薬剤等に限る。 

 

２．対象となる建材を製造するために必要な技術者 

① 品質管理責任者、格付責任者又は格付担当者（１名以上） 

② 木材乾燥士又は針葉樹製材乾燥技術者研修修了者（合格者）（１名以上） 

③ 木材保存士（１名以上）ただし、防腐・防蟻処理を委託で行う場合は除く。 

④ 木材接着士（１名以上）ただし、認証取得者が集成材の製造を行わない場合はこの限りではない。また、

木材接着士がやむを得ず不在の場合にあっては、定期的（１回／月）に木材接着士の資格をもつ接着剤製

造業者の指導を受けること。 

 

３．試験・検査項目 

試験項目 性能区分 

１ 防腐・防蟻処理試験 

２ 浸せきはく離試験（３と対で行う） 

３ 煮沸はく離試験（２と対で行う） 

４ 減圧加圧はく離試験（２及び３との択一） 

５ ブロックせん断試験 

６ 曲げ試験 

７ 含水率試験 

２種及び３種 

 

 

 

 

 

 

 

検査項目 性能区分 

１ 寸法測定  

 

 

【旧】 

C-4 防腐・防蟻処理構造用集成材－４ 

１．対象となる建材の範囲 

構造用集成材（完成品）に、別途指定する薬剤を加圧処理法以外の方法により防腐・防蟻処理を施した製

品。使用する構造用集成材は、JAS認定品に限る。 

 

指定薬剤 

種類 有効成分 ＡＱ表示 
保存協会 

認定番号 

アゾール・非エステルピレスロイド化合物

系 
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ、ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ AZE Ａ－5307 

第四級アンモニウム・ネオニコチノイド化

合物系 
DDAC、ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ TAAC Ａ－5419 

注：使用する薬剤は、公益社団法人日本木材保存協会の認定薬剤等に限る。 

 

２．対象となる建材を製造するために必要な技術者 

① 品質管理責任者、格付責任者又は格付担当者（１名以上） 

② 木材乾燥士又は針葉樹製材乾燥技術者研修修了者（合格者）（１名以上） 

③ 木材保存士（１名以上）ただし、防腐・防蟻処理を委託で行う場合は除く。 

④ 木材接着士（１名以上）ただし、認証取得者が集成材の製造を行わない場合はこの限りではない。また、

木材接着士がやむを得ず不在の場合にあっては、定期的（１回／月）に木材接着士の資格をもつ接着剤製

造業者の指導を受けること。 

 

３．試験・検査項目 

試験項目 性能区分 

１ 防腐・防蟻処理試験 

２ 浸せきはく離試験（３と対で行う） 

３ 煮沸はく離試験（２と対で行う） 

４ 減圧加圧はく離試験（２及び３との択一） 

５ ブロックせん断試験 

６ 曲げ試験 

７ 含水率試験 

２種及び３種 

 

 

 

 

 

 

 

検査項目 性能区分 

１ 寸法測定  

 



 

【新】 

４．試験・検査の方法及び判定基準 

試験項目 防腐・防蟻処理試験 

試験片の作製 

1 荷口から下表の左欄に掲げる防腐・防蟻処理を施した構造用集成材の本数に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる本数の試料材を任意に抽出する。 

試験片は、各試料材の長さの中央付近において、試料材厚さ及び幅をそのままと

し、長さ5cm以上の試験片を1片ずつ作製する。 

試験荷口の大きさ 試料数 

 

1,001以上 

2,001以上 

3,001以上 

1,000以下 

2,000以下 

3,000以下 

4,000以下 

2 

3 

4 

5 
 

試験方法 別に定める防腐・防蟻試験の試験方法による。 

判定基準 

１．浸潤度 

別に定める基準による（別表１）。 

２． 吸収量 

別に定める基準による（別表２）。 

備考  

 

別表１ 防腐・防蟻薬剤の浸潤度判定基準 

種別 樹種区分 浸潤度 

２種 全ての樹種 
辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

３種 

耐久性D1 
の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が20％以上 

耐久性D2 

の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

 

心材の耐久性区分 

心材の 

耐久性区分 

樹種 

針葉樹 広葉樹 

D1 

ヒノキ、ヒバ、スギ、カラマツ、ベイヒ、

ベイスギ、ベイヒバ、ベイマツ、ダフリ

カカラマツ及びサイプレスパイン 

ケヤキ、クリ、クヌギ、ミズナラ、カプ

ール、セランガンバツ、アピトン、ケン

パス、ボンゴシ、イペ及びジャラ 

D2 D1の樹種以外のもの 

 

別表２ 防腐・防蟻処理試験の吸収量判定基準 

種類 ＡＱ表示 分析成分 
吸収量（kg/m3） 

２種 ３種 

アゾール・非エステルピレスロ

イド化合物系 
AZE 

ｴﾄﾌｪﾝﾌ゚ ﾛｯｸｽとして 0.11以上 0.06以上 

ｼﾌ゚ ﾛｺﾅｿ゙ ﾙーとして 0.08以上 0.04以上 

第四級アンモニウム・ネオニコ

チノイド化合物系 
IAAC 

DDABCとして 2.5以上 － 

ｲﾐﾀ゙ ｸﾛﾌ゚ ﾘﾄ゙ として 0.0031以上 － 

 

 

 

【旧】 

４．試験・検査の方法及び判定基準 

試験項目 防腐・防蟻処理試験 

試験片の作製 

1 荷口から下表の左欄に掲げる防腐・防蟻処理を施した構造用集成材の本数に応

じ、それぞれ同表の右欄に掲げる本数の試料材を任意に抽出する。 

試験片は、各試料材の長さの中央付近において、試料材厚さ及び幅をそのままと

し、長さ5cm以上の試験片を1片ずつ作製する。 

試験荷口の大きさ 試料数 

 

1,001以上 

2,001以上 

3,001以上 

1,000以下 

2,000以下 

3,000以下 

4,000以下 

2 

3 

4 

5 
 

試験方法 別に定める防腐・防蟻試験の試験方法による。 

判定基準 

１．浸潤度 

別に定める基準による（別表１）。 

３． 吸収量 

別に定める基準による（別表２）。 

備考  

 

別表１ 防腐・防蟻薬剤の浸潤度判定基準 

種別 樹種区分 浸潤度 

２種 全ての樹種 
辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

３種 

耐久性D1 
の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が20％以上 

耐久性D2 

の樹種 

辺材部分の浸潤度が80％以上、かつ、材面から深さ10mmまでの心材部分

の浸潤度が80％以上 

 

心材の耐久性区分 

心材の 

耐久性区分 

樹種 

針葉樹 広葉樹 

D1 

ヒノキ、ヒバ、スギ、カラマツ、ベイヒ、

ベイスギ、ベイヒバ、ベイマツ、ダフリ

カカラマツ及びサイプレスパイン 

ケヤキ、クリ、クヌギ、ミズナラ、カプ

ール、セランガンバツ、アピトン、ケン

パス、ボンゴシ、イペ及びジャラ 

D2 D1の樹種以外のもの 

 

別表２ 防腐・防蟻処理試験の吸収量判定基準 

種類 ＡＱ表示 分析成分 
吸収量（kg/m3） 

２種 ３種 

アゾール・非エステルピレスロ

イド化合物系 
AZE 

ｴﾄﾌｪﾝﾌ゚ ﾛｯｸｽとして 0.11以上 0.06以上 

ｼﾌ゚ ﾛｺﾅｿ゙ ﾙーとして 0.08以上 0.04以上 

第四級アンモニウム・ネオニコ

チノイド化合物系 
TAAC 

DDACとして 2.5以上 1.3以上 

ﾁｱﾒﾄｷｻﾑとして 0.003以上 0.002以上 

 



 

【新】 

試験項目 浸せきはく離試験 

試験片の作製 集成材のJAS（構造用集成材）に定める浸せきはく離試験の試験片の作製による。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定める浸せきはく離試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める接着の程度の基準による。 

備考 
煮沸はく離試験と対で行う。 

試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 

 

試験項目 煮沸はく離試験 

試験片の作製 集成材のJAS（構造用集成材）に定める煮沸はく離試験の試験片の作製による。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定める煮沸はく離試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める接着の程度の基準による。 

備考 
浸せきはく離試験と対で行う。 

試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 

 

試験項目 減圧加圧はく離試験 

試験片の作製 
集成材の JAS（構造用集成材）に定める減圧加圧はく離試験の試験片の作製によ

る。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定める減圧加圧はく離試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める接着の程度の基準による。 

備考 
浸せきはく離試験及び煮沸はく離試験との択一で行う。 

試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 

 

試験項目 ブロックせん断試験 

試験片の作製 
集成材の JAS（構造用集成材）に定めるブロックせん断試験の試験片の作製によ

る。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定めるブロックせん断試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める接着の程度の基準による。 

備考 試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 

 

試験項目 曲げ試験 

試験片の作製 集成材のJAS（構造用集成材）に定める曲げ試験の試験片の作製による。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定める曲げ試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める曲げ性能の基準による。 

備考 試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 

 

試験項目 含水率試験 

試験片の作製 集成材のJAS（構造用集成材）に定める含水率試験の試験片の作製による。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定める含水率試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める含水率の基準による。 

備考 試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 

 

【旧】 

試験項目 浸せきはく離試験 

試験片の作製 集成材のJAS（構造用集成材）に定める浸せきはく離試験の試験片の作製による。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定める浸せきはく離試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める接着の程度の基準による。 

備考 
煮沸はく離試験と対で行う。 

試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 

 

試験項目 煮沸はく離試験 

試験片の作製 集成材のJAS（構造用集成材）に定める煮沸はく離試験の試験片の作製による。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定める煮沸はく離試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める接着の程度の基準による。 

備考 
浸せきはく離試験と対で行う。 

試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 

 

試験項目 減圧加圧はく離試験 

試験片の作製 
集成材の JAS（構造用集成材）に定める減圧加圧はく離試験の試験片の作製によ

る。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定める減圧加圧はく離試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める接着の程度の基準による。 

備考 
浸せきはく離試験及び煮沸はく離試験との択一で行う。 

試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 

 

試験項目 ブロックせん断試験 

試験片の作製 
集成材の JAS（構造用集成材）に定めるブロックせん断試験の試験片の作製によ

る。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定めるブロックせん断試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める接着の程度の基準による。 

備考 試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 

 

試験項目 曲げ試験 

試験片の作製 集成材のJAS（構造用集成材）に定める曲げ試験の試験片の作製による。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定める曲げ試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める曲げ性能の基準による。 

備考 試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 

 

試験項目 含水率試験 

試験片の作製 集成材のJAS（構造用集成材）に定める含水率試験の試験片の作製による。 

検査方法 集成材のJAS（構造用集成材）に定める含水率試験の試験方法による。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める含水率の基準による。 

備考 試料材の本数は、防腐・防蟻処理試験の例による。 



 

【新】 

 

検査項目 寸法測定 

試料の抽出 

1 荷口から下表の左欄に掲げる構造用集成材の本数に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる本数の試料材を任意に抽出する。 

試験荷口の大きさ 試料数 

 

1,001以上 

2,001以上 

3,001以上 

1,000以下 

2,000以下 

3,000以下 

4,000以下 

2 

3 

4 

5 
 

検査方法 

鋼製巻尺、ノギスにより測定する。 

短辺及び長辺：材長のおおむね中央部を１箇所を測定する。 

材長：短辺又は長辺の中央部付近の長さ方向を１箇所測定する。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める寸法の基準による。 

備考  

 

 

 

【旧】 

 

検査項目 寸法測定 

試料の抽出 

1 荷口から下表の左欄に掲げる構造用集成材の本数に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる本数の試料材を任意に抽出する。 

試験荷口の大きさ 試料数 

 

1,001以上 

2,001以上 

3,001以上 

1,000以下 

2,000以下 

3,000以下 

4,000以下 

2 

3 

4 

5 
 

検査方法 

鋼製巻尺、ノギスにより測定する。 

短辺及び長辺：材長のおおむね中央部を１箇所を測定する。 

材長：短辺又は長辺の中央部付近の長さ方向を１箇所測定する。 

判定基準 集成材のJAS（構造用集成材）に定める寸法の基準による。 

備考  

 



 

【新】 

IAACの防腐・防蟻処理試験方法 

1. 薬剤浸潤度の測定 

試験片は、各試験材の長さの中央部付近において、当該試験材の厚さ及び幅の状態により、5mm 以上の長さ

の試験片を1 枚ずつ採取する。 

試験片の切断面を次に定める方法により呈色させる。使用する薬品（試薬）について日本工業規格が定めら

れている場合には、当該日本工業規格によるものとする。 

酢酸 18 g に水を加えて100 mL とした溶液を塗布し、又は噴霧して約3 分間放置した後、ブロムフェノー

ルブルー 0.2 g をアセトンに溶解して100 mL とした溶液を塗布し、又は噴霧する。約5 分後に青色に呈色し

た部分を薬剤浸潤部、黄色部分を未浸潤部とする。 

薬剤の浸潤度は、次式により求める。 

 

辺材部分の浸潤度（%）＝ 
試験片の辺材部分の呈色面積（mm2）

× 100 
試験片の辺材部分の面積（mm2） 

 

試験片の材の表面から深さd（mm） 

までの心材部分の浸潤度（%） 
＝ 

試験材の表面から深さd（mm）まで

の心材部分の呈色面積（mm2） 
× 100 

試験片の材の表面から深さd（mm） 

までの心材部分の面積（mm2） 

 

２．吸収量の分析 

(1) 処理材からの試料採取 

各試験材から１．薬剤浸潤度の測定と同様に採取する。製材の試験片は、下図Ａを参考にして、4 箇所から

深さ10 mm、幅15 mm、長さ20 mm の木片を採取する。同一の荷口から採取された当該木片を全て合わせて、こ

れを細かく砕いてDDABC 分析用に約1 g、イミダクロプリド分析用に約3 g を気乾質量として1 mg の桁まで測

定し試料とする。 

なお、下図Ｂに示す各辺の中央部の範囲に直径10 mm の木工用ドリルを用いて深さ10 mmまで各面から4 箇

所（計16 箇所）を切削し、その切削片を同様に調製したものを試料とすることができる。 

 

集成材から試験片を採取する場合、優良木質建材等の品質性能試験に係る防腐・防蟻処理試験の試験方法（別

冊、平成12 年6 月、(財)日本住宅・木材技術センター）に準じて採取する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 

（注）各辺の中央部から採取すること。 

 

図Ａ 試料採取部位        図Ｂ 試料採取部位 
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(2) 密度、含水率の測定 

密度測定用の試験片は吸収量試験用の試験片と隣合わせた位置より採取する。採取した密度測定用の試験片

寸法をノギスを用いて、0.01 mm の桁まで測定し気乾体積を求める。気乾質量を1 mg の桁まで測定した同試験

片を105℃の恒温器に恒量になるまで放置し、その全乾質量を1 mg の桁まで測定する。試験片の密度及び含水

率は下式により求める。 

 

試験片の密度（g/cm3）＝ 
W0 

 
V 

 

試験片の含水率（%）＝ 
W－ W0 

× 100 
W0 

 

V ：採取した試験片の気乾体積（cm3） 

W0：採取した試験片の全乾質量（g） 

W ：試験片採取時の気乾質量（g） 

 

(3) ジデシルジメチルアンモニウムバイカーボネート／カーボネート(DDABC)の分析 

DDABC の分析方法については、オレンジII 吸光光度法又はHPLC-ELSD 法の2 方法のどちらかを選択して実

施する。 

 

HPLC-ELSD 法 

1) 試験溶液の調製 

試料約1 g（木粉）を球管冷却器付き300 mL の平底フラスコに正確にはかりとり、塩酸－メタノール混液

50 mL を加えて湯浴上（70℃）で3 時間煮沸する。放冷した後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約

30 mL のメタノールで洗浄する。ろ液を100 mL の全量フラスコに移し、メタノールで定容する。定容した

抽出液を20 mL のナスフラスコにホールピペットを用いて10 mL 分取して減圧乾固する。ナスフラスコの壁

面をF)に記載した移動相で洗浄し、洗液を5 mL の全量フラスコに移し、さらに移動相で定容して、これを

試験溶液とする。 

2) 試薬の調製 

A) DDABC 標準溶液 

DDABC（原体メーカーから提供される濃度既知の標準品）約0.1 g を0.1 mg の桁まで正確にはかりとり、

F)に記載した移動相に溶解し、200 mL の全量フラスコに定容する。 

B) 塩酸－メタノール混液 

塩酸（35%）3 mL にメタノールを加えて100 mL とする。 

C) 蒸留水 

高速液体クロマトグラフ用、あるいはそれに準ずる製品を用いる。 

D) メタノール 

試薬特級を用いる。 

E) トリフルオロ酢酸 

高速液体クロマトグラフ用を用いる。 

F) 移動相 

メタノール、蒸留水及びトリフルオロ酢酸を80：20：0.1（V／V）の比率で混合する。 

3) 検量線の作成 

DDABC 標準溶液を、F)に記載した移動相を用いて段階的に50～250 μg/mL になるよう調製する（だたし、

試験溶液の濃度が検量線から外れる場合には、検量線の濃度を調製することができる。）。HPLC 専用フィ

ルタでろ過したものをHPLC に注入し、蒸発光散乱検出器（Evaporative Light Scattering Detector。以下

「ELSD」。）で表6.3 に示した条件で測定する。ELSD で検出したDDABC のピーク面積の対数を縦軸、標準 
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溶液濃度の対数を横軸にとり、検量線を作成する。 

4) 定量方法 

試験溶液をHPLC 専用フィルタでろ過し、次の表6.3 に示した条件によりHPLC で分析する。得られたピー

ク面積から、予め作成した検量線によりDDABC の濃度を求める。 

 

表１  DDABC のHPLC-ELSD 分析条件 

項 目 条 件 

カラム STR ODS‐Ⅱ（I.D 4.6 mm×L 150 mm、粒子径 5μm）（信和化工㈱） 

移動相 前述2)のF) による 

移動相流速 0.8 mL/min 

カラム温度 40℃ 

検出 蒸発光散乱検出器（ELSD） 

アシストガス 窒素ガス（350 kPa） 

スプレーチャンバー温度 30℃ 

ドリフトチャンバー温度 40℃ 

注入量 10 μL 

 

5) 吸収量の計算方法 

4)により求めた値から次の式により吸収量を求める。 

 

薬剤含有率（%）＝ 
P × 100（mL） 

× 100 
W ×（100／100＋含水率） 

 

吸収量（kg/m3） ＝ 薬剤含有率 × D × 10 

 

P ：検量線から求めたDDABC の濃度（mg/mL） 

W ：試験片採取時の気乾質量（g） 

D ：試験片の密度（g/cm3） 

 

オレンジII 法 

1)  試験溶液の調製 

試料約1 g（木粉）を球管冷却器付き300 mL の平底フラスコに正確にはかりとり、塩酸－メタノール混

液50 mL を加えて湯浴上（70℃）で3 時間煮沸する。放冷した後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉

を約30 mL のメタノールで洗浄する。ろ液を100 mL の全量フラスコに移し、メタノールで定容し、これ

を試験溶液とする。 

2) 試薬の調製 

A) DDABC 標準溶液 

DDABC（原体メーカーから提供される濃度既知の標準品）約0.1 g を正確にはかりとり、水に溶解し、

1000 mL の全量フラスコに定容する。 

B) オレンジII 溶液 

オレンジII（p-β-ナフトール･アゾベンゼンスルフォン酸）0.1 g を水に溶解して100 mLとする。 

C) 1M 水酸化ナトリウム溶液 

水酸化ナトリウム4 g を水に溶解して100 mL とする。 

D) pH3.5 緩衝液 

0.1M 酢酸水溶液及び0.1M 酢酸ナトリウム水溶液を16：1（v/v）の比率で混合する。 
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E) 塩酸－メタノール混液 

塩酸（35%）3 mL にメタノールを加えて100 mL とする。 

F) 蒸留水 

高速液体クロマトグラフ用、あるいはそれに準ずる製品を用いる。 

G) メタノール 

試薬特級を用いる。 

3) 検量線の作成 

DDABC 標準溶液を0～4 mL を段階的にビーカーにはかりとり、それぞれについて塩酸－メタノール混液2 

mL を加えた後、水を加えて約40 mL とし、1M 水酸化ナトリウム水溶液数滴を加えて、万能pH 試験紙によ

るpH を約3.5 とする。これらの検量線用標準溶液を予めpH3.5緩衝液10 mL、オレンジII 溶液3 mL、塩化ナ

トリウム5 g 及びクロロホルム20 mL を入れた100 mL の分液ロートにそれぞれ加える。約5 分振とうした

後、約30 分間静置してクロロホルム層と水層との分離を待った後、クロロホルム層の一部を採り、少量の

無水硫酸ナトリウムを加えて脱水し、波長485 nm における吸光度を測定して検量線を作成する。 

4) 定量方法 

調製した試験溶液のうちから、DDABC として0.4 mg 以下を含む量を正確にはかりとり、100 mL のビーカ

ーに入れ、水を加えて約40 mL とした後、1M 水酸化ナトリウム水溶液数滴を加えて、万能pH 試験紙による

pH を約3.5 とする。これを予めpH3.5 緩衝液10 mL、オレンジII 溶液3 mL、塩化ナトリウム5 g 及びクロ

ロホルム20 mL を入れた100 mL の分液ロートにそれぞれ加える。約5 分振とうした後、約30 分間静置して

クロロホルム層と水層との分離を待った後、クロロホルム層の一部を採り、少量の無水硫酸ナトリウムを加

えて脱水し、波長485 nm における吸光度を測定して検量線からDDABC の濃度を求める。 

5) 吸収量の計算方法 

4)により求めた値から次の式により吸収量を求める。 

 

薬剤含有率（%）＝ 
P × 100（mL） 

× 100 
W ×（100／100＋含水率） 

 

吸収量（kg/m3） ＝ 薬剤含有率 × D × 10 

 

P ：検量線から求めたDDABC の濃度（mg/mL） 

W ：試験片採取時の気乾質量（g） 

D ：試験片の密度（g/cm3） 

 

(4) イミダクロプリドの分析 

1) 試験溶液の調製 

試料約3 g を100 mL のガラス製スクリュー管ビンに正確にはかりとり、ジクロロメタンを30 mL 加えて

密閉し、超音波による抽出（水温は40℃以下とする。）を3 時間行う。抽出液の入ったガラス製スクリュー

管ビンを室温まで冷ました後、約40～50 mL のジクロロメタンで回収、ろ過して50℃以下で減圧乾固する。

これを少量のジクロロメタンで溶解した後、5 mLのメスフラスコに移してジクロロメタンで定容し、固相抽

出用カラムInertsep Si（GL サイエンス社製）1 g / 6 mL をアセトン6 mL とアセトン－ヘキサン溶液（30：

70）6 mL の順番でコンディショニングしたカラムに1 mL をロードする。次に、アセトン－ヘキサン溶液（30：

70）15 mL を加えて洗浄し、アセトン－ヘキサン溶液（40：60）10 mL で溶出させ回収する。回収した溶出

液を減圧乾固し、アセトニトリル－水溶液（20：80）1 mL に溶解し、試験溶液とする。なお、固相抽出の

全工程は自然落下で行うこととする。 

2) 試薬の調製 

A) イミダクロプリド標準溶液 

イミダクロプリド標準品（等級：残留農薬試験用の標準品、純度：98.0＋%）約10 mg を0.1 mg の桁ま

ではかりとり、C)に記載した移動相1 に溶解して100 mL の全量フラスコで定容する。 
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B) アセトニトリル及び蒸留水 

高速液体クロマトグラフ用を用いる。 

C) 移動相 

移動相1： アセトニトリルと蒸留水を体積分率2：8 の割合で混合する。 

移動相2： アセトニトリルと蒸留水を体積分率9：1 の割合で混合する。 

3) 検量線の作成 

イミダクロプリド標準溶液を、C)に記載した移動相1 を用いて段階的に1～10 μg/mL になるように調製

する。HPLC 専用フィルタでろ過してHPLC で測定し、検量線を作成する。 

4) 定量方法 

試験溶液をHPLC 専用フィルタでろ過し、表6.4 及び表6.5 に示した条件によりHPLC で分析する。得られ

たピーク面積から、予め作成した検量線によりイミダクロプリドの濃度を求 

める。 

表２ イミダクロプリドのHPLC 分析条件 

項 目 条 件 

カラム Inertsil ODS 4 (I.D. 4.6 mm×L 150 mm、粒子径 5μm）（㈱GL サイエンス） 

移動相 上記2)のC) 及び表３による 

移動相流速 表３ による 

カラム温度 40℃ 

測定波長 275 nm 

注入量 10 μL 

 

表３ 移動相のタイムプログラム 

 

Time（min.） 

移動相と流速 

移動相1※ 移動相2※ 

0～17.5 0.6 mL/min.  ― 

17.5～21.5 ― 1.5 mL/min. 

21.5～25.0 1.5 mL/min. ― 

25.0～26.0 0.6 mL/min.  ― 

※ 移動相1：アセトニトリル：蒸留水＝2：8 移動相2：アセトニトリル：蒸留水＝9：1 

 

5) 吸収量の計算方法 

4)により求めた値から次の式により吸収量を求める。 

 

薬剤含有率（%）＝ 
P × 100（mL） 

× 100 
W ×（100／100＋含水率） 

 

吸収量（kg/m3） ＝ 薬剤含有率 × D × 10 

 

P ：検量線から求めたDDABC の濃度（mg/mL） 

W ：試験片採取時の気乾質量（g） 

D ：試験片の密度（g/cm3） 
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