
メィプルフローリングのQWEBガイ
ドライン

シュガーメィプル（ハードメィプル）の名前は、春に収穫
し煮詰めるとメィプルシロップになる樹液に由来します。
しかし、このとても美味しい作用に加え、この目的のため
に使用されないメィプルは、無類の硬さと非常に美しい色
の高品質の木材を産出します。

QWEBは、メィプル材の非常に優れた評価に注目して頂
くため、体育館向けメィプルフローリング材のガイドライ
ンを作成することにしました。

カナダには体育館向けフローリング材を監視する組織があ
りません。ですので、このガイドラインが、ケベックのメ
ーカーから供給される製品の品質を保証する最適の手段と
なります。

適用範囲
このガイドラインは供給された製品としてのフローリング
材にのみ適用されます。施工についてはこのガイドライン
でカバーされません。

フローリング材は、工場からの出荷時において良好な状
態であると確認されています。従って、もし輸送中や保
管中、施工時、仕上げ時にダメージを受けても、このガイ
ドラインは適用されません。

さらに、フローリング材の下の緩衝材システムは、このガ
イドラインによってカバーされません。

信頼性
サプライヤーがQWEBのガイドラインに適った体育館向
けメィプルフローリングを提供していることを確認するに
は、フローリングメーカーがQWEBのメンバーであり、最
新のコンプライアンス証明書を持っているかどうかを確認
すれば良いでしょう。

体育館向けフローリングガイドラインに適合するために
は、QWEBの優良メンバーになり、1年に1度QWEBが選
ぶ第三者によって実施される品質監査を受けることが義務
付けられています。

さらに、認証されるためには、フローリングに使用される
木材は、メィプル材(Acer saccharum Marsh)でなければなり
ません。

認証
このガイドラインを充たす品質のメィプルフローリング材
を提供するメンバーは、FSC認証を受けた木材を提供でき
るメーカーでなければなりません。FSC（Forest Steward ship
Council、森林管理協議会）の認証を証明するため、メン
バーは必要な書類を提供することができます。



強度特性
北方地域、例えばケベック州で育つメィプル材は、ゆっく
り成長するので、密度が高く強くなります。添付のチャー
トで、北米のスタンダードに従ったメィプル材の特徴とEU
の基準によってヨーロッパで行なわれた最近のテストをご
確認頂けます。

外観
シュガーメィプル（ハードメィプル）の名前でも知られて
いるメィプル材は、素晴らしい色を持っています。辺材は
赤茶色気味の色合いを持つ象牙色で、心材は灰色がかった
茶色から濃い褐色です。木目は細かく整い、均一です。

環境
カナダ全国同様、ケベック州から供給される木材に違法処
理等のものは殆どありません。その結果、木材はEU木材規
制（EUTR）とレイシー法の両方を順守しているので、違
法なことに関与している等と心配する必要も無くご使用頂
けます。さらに、この基準を満たすメンバーはFCS認証を
受けています。

またケベック州の木材は、持続的生産の原則の下、伐採さ
れています。そのため、森林は持続可能です。木材を永久
に得られるよう、ケベック州には森林を保護するこのよう
な法律がたくさんあります。ケベック州の森林は過伐され
ません。

さらに別記表にある通り、メィプル材は揮発性有機化合物
（VOC）をほんのわずかしか発散しません。発散される
VOCも人間の健康に影響のないことが日本の独立行政法人
森林総合研究所によって証明されています。

色
メィプル材には様々な色があります。普通はブラウンと
ホワイトが上手く組み合わされたものです。しかし、例
外的にホワイトのみのボードが混入している可能性はあ
ります。

ケベック州で生産されるフローリング材は、細やかな木目
と淡い調和のとれた色によって、他の産地のものよりも際
立っています。

木材の特徴
色の違いが木材そのものの質、構造強度、硬度に影響をも
たらすものではありません。色のバリエーションは、その
集合体の味が出るという捉え方が良いでしょう。これは北
方で生育する堅いメィプルの特徴でもあります。

時間を掛けて成長するがゆえに、灰色がかった色の濃い部
分が出て来たりします。時にはそのメィプルの生育環境を
示すポイントとなることもあります。ただその色だけで判
断するのは少々早計で、年輪、色の分布など総合的にみて
良いメィプルを判断して下さい。年輪が細かい程ゆっくり
時間を掛けて育った、ということをお分かりいただけるで
しょう。

寸法－厚さ
体育館向けフローリング材は、下記の厚さで生産しており
ます。19mm（3/4ｲﾝﾁ）、19.8mm（25/32ｲﾝﾁ）、26.2mm
（33/32ｲﾝﾁ）。

寸法－通常の幅
57.1mm（2 1/4ｲﾝﾁ）、82.5mm（3 4/1ｲﾝﾁ）

ランダムな長さ
体育館向けフローリングは、より魅力的な仕上り外観にな
るようランダムな長さで提供されています。

キルンドライ
乾燥されミル加工された、フローリング材は等級分けされ
ます。この時の含水率は6～9％でなければなりません。

エンド・マッチ加工
すべての体育館向けフローリング材は、お客様と特別な合
意がない限り、エンド・マッチ加工を施します。

フローリング材の最短の長さ
グレードの違いに関わらず業界のフローリング材の許容最
短は10インチ（25.4cm）です。機能的品質はフローリング
材の長短に関係なく、仕上がりの美しさの好みによる面が
多いでしょう。

ケベック州産の体育館向けハードメィプルフローリング材が優れている理由



2 4/1ｲﾝﾁ x 3/4ｲﾝﾁフローリング　インチごとの平均割合

品質 42ｲﾝﾁ以上 30～42ｲﾝﾁ 18～30ｲﾝﾁ 18ｲﾝﾁ以下 最短の長さ

セレクト 33% 15% 23% 29% 10ｲﾝﾁ

コモン1級 21% 12% 31% 36% 10ｲﾝﾁ

コモン2級 11% 14% 19% 56% 10ｲﾝﾁ

2 4/1ｲﾝﾁ x 33/32ｲﾝﾁフローリング　インチごとの平均割合

品質 42ｲﾝﾁ以上 30～42ｲﾝﾁ 18～30ｲﾝﾁ 18ｲﾝﾁ以下 最短の長さ

セレクト 25% 19% 28% 28% 10ｲﾝﾁ

コモン1級 23% 17% 30% 30% 10ｲﾝﾁ

コモン2級 5% 9% 25% 61% 10ｲﾝﾁ



会計監査
年に1度、QWEBによって認定された独立監査人によっ
て、製品に関する書類とグレードの順守を確保するため監
査が行われます。監査人は、ケースに入っている平均量が
ラベルの情報に合致するかを確認します。

監査人はQWEBと監査を受けた製造業者に報告書を提出し
ます。監査人によって、コンプライアンス順守がなされて
いないことがひとつ以上あったと報告された場合、製造業
者は必要な改善をするために1ヶ月与えられます。1ヵ月
後、監査人が戻ってきてより広範なサンプリングを実施し
ますが、この費用は製造業者負担になります。

もし問題が対処されていない場合、その製造業者名は認定
会社のリストから除外され、証明書は3ヶ月間取り消しとな
ります。

紛争
製造業者と紛争が起こる前に、適用される以下の規則を知
っておいて頂くことが重要です。

・少なくとも出荷量の95％が購入したグレードであれば、
出荷は規格に準拠しているとみなされます。ですから5％
は誤差の許容範囲となります。

・色の変化はすべての木にとって自然なことです。環境に
よって、それらが生育し影響を受けるからです。

・製造業者と顧客によって署名された契約書は、合意に基
づいたものとみなされます。

苦情処理
まず、カナダでは事業間での紛争を解決するための仕組が
整っているのを理解することが重要です。QWEBは、同意
した2者間の契約による取引関係の中に介入しません。
QWEBは中立を保ち、利益の衝突を避けるようとするの
で、直接的に調停することはできません。

製造業者が契約書にあるものを納品しなかったと顧客が思
う場合、顧客は速やかに書面で製造業者に通知する必要が
あります。

もし問題がガイドラインの不順守に関するもので製造業者
と顧客が合意しないなら、そのときは第三者が製品を点検
し、施工と製品品質のどちらに問題があるのか意見を言い
ます。

もし問題が設置に関するものなら、QWEBのガイドライン
は適用されません。2者は合意するか、裁判所に頼らなく
てはなりません。

もし問題がQWEBのガイドラインに関するものなら、
QWEBによって命じられた検査官が工場に赴き、毎年のサ
ンプリングの際通常取る2倍の数のサンプルを取って製品
を検査します。これは、問題が広範なものではないことを
確認するためです。

万が一、すべてのサンプルがQWEBのガイドラインに適わ
ないということを検査が示した場合、製造業者の名前は認
証会社のリストから2年間削除されます。この期間の後、
製造業者はそのすべてのサンプルが完全にガイドラインを
順守していることを明示する必要があり、この費用も負担
しなくてはなりません。

アドバイス
輸送中や保管中の問題を避けるため、品質を保つのに役立
つヒントは次の通りです。

・雨や雪のときに荷下ろしをしたり、トラックに積んだり
、移動させたりしないで下さい。霧や湿気の多い天気のと
きは、防水シートを掛けて下さい。

・雨漏りのする場所や密閉されていない場所で保管しない
で下さい。

・施工現場では屋根のある場所以外で荷下ろしをしないで
下さい。

・相対湿度が最小限になるように換気に十分注意して下さ
い。

・低温で湿気の高い建物やコンクリートスラブに直にフロ
ーリングを保管したり、置いたりしないで下さい。漆喰や
セメント工事が完全に乾くのを待ってから、木造部分やト
リムの施工を行います。

フローリングは、設置の最低7日前、もしくは新しい環境
への順応の必要度に応じて施設に届けられます。すべての
フローリングは、施設の環境条件への順応が確実になるよ
う、設置される場所に置かれなければなりません。

コンプライアンス確認の仕組み



特性

密度 (含水率12%で計測、kg/m³) 740
規格：EN408

圧縮強度 (N/mm²) 61
規格：NF B1-007 - EN408

屈曲強度 (N/mm²) 147
規格：NF EN408

曲げ係数 (N/mm²) 14000
規格：NF EN408

ブリネル硬度 (木目に垂直、N/mm²) 53
規格：EN1534

モニン硬度 (mm¯¹) 5.1
規格：NF B51-013

堅固さ/ パーフェクト・ウッド 堅固
規格：EN350-1

使用中の安定性 概ね平均
規格：B51-006

接線方向収縮率 (%) 9.41
規格：B51-006

半径方向収縮率 (%) 5.29
規格：B51-006

体積収縮率 (%) 14.68
規格：B51-006

熱伝導率 (W/(m·k)) 0.18
規格：EN10456

ネジの引き抜き抵抗力 (kN) 5.40（穿孔有）
規格：1382 6.11（穿孔無）

典拠：Critt Bois test n 2013-460/Epinal, October 24, 2013 + main characteristics tested

揮発性有機化合物 (VOC)

総揮発性有機化合物 TVOC (μg/m3) 1 時間 72 時間 360 時間

ハードメィプル（辺材） 627.0 497.1 124.2

ハードメィプル（標準） 307.0 278.0 75.0

典拠：独立行政法人森林総合研究所、筑波、日本

ハードメィプル



クリアー（最上級品質）

・最高の外観

・均一な薄い色を選択

・辺材は多少のトーンの違いを含む自然色
（乾燥工程で付く染みは許容）

・天然の濃い色のマークは極小のものに限定

・節は針先ほどは認められる

・天然の縞模様は3mm x 25mm (1/8ｲﾝﾁx 1ｲﾝﾁ) 以内

・ひび、割れ目等なし

・サイズ：最短10ｲﾝﾁ (25.4cm)

セレクト アンド ベター

・クリアーとセレクトの等級の組み合わせ

・世界の市場で最も標準と認められるグレード

・高級感あふれる外観

・辺材は自然の色合いの違いを含む
（乾燥工程で付く染みは許容）

・天然の濃い色のマークは小さいものに限定

・節は3mm (1/8ｲﾝﾁ)以下

・天然の縞模様は3mm x 100mm (1/8ｲﾝﾁx 4ｲﾝﾁ)以内

・汚れ、ひび、割れ目等なし

・サイズ：最短10ｲﾝﾁ (25.4cm)

体育館向けフローリング材等級規格



コモン1級

・班入りの外観

・天然の色合いを全て含む

・節は10mm (3/8ｲﾝﾁ)まで認められ、虫食い穴、
天然の縞模様を含む

・割れ目、空洞、成長不良等はなし

・ サイズ：最短10ｲﾝﾁ (25.4cm)

コモン2級

・粗野な外観

・天然の木のマークは全て認める

・天然の色合いの違いを全て認める

・節穴、虫食い穴、ひび、割れ目等は修正済み

・サイズ：最短10ｲﾝﾁ (25.4cm)

これらは最低限の規格です。より高品質の製品を提
供したい会社は、その基準を明確に説明し、品質管
理システムを持っていれば可能です。

品質（等級）にかかわらず、染み、すり減り、かび、
露出面の焼け、熱を加えられた木等の欠陥は認めら
れません。



ケベック木材製品輸出振興会 (QWEB)は、
輸出市場にケベック産の木材製品を紹介
する非営利団体です。8部門で200以上の
製造業者を代表し、ケベック産の広範な
木材製品へのダイレクトアクセスを可能
にしています。

Quebec Wood Export Bureau
979, avenue de Bourgogne, bureau 540 
Québec (Québec) G1W 2L4 CANADA 

418 650-6385 
info@quebecwoodexport.com 
quebecwoodexport.com

パートナー:

QWEBは何ができるか？
・お客様の求める適正価格での製品を持

ったサプライヤーとお客様を結びつけ
ること

・製品とそれを製造する企業に関するテ
クニカル・プロモーション情報の提供

・ケベック産の木材製品の特徴と使途に
ついて必要な情報の提供

・ケベック産の木材製品に適用される規
格・基準の提供

・QWEBメンバーからの価格や在庫状
況についての迅速な情報をお客様にご
案内すること

・quebecwoodexport.com を通じてお客様
とQWEBメンバーとを結びつけること

QWEB登録フローリングメーカー

boa-franc.com

lauzonltd.com

mercierwoodflooring.com

pgmodel.com

preverco.com

vaucluse.org

wickhamhardwood.com

primatech.ca

_____________________________________________________________________

QWEB登録施工機器･ネイル メーカー


