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The Forest Stewardship Council® (FSC) is an independent, not for profit, non-government
organization established to promote environmentally appropriate, socially beneficial, and
economically viable management of the world's forests.
FSC’s vision is that the world’s forests meet the social, ecological, and economic rights and
needs of the present generation without compromising those of future generations.
Forest Stewardship Council® (FSC®：森林管理協議会) は独立した非営利、非政府組織
で、環境的に適切で社会的便益を満たし、経済的に発展可能な世界の森林経営を推進して
いる。
FSC のビジョンは世界の森林が社会的、生態的、経済的な権利を満たし、将来世代のニー
ズを妥協させることなく、現世代のニーズも満たすことである。
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Foreword
序文
This document shall be used as an addendum to “FSC-STD-40-004: FSC Standard for
Chain of Custody Certification” for the purpose of classifying FSC product groups.
本文書は、FSC-STD-40-004（CoC 認証に関する FSC 規格）の付録として、FSC 製品
グループの分類のために使用しなければならない。
The organization’s product groups covered by FSC Chain of Custody certification will be
publicly listed on the FSC certificate database (www.info.fsc.org).
FSC CoC 認証の対象である組織の製品グループは、FSC 認証データベース
（www.info.fsc.org）において一覧が公開される。
This document will be updated at regularly intervals in order to reflect the increasing range of
certified products covered by FSC Chain of Custody certificates.
本文書は、FSC CoC 認証の対象となる認証製品の種類増加を反映するために定期的に更新
される。
Note on use of this standard addendum
本付録を使用する上での注意
All aspects of this standard are considered to be normative, including the scope, standard
effective date, references, terms and definitions, tables and annexes, unless otherwise stated.
本文書は、範囲、発効日、参照、用語と定義、表、附則を含め、特に明記しない限り、全て
の面において規準文書と考える。
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A

Scope
範囲

This standard addendum stipulates the product type nomenclatures that shall be used by
Certificate Holders for the purpose of classifying FSC Product Groups.
本規格付録は、認証取得者が FSC 製品グループを分類するために使用しなければならない
製品タイプの名称を規定している。
B

Effective date
発効日

This standard addendum becomes effective on 01 January 2014 and all certificate holders
shall be in compliance with this document by 01 January 2014.
本規格付録は 2014 年 1 月 1 日に発効し、すべての認証取得者は 2014 年 1 月 1 日までに適
合しなければならない。
C

References
参照

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For references without a version number, the latest edition of the referenced document
(including any amendments) applies.
以下の参照文書は本文書の適用にあたり必要不可欠である。版番号のない参照文書について
は、改訂版を含めて最新版が参照される。
FSC-STD-40-004 FSC Standard for Chain of Custody Certification
FSC-STD-40-004 CoC 認証に関する FSC 規格
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D

Terms and definitions
用語と定義

For the purposes of this international standard, the terms and definitions given in FSC-STD01-002 FSC Glossary of Terms and the following apply:
本国際規格では、FSC-STD-01-002 FSC 用語集及び以下の用語と定義が適用される：
Agglomerated cork stoppers: Stoppers formed of granulated corks which are constituents
derived from the manufacture of natural cork closures.
圧搾コルク栓：天然コルク栓の製造時の抜き屑を粒状に粉砕したコルクから形成される栓。
Banner: Displayed using a stand or placeholder, typically larger than posters.
バナー：バナースタンドまたはホルダーを使って展示され、ポスターよりも大きいことが多
い。
Bartop cork stopper: is a cork composed by a cork body and a capsule in another material.
ボトルストッパー：コルク本体及び別の素材の頭部分から成るコルク栓。
Blockboard: Engineered wood product characterised by an intermediate ply consisting of
sawn bars.
ブロックボード：木材の小片による芯材層によって特徴づけられるエンジニアリングウッド
製品。
Boards, finished: Refers to wood used in construction that is finished (moulded, planed, or
sanded) and cut to standardized width and depth (≤1” or 2.54 cm thick)
板材（完成品）：加工済み（モルダー、カンナまたはヤスリがけ済み）の建築・建設に用い
られる木材であり、標準的な幅と厚さ（1 インチ以下または 2.54 cm）に切られた木材。
Boule: Rectangular, unedged block of wood.
ブール：荒挽された長方形の杣角
Brochure: Type of leaflet, also referred to as a pamphlet.
パンフレット：リーフレットの一種。
Catalogue: Publication containing a list of general merchandise from a company.
カタログ：企業の商品全般の一覧を含む印刷物。
Coated paper*: All paper suitable for printing or other graphic purposes and coated on one
or both sides with minerals such as china clay (kaolin), calcium carbonate, etc. Coating may
be by a variety of methods, both on-machine and off-machine, and may be supplemented by
super-calendering. Coated Mechanical papers are made of fibres produced mainly (90%) by
a mechanical pulping process and are also known as coated groundwood. Coated Woodfree
papers are made of fibres produced mainly (90%) by a chemical pulping process and are
also known as coated freesheet.
塗工紙：クレー（カオリン）、炭酸カルシウム等の鉱物が片面または両面に塗布された、印
刷またはその他のグラフィック目的に適した紙。オンマシン式、オフマシン式ごとに様々な
塗布方法があり、更にスーパーカレンダー処理されることもある。塗工機械紙は、機械パル
プ製造過程で製造された繊維を主に（90％）用いて製造されており、塗布ざら紙とも呼ば
れる。塗布上質紙は化学パルプ製造過程で製造された繊維を主に（90％）用いて製造され
ている。
Colmated corks: Natural cork stoppers with their pores (lenticels) sealed exclusively with
cork dust, which results from rectifying natural cork stoppers. For the cork dust to adhere to
the pores (lenticels), FDA grade natural resin, rubber glue and occasionally water-based
glue are used.
コルメートコルク：天然コルク栓の穴（皮目）を、天然コルク栓加工時に発生したコルク粉
末のみで埋めたもの。コルク粉末と混ぜる接着剤には、FDA（米国食品医薬品局）承認天然
樹脂、ゴム糊、稀に水性糊が使用される。
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Compressed wood: Wood that has been densified by pressure.
圧縮木材：圧力をかけて密度を高めた木材。
Corrugated fibreboard: Sometimes known as corrugated board or corrugated cardboard, is
a combined paper-based material consisting of a fluted corrugated medium and one or two
flat linerboards.
段ボール板紙：段ボールまたは板紙と呼ばれることもある。波状の中間層及び 1 層または 2
層の平らなライナーという紙素材の組み合わせによって作られている。
Crepe: Paper that has been coated with sizing and then creped to create gathers.
クレープ：サイズ剤が塗布され、クレープ処理を施されてシワが入った紙。
Decking: Floor decking normally used for terraces (a low or high raised flat platform).
デッキ材：通常テラス（低くまたは高くかさ上げされた基盤）に使用されるデッキ材。
Deinked pulp*: Pulp made from recovered paper from which inks and other contaminants
have been removed.
脱インキパルプ：再生紙から作られたパルプであり、インク及びその他の混入物質が取り除
かれたもの。
Dimensional timber/lumber, finished: Wood used in construction that is finished
(moulded, planed and/or sanded) and cut to standardized width and depth (e.g. 2x4 inches,
5x10 cm).
規格材（完成品）：加工済み（モルダー、カンナまたはヤスリがけ済み）の建築・建設に用
いられる木材であり、標準的な幅と厚さ（例：2×4 インチ、5×10 cm）に切られた木材。
Dissolving pulp: Pulp consisting of nearly pure cellulose. It is also called high purity
cellulose.
溶解パルプ：ほぼ純粋なセルロースで構成されているパルプ。高純度セルロースとも呼ばれ
る。
Edging: Rough edged, often conical pinnacled trimmings, also called splinter.
支柱：粗く加工され、しばしば円錐形の先を持つ。添え木と呼ばれることもある。
Ethanol: Alcohol fermented from natural wood sugars that are extracted from the waste
sulfite liquor produced from the specialty cellulose pulp process.
エタノール：特殊セルロースパルプ工程において生成される亜硫酸塩溶液の廃液から抽出さ
れる天然木糖を発酵して生成されるアルコール。
Flitch: Unedged block of wood.
フリッチ：荒挽された杣角
Fluting: Corrugating medium between the linerboard of corrugated board.
フルート：段ボール紙のライナーに挟まれた波上の中間層。
Flyer: Single printed page with no folds, sometimes called leaflet.
ちらし：折り目のない一枚の印刷物であり、リーフレットと呼ばれることもある。
Fuelwood: Roundwood or other parts of a (felled) tree used for energy production. e.g.
splitwood, split billets, chips, forest pellets, faggot and firestarters, also called firewood.
薪：丸太または（伐倒された）木のその他の部分で、エネルギー生産のために使用されるも
の。例：割木、ビレット、チップ、ペレット、粗朶、着火剤。
Glued laminated timber (GLULAM): Type of structural product composed of several layers
of dimensioned timber glued together, also called glulam or manufactured trusses.
構造用集成材：規格材の複数の層を接着剤で固めた構造材の一種。
Greaseproof paper: Paper that is impermeable to oil or grease and is normally used in
cooking or food packaging.
耐油紙：油や油脂に対して不浸透性を示す紙で、よくクッキングシートとしてまたは食品パ
ッケージとして使用される。
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Gum resin: Solid form of resin, produced by heating fresh liquid resin to vaporize the volatile
liquid terpene components.
ゴム樹脂：液体樹脂を熱して、揮発性のテルペン成分を気化させることで生成される固形樹
脂。
Hammock: Sling suspended between two points, used for swinging, sleeping or resting.
ハンモック：2 点間にぶら下げられた吊り紐で、ブランコ、睡眠または休憩目的で使用され
る。
I-joist: An I-Joist comprises a web and two flanges. The web (typically OSB or plywood) is
sandwiched between a top and bottom flange (typically LVL or sawn lumber).
I 型ジョイスト：補強板（ウェブ）部分と 2 つの角材（フランジ）部分からなる。ウェブ部
分（通常 OSB または合板）が上下のフランジ部分（通常 LVL または角材）にはさまれてい
る。
Institutional casework: Furniture of a kind used in educational and health care
environments, such as schools, medical facilities, laboratories.
施設家具：学校、医療施設、研究室等の教育及び医療環境において使用される家具。
Laminate flooring: Multi-layer synthetic flooring product fused together with a lamination
process. Laminate flooring simulates wood (or stone, in some cases) with a photographic
appliqué layer under a clear protective layer. The inner core layer is usually composed of
melamine resin and fibre board materials.
積層フローリング：複数の層が重ね合わされ、結合されたフローリング製品。積層フローリ
ングには、透明な保護層の下に木材（または石材）を模した層がある。芯材は、通常メラミ
ン樹脂及びファイバーボード素材によって構成されている。
Laminated compressed wood: Consists of laminated veneer sheets that are densified
under pressure. It is also called densified wood.
積層圧縮木材：積層された単板が圧力を受けて圧密されたもの。圧密木材とも呼ばれる。
Laminated Veneer Lumber (LVL): Laminated veneer lumber consists of veneers (typically
1/7”-1/10” thickness) all running parallel to the length of product (exception that some layups may require 1-2 cross plies for improved dimensional stability). LVL is commonly
bonded together using exterior structural-grade adhesives that are cured under high
temperature and pressure.
単板積層材（LVL）：単板（通常厚さが 1/7 インチ～1/10 インチ）を繊維方向を揃えて積層
したもの（例外として平面的な均質性を高めるために 1 層か 2 層だけ繊維方向を直交させる
場合もある）。LVL は、屋外構造物グレードの接着剤を用いて、高温高圧下で接着されるこ
とが多い。
Laminboard: Engineered wood product that has an intermediate ply consisting of upright
standing strips of peeled veneer.
ラミンボード：かつらむきされた単板の細長いひき材を芯材とするエンジニアリングウッド
製品。
Magazine: Publication generally published on a regular schedule, at least four times a year.
雑誌：一般的には年に 4 回以上定期的に発行される出版物。
Moulded plywood: Formed plywood under heat and moisture for special purposes, e.g.
chair seats.
成形合板：特定の目的のために熱と蒸気の下で成形された合板。例：椅子の座面。
Moulding: A strip of material used to cover transitions between surfaces or for decoration.
モールディング：表面の継ぎ目を覆う、または装飾のために使用される細長い素材。
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Newsprint*: Paper mainly used for printing newspapers. It is made largely from mechanical
pulp and/or recovered paper, with or without a small amount of filler. Weights usually range
from 40 to 52g/m² but can be as high as 65g/m². Newsprint is machine-finished or slightly
calendered, white or slightly coloured and is used in reels for letterpress, offset or flexoprinting.
新聞用紙：主に新聞の印刷に使用される紙。高い割合の機械パルプ及び/または再生紙のか
ら作られ、少量の填料が使用されることもある。斤量は通常 40 から 52g/m²であるが、最大
で 65g/m²のものもある。印刷用紙は、抄紙機で完成するものとカレンダー加工されるもの
があり、白色またはやや色がついており、ロール紙の形で凸版印刷、オフセット印刷または
フレキソ印刷される。
Non-timber forest product: All forest products except timber, including other materials
obtained from trees such as resins and leaves, as well as any other plant and animal
products. Examples include, but are not limited to, seeds, fruits, nuts, honey, ornamental
plants and other forest products whether they were originated inside a forest system.
非木材林産物：木材以外のあらゆる林産物。これには樹木から得られる木材以外の樹脂や葉
といったものやその他の植物、動物製品が含まれる。例として種子、果実、木の実、蜂蜜、
観賞植物、その他の森林生態系に由来する林産物が挙げられるが、これらに限定されない。
Notebook: Book or binder composed of pages of notes, often ruled, used for various
purposes including recording notes, drawing or something like this. They are of varying
sizes. Notebooks are also called notepads, writing pads, drawing pads, etc.
ノート：複数の紙を束ねたもので、しばしば罫線が引かれており、メモを取ることや絵図を
描くこと等様々な目的で使用される。サイズも様々なものがある。メモ帳、お絵かき帳等と
呼ばれることもある。
Paper: A material manufactured in thin, lightweight, flexible sheets from the pulp of wood or
other fibrous substances, typically used for writing, drawing, or printed on, or as wrapping
material.
紙：木質パルプまたはその他の繊維物質から作られる薄く軽く柔軟なシート素材であり、一
般的には文字を書く、絵を描く、または何かを包むというような目的で使用される。
Paperboard: A material manufactured in thick, heavy, rigid sheets from the pulp of wood or
other fibrous substances, typically used for construction of corrugated or cartons.
Sometimes referred to as cardboard, containerboard or boxboard.
板紙：木質パルプまたはその他の繊維物質から作られる厚く重く硬いシート素材であり、一
般的には段ボールまたはボール紙に使用される。厚紙、ボール紙などとも呼ばれることもあ
る。
Parallel Strand Lumber (PSL): PSL consists of long veneer strands laid in parallel
formation and bonded together with an adhesive to form the finished structural section. Like
LVL and glulams, this product is used for beam and header applications where high bending
strength is needed. PSL is also frequently used as load-bearing columns.
パラレル・ストランド・ランバー（PSL）：単板を細長く割いた木片（ストランド）を平行
に並べて接着剤で接着したもの。LVL や構造用集成材のように、この製品も梁・桁のように
曲げ強度が求められる箇所に使用される。PSL は耐力柱にもよく使用される。
Parquet flooring: Geometric mosaic of solid wood pieces used for flooring.
寄木張りフローリング：木材のピースが幾何学的なモザイク模様に配置されたフローリン
グ。
Particleboard: Engineered wood product manufactured from wood particles (mainly
shavings), also called chipboards.
パーティクルボード：木材の小片（主に廃材由来）から作られるエンジニアリングウッド。
チップボードと呼ばれることもある。
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Poster: Printed paper designed to be attached to a wall or vertical surface.
ポスター：壁または垂直な表面に貼ることを意図した印刷された紙。
Pressboard: Board made by compressing layers of paper together.
プレスボード：複数の紙の層に圧力をかけて作られたボード。
Railway sleeper/tie: A railroad tie/railway tie (North America), or railway sleeper (Europe) is
a rectangular piece of wood used as a base for railroad tracks.
鉄道枕木：直方体形の木材で、鉄道線路の基盤として使用されるもの。
Rolled thermal paper: Thermographic paper in roll (e.g. paper roll used for cash register).
感熱ロール紙：ロール状の感熱紙（例：レジロール紙）。
Roundwood: Felled, limbed, if applicable cross-cutted and if applicable debarked wood as
raw material for the subsequent manufacturing. E.g. sawmill wood, veneering wood, sleeper
timber, pole timber and industrial timber.
丸太：伐倒された原材料で、その後の製造工程（例：製材、合板、枕木、柱）に応じて玉切
り及び剥皮されることもある。
Shaving: Fine particle of wood produced as a by-product of sawing, also called sawdust or
sawings.
製材屑：製材中に副産物として発生する細かい木屑。おが粉、おが屑とも呼ばれる。
Slab: The outer part with rough edge of a log, produced during sawing.
スラブ：製材工程において製造される、粗く加工された丸太の外側部分。
Smooth-surface panels: The surface layer of the particleboard consists of fibres.
平滑表面パネル：繊維で構成されるパーティクルボードの表面層。
Soil conditioner: Material used to improve the physic-chemical and biological qualities of
soil.
土壌改良剤：土壌の物理化学的及び生物学的な品質を向上させる物質。
Stool: A kind of chair without back or arm rests.
スツール：椅子の一種で背もたれまたはひじ掛けがないもの。
Substrates for plants: Growing medium for plants.
植物培地：植物を育てるための媒体。
Technical cork stopper: Stoppers that consist of a very dense agglomerate cork body with
natural cork disks glued on one or both ends.
テクニカルコルク栓：非常に密度の高い圧搾コルクの片方または両方の端に天然コルクディ
スクが貼り付けられた栓。
Thermographic paper: Paper that changes its colour on heating.
感熱紙：熱で色を変える紙。
Timber: Wood in any of its stages from felling through readiness for use as structural
material for construction or wood pulp for paper production. In this classification timber is a
term also used for sawn wood products.
木材：伐倒段階から、建築・建設のための構造材または製紙のための木質パルプとして使用
可能な状態までのすべての段階の木材を意味する。本分類において、木材という用語は製材
製品にも使用される。
Translucent paper: Paper that allows light to pass through diffusely.
トレーシングペーパー：光が拡散的に透過できる紙。
Uncoated paper: Paper that does not have any kind of coating such as clay or latex applied
to it. Uncoated paper is typically used for copy or printing paper.
非塗工紙：クレーまたはラテックス等による塗工がされていない紙。非塗工紙は一般的にコ
ピー用紙または印刷用紙として使用される。
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Veneer: Thin slices of wood, thinner than 6 mm.
単板：6 mm 未満に薄くスライスされた木材。
Veneer plywood: Plywood that consists of only parallel veneer layers.
ベニア合板：繊維方向が揃えられた単板の層で構成される合板。
Veneer strip: The breadth of veneer strips is up to 80 mm.
単板の細長い挽き板：幅が 80 mm 以下のもの。
Wrapping papers*: Papers whose main use is wrapping or packaging made from any
combination of virgin or recovered fibres, bleached or unbleached. They may be subject to
various finishing and/or marking processes. Included are sack kraft, other wrapping krafts,
sulfite and grease-proof papers.
包装紙：主な用途が包装または梱包であり、バージンパルプまたは古紙パルプそして漂白の
有無に関していかなる組み合わせでも作れる紙。様々な仕上げ加工や模様付けがされる。例
えば、紙袋用クラフト紙、包装用クラフト紙、亜硫酸紙、耐油紙がある。
Wood flour: Wood flour is pulverized wood. The consistency is fairly equal to sand or
sawdust, but can vary ranging in size from a fine powder to roughly the size of a grain of
rice.
木粉：粉砕された木材。粒の大きさに関して砂やおが粉と同等の均一さを持つが、一粒の大
きさは細い粉から米粒程度と幅がある。
Wood wool: A thin but elastic wood fibre produced during planning, also called excelsior.
木毛：カンナがけ工程で生成される薄い弾性のある木質繊維。
* Definitions from CEPI - Confederation of European Paper Industries.
* 欧州製紙連合会の定義
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FSC Product Classification
FSC 製品分類
The table below provides the Product Type nomenclatures that shall be used by Certificate
Holders for the classification of FSC Product Groups, in accordance with the requirements of
FSC-STD-40-004 FSC Standard for Chain of Custody Certification.
下記の表は、認証取得者が FSC-STD-40-004「CoC 認証に関する FSC 規格」の要求事項に
従い FSC 製品グループを分類するために使用しなければならない製品タイプの名称を示し
ている。
WOOD PRODUCTS
木材製品
Level 1
第 1 階層

W1
Rough wood
粗木

W2
Wood charcoal
木炭
W3
Wood in chips or particles
チップまたは粒状の木材

W4
Impregnated/treated wood
注入木材/処理木材

Level 2
第 2 階層

Level 3
第 3 階層

W1.1
Roundwood (logs)
丸太
W1.2
Fuel wood
薪
W1.3
Twigs
小枝

Examples
例

E.g. Barbecue charcoal
例：バーベキュー用木炭
W3.1
Wood chips
木質チップ
W3.2
Sawdust
おが粉
W3.3
Wood shavings
製材屑
W3.4
Wood wool
木毛
W3.5
Wood flour
木粉
W3.6
Wood pellets
木質ペレット
W3.7
Sawdust briquettes
おが粉のブリケット
W4.1
Impregnated roundwood
防腐防虫処理の施された丸太
W4.2
Impregnated railway
sleepers/ties
防腐処理の施された鉄道枕木
W4.3
Treated dimensional
lumber, timber or plywood
防腐防虫処理の施された規
格材または合板

W4.3.1
Treated glued laminated timber
防腐防虫処理の施された構造用
集成材
W4.3.2
Treated finger jointed lumber
防腐防虫処理の施されたフィン
ガージョイント材
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W5
Solid wood (sawn, chipped,
sliced or peeled)
無垢材（製材品、チップ状、
スライス、かつらむき）

W6
Products from planing mill
製材品加工工場からの製品

W7
Veneer
単板

W8
Wood panels
木質パネル

W5.1
Flitches and boules
フリッチ及びブール
E.g. Lumber core, rough-cut
lumber, blockboard, stave
core board
例：ランバーコア、粗製材、
ブロックボード、ステーブコ
アボード

W5.2
Solid wood boards
無垢板

W5.3
Beams
梁、桁
W5.4
Planks
厚板
W5.5
Poles and piles
柱、杭
W5.6
Railway sleepers/ties, not
impregnated
防腐処理の施されていない
鉄道枕木
W5.7
Raw wood for parquet
flooring
寄木張りフローリングに用い
る木材
W5.8
Slabs and edgings
スラブ及び支柱
W5.9
Pencil slats
鉛筆用薄板
W6.1
Dimensional timber and
lumber, finished
規格材（完成品）
W6.2
Non-dimensional timber
and lumber
非規格材
W6.3
Boards, finished
板材（完成品）
W7.1
Peeled veneer
ロータリー単板
W7.2
Sliced veneer
スライス単板
W7.3
Sawn veneer
挽き単板
W7.4
Veneer strips
単板の細長い挽き板
W8.1
Plywood
合板

W8.2
Particleboard
パーティクルボード

E.g. Railroad tie
例：鉄道枕木

E.g. Wood blocks, friezes,
strips.
例：木材ブロック、フリー
ズ、細長い挽き板

W8.1.1
Laminboard
ラミンボード
W8.1.2
Veneer plywood
ベニア合板
W8.2.1
Melamine particleboard
メラミンパーティクルボード
W8.2.2
Veneered particleboard
単板張りパーティクルボード
W8.2.3
Oriented Strand Board (OSB)
配向性ストランドボード
（OSB）
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W8.2.4
Smooth-surface panel
平滑表面パネル
W8.2.5
Wood cement particleboard
木質セメントボード
W8.2.6
Plasterboard
石こうボード
W8.2.7
Strawboard
藁ボード
W8.2.8
Graded particleboard
等級付されたパーティクル
ボード
W8.3.1
High-density fibreboard
(HDF)
高密度繊維板（HDF）
W8.3.2
Medium-density fibreboard
(MDF)
中密度繊維板（MDF）
W8.3.3
Softboard
軟質繊維板
W8.3.4
Medium-hard-fibreboard
硬質繊維板

W8.3
Fibreboard
繊維板

W9
Engineered wood products
エンジニアリングウッド製品

W9.1
Finger jointed wood
フィンガージョイント材
W9.2
Laminated veneer
lumber (LVL)
単板積層材（LVL）
W9.3
Parallel strand lumber (PSL)
パラレル・ストランド・ラン
バー（PSL）
W9.4
Wood-wool board
木毛板
W9.5
Solid-wood board
ソリッドウッドボード
W9.6
Glued laminated
timber (GLULAM)
構造用集成材
W9.7
I-joists, I-beams
I 型ジョイスト、アイビーム
W9.8
Laminated compressed wood
積層圧縮木材
W9.9
Composite board
コンポジットボード

E.g. Laminated wood,
densified wood
例：積層材、圧密木材
E.g. Cellular boards
例：セルラーボード
E.g. Resin-treated
compressed wood, heatstabilized compressed wood
例：樹脂含浸圧縮木材、高
温処理圧縮木材

W9.10
Compressed wood
圧縮木材

W10
Wood package and similar
木製容器及び類似品

E.g. (noise-)insulating boards
例：吸音ボード

W9.11
Wood-plastic composites
木材プラスチック複合材
W10.1
Solid wood packaging
木製容器

E.g. Cases, boxes, crates,
cases for jewellery or cutlery.
例：ケース、箱、枠箱、宝石
箱、カトラリーケース
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W10.2
Cable-drums
ケーブルドラム
W10.3
Pallets and skids
パレット及びスキッド
W10.4
Cooper's products
樽類製品

W11
Wood for construction
建築用材

E.g. Staves, barrels, casks,
vats, tubs
例：おけ板、樽、キャスク、
大桶、たらい

W10.5
Container flooring
コンテナフローリング
W11.1
Doors and door frames
ドア及びドア枠
W11.2
Windows and window frames
窓及び窓枠
W11.3
Stairs
階段
W11.4
Dividers
間仕切
W11.5
Flooring
フローリング

E.g. Flush doors, fire doors
例：フラッシュドア、防火扉

W11.5.1
Laminate flooring
積層フローリング
W11.5.2
Parquet flooring
寄木張りフローリング

E.g. Assembled parquet
panels, block parquets
例：組み合わせた寄せ木パ
ネル、寄木ブロック

W11.5.3
Plank flooring
プランクフローリング
W11.5.4
Wood-block flooring
ウッドブロックフローリング
W11.5.5
Engineered flooring
エンジニアードフローリング
W11.6
Gates and garage doors
門及びガレージのドア
W11.7
Wall cladding
壁タイル
W11.8
Mouldings
モールディング

E.g. MDF mouldings,
softwood mouldings
例：MDF モールディング、
針葉樹材モールディング

W11.9
Hot tubs and sauna
温水浴槽、サウナ
W11.10
Wooden insulation
木質断熱材
W11.11
Window blinds, shutters and
similar
ブラインド、シャッター及び
類似品
W11.12
Houses and
building elements
家及び建物の部材

E.g. Prefabricated facade
construction elements
例：プレハブのファサード
建築部材

W11.13
Marine constructions,
except boats
海洋建造物（船を除く）
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W12
Indoor furniture
屋内家具

W11.14
Trusses and roofs
トラス及び屋根
W11.15
Roofing tiles
屋根瓦
W12.1
Cabinet
キャビネット
W12.2
Custom furniture
オーダー家具

E.g. Shingles, shakes.
例：こけら板、シェイク

E.g. Custom cabinetry, builtin desks, counters, etc.
例：オーダー高級家具、作
り付けの机、カウンター等

W12.3
Tables
テーブル
W12.4
Beds
ベッド
W12.5
Couches and armchairs
ソファ及びアームチェア
W12.6
Chairs and stools
椅子及びスツール
W12.7
Office furniture
オフィス家具

E.g. Furniture for laboratories,
schools, hospitals.
例：研究所、学校、病院で使
用される家具

W12.8
Institutional casework
施設家具
W12.9
Wardrobes
洋服だんす
W12.10
Cupboards and chests
食器棚及びチェスト（箪笥）
W12.11
Kitchen countertops
キッチンの調理台
W12.12
Parts of furniture
家具の部材
W12.13
Shelves
棚
W13
Outdoor furniture and
gardening
屋外家具及び造園用具

W13.1.1
Garden tables
ガーデンテーブル
W13.1.2
Garden benches
ガーデンベンチ
W13.1.3
Garden chairs and stools
ガーデンチェア及びスツール
W13.1.4
Hammocks and hammock
frames
ハンモック及びハンモッ
クフレーム

W13.1
Garden furniture
庭園家具

W13.2
Trellis and plant support
トレリス及び支柱
W13.3
Shelters and parasols
待合所及びパラソル
W13.4
Fences, fence stakes, pales
柵、柵杭
W13.5
Decking and garden sleeper
デッキ材及び庭用枕木
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E.g. Gazebo
例：ガゼボ（西洋風東屋）
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W13.6
Garden sheds
庭用物置
W13.7
Other outdoor furniture and
gardening products
その他屋外家具及び造園用品
W14
Musical instruments
楽器

E.g. Flower boxes, palisades,
wooden boxes for storing
outdoor equipment
例：花箱、矢来、造園用具を
保管するための木箱

W14.1
String musical instruments
弦楽器

E.g. Violin, guitars, harps
例：バイオリン、ギター、
ハープ

W14.2
Keyboard musical instruments
鍵盤楽器
W14.3
Wind or mouth-blown
musical instruments
吹奏楽器
W14.4
Percussion instruments
打楽器
W14.5
Parts of musical instruments
楽器の部材
W15
Recreational goods
レクリエーション製品

E.g. Piano, organs
例：ピアノ、オルガン
E.g. Clarinet, oboe, bassoon
例：クラリネット、オーボ
エ、ファゴット
E.g. Drums, bongos
例：ドラム、ボンゴ
E.g. Guitar necks
例：ギターのネック
E.g. Roundabouts, swings,
slides, cable railway, sheds
and similar
例：メリーゴーラウンド、
ブランコ、滑り台、ケーブ
ル鉄道、小屋及び類似品

W15.1
Playground equipment
遊具

W15.2
Toys and games made
with wood
木製玩具及びゲーム
W15.3.1
Bicycles
自転車
W15.3.2
Bats, sticks, poles and
paddles
バット、スティック、
ポール及びパドル
W15.3.3
Boards and skis
スケート（スノー）ボード、ス
キー
W15.3.4
E.g. Yoga blocks, wooden
Other sporting goods
balls
その他のスポーツ用品
例：ヨガブロック、木のボ
ール
E.g. Frames for paintings,
photographs, mirrors
例：絵画、写真、鏡の額縁、
フレーム、枠

W15.3
Sporting goods
スポーツ用品

W16
Household articles
家庭用品

W16.1
Wooden frames
額縁
W16.2
Brooms, brushes and
brush handles
ほうき、ブラシ、及びブラ
シの取っ手
W16.3
Tableware, kitchenware and
similar
食器、台所用品及び類似品
W16.4
Clothes hangers and pegs
衣類ハンガー及び洗濯バサミ
W16.5
Toilet seats
便座
W16.6
Matches
マッチ

FSC-STD-40-004a V2-1 EN FSC Product Classification
FSC-STD-40-004a 第 2-1 版 FSC 製品分類

– 16

E.g. Brush bodies and
handles, combs
例：ブラシ本体、取っ手、櫛
E.g. Wooden spoons,
chopsticks, toothpicks, pepper
mills, bbq sets
例：木のスプーン、箸、楊枝、胡
椒ミル、バーベキューセット
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W17
Stationery of wood
木製文具

W18
Other manufactured wood
products
その他の加工された木材製品

W16.7
Mousetraps
ネズミ捕り
W16.8
Fans
うちわ
W16.9
Ladders
はしご
W16.10
Bath items or accessories
バス用品及び浴槽関連製品
W17.1
Pens
ペン
W17.2
Pencils
鉛筆
W17.3
Rulers
定規
W17.4
Stamps
判子
W18.1
Dowels and turnery parts
of wood
だぼ及び旋盤細工部材
W18.2
Coffins
棺
W18.3
Medical supplies made
of wood
木製医療用品

E.g. Stool, bath chair, bath tub
例：スツール、バスチェア、
バスタブ

W18.4
Tools, tool bodies and tool
handles
工具、工具の本体及び持ち手
W18.5
Ice pop/lolly sticks
アイスクリーム/キャンディ
ーの棒
W18.6
Jewellery
宝飾品類
W18.7
Works of art
芸術作品
W18.8
Ornamental &
decorative objects
装飾品及び装飾的な物
W18.9
Wheels
車輪
W18.10
Boats
ボート
W18.11
Wooden lighters
木製ライター
W18.12
Wildlife and pet products
野生生物及びペット用品

E.g. Orthopaedic products,
prosthetic limbs, tongue
depressors
例：整形外科器具、義肢、
舌圧子
E.g. Hammer, axes
例：金槌、斧

E.g. Wood marquetry, inlaid
wood, statuettes and similar
例：寄木細工、象眼細工、
彫像及び類似品

E.g. Sailboats, kayaks, canoes
例：帆船、カヤック、カヌー

E.g. Nestboxes, birdhouses
例：巣箱、鳥小屋

W19
Other wood products n.e.c.*
その他の木材製品（他に分
類されていないもの）*
* The n.e.c. abbreviation means that the category includes those products “not elsewhere classified”.
*他に分類されていないものとは、該当するカテゴリーが他にないものを意味する。
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PULP AND PAPER PRODUCTS
パルプ及び紙製品

P1
Pulp
パルプ

Level 1
第 1 階層

Level 2
第 2 階層

Level 3
第 3 階層

P1.1
Mechanical pulp, bleached
機械パルプ（漂白）

P1.1.1
Groundwood
砕木パルプ
P1.1.2
Refiner pulp
リファイナーパルプ

P1.2
Mechanical pulp, unbleached
機械パルプ（無漂白）

P1.2.1
Groundwood
砕木パルプ
P1.2.2
Refiner pulp
リファイナーパルプ

Examples
例

E.g. RMP, TMP, CTMP
例：リファイナーメカニカ
ルパルプ、サーモメカニカ
ルパルプ、ケミサーモメカ
ニカルパルプ

E.g. RMP, TMP, CTMP
例：リファイナーメカニカ
ルパルプ、サーモメカニカ
ルパルプ、ケミサーモメカ
ニカルパルプ

P1.3
Chemical pulp, bleached
化学パルプ（漂白）
P1.4
Chemical pulp, unbleached
化学パルプ（無漂白）
P1.5
Semi-chemical pulp, bleached
セミケミカルパルプ（漂白）
P1.6
Semi-chemical pulp,
unbleached
セミケミカルパルプ（無漂白）
P1.7
Dissolving pulp
溶解パルプ

P1.7.1
Specialty cellulose
特殊セルロース
P1.7.2
Cellulose derivatives
セルロース誘導体

P1.8
Pulp from recovered paper
再生パルプ

P2
Paper
紙

P2.1
Copying, printing,
communication paper
コピー用紙、印刷用紙、
情報用紙

P1.7.3
Regenerated cellulose film
再生セルロースフィルム
P1.7.4
Rayon and other synthetic
fibres
レーヨン及びその他の合成
繊維
P1.8.1
Recovered pulp, deinked
再生パルプ（脱インキ）
P1.8.2
Recovered pulp, not deinked
再生パルプ（非脱インキ）
P2.1.1
Coated paper
塗工紙
P2.1.2
Uncoated paper
非塗工紙

P2.2
Newsprint
新聞用紙
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E.g. Microcrystalline
cellulose
例：結晶セルロース
E.g. Cellulose ethers,
cellulose esters, cellulose
acetate, nitrocellulose
例：セルロースエーテル、
セルロースエステル、セル
ロースアセテート、ニトロ
セルロース

E.g. Artificial silk, textile
fibres, yarn, viscose
例：人造絹糸、織物繊維、
毛糸、ビスコース
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P2.3
Wrapping and packaging
paper
包装紙及び梱包紙

P2.4
Specialty paper
特殊紙

E.g. Sack kraft, grease-proof
paper, wrapping krafts,
coated kraft papers
例：紙袋用クラフト紙、耐
油紙包装用クラフト紙、塗
工クラフト紙
P2.4.1
Impregnated papers
含浸紙
P2.4.2
Photographic base papers
印画紙
P2.4.3
Thermographic papers
感熱紙
P2.4.4
Translucent papers
トレーシングペーパー
P2.4.5
Self-copying and carbon
papers
感圧紙及びカーボン紙
P2.4.6
Cigarette papers
シガレットペーパー
P2.4.7
Filter papers
ろ紙
P2.4.8
Crepe papers
クレープ紙
P2.4.9
Embossed paper and
perforated paper
エンボス紙及び目打ちされた
紙
P2.4.10
Composite papers
複合紙
P2.4.11
Wallpaper base
壁紙原紙
P2.4.12
Security paper
証券用紙

P3
Paperboard
板紙

P2.5
Hand-made papers
手漉き紙
P2.6
Tissue paper
薄葉紙
P3.1
Uncoated paperboard
非塗工板紙

E.g. Carbon papers, transfer
papers, spirit duplicator copy
papers
例：カーボン紙、転写紙、
スピリット複写用紙

E.g. Tea-bag tissues
例：ティーバッグ用ろ紙

E.g. Non-printed wallpaper
例：未印刷壁紙
E.g. Money paper, vouchers,
coupons
例：紙幣専用紙、領収書、
クーポン
E.g. Japanese papers /
washi
例：和紙

E.g. Solid bleached board,
solid unbleached board,
white lined chipboard
例：無地漂白板紙、無地無
漂白板紙、白ボール

P3.2
Coated paperboard
塗工板紙
P3.3
Pressboard
プレスボード
P3.4
Paperboard laminates
積層板紙

E.g. Thermal transfer papers
例：熱転写紙

P3.4.1
High-pressure laminates
(HPDL, HPL)
高圧積層（HPDL, HPL）
P3.4.2
Low-pressure laminates
(LPL)
低圧積層（LPL）
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P3.4.3
Continuous pressure
laminates (CPL)
連続圧積層（CPL）
P3.5
Metalized paperboard
金属化板紙

P4
Corrugated paper and
paperboard
ダンボール紙及び段ボール
板紙

P5
Packaging and wrappings of
paper
包装紙及び梱包紙

P6
Household and sanitary pulp
and paper products
家庭、衛生パルプ及び紙製
品

E.g. Transferred metalized
paperboard, direct metalized
paperboard, metalized film
laminated paperboard, foil
laminated paperboard
例：転化金属化板紙、直接
金属化板紙、金属化フィル
ムラミネート板紙、ホイル
ラミネート板紙

P3.6
Crepe paperboard
クレープ板紙
P4.1
Linerboard or testliner
ライナーまたはテストライ
ナー
P4.2
Fluting
フルート
P4.3
Corrugated fibreboard
段ボール板紙
P5.1
Cardboard packaging
板紙包材

E.g. Colour boxes, gift boxes
例：カラーボックス、ギフト
ボックス

P5.2
Corrugated paper packaging
段ボール包材
P5.3
Sacks and bags of paper
紙袋
P5.4
Food wrapping paper
食品包装紙
P5.5
Carton pack for beverages
and liquid food
飲料及び液体食品用紙パック
P5.6
Egg boxes and similar
卵ケース及び類似品
P5.7
Optical disc packaging and
covers
光ディスク包装及びカバー
P6.1
Cleaning tissues and paper
towels
クリーニングティッシュ及び
ペーパータオル
P6.2
Facial tissues and
refreshing tissues
ティッシュペーパー及び
ウェットティッシュ
P6.3
Napkins / serviettes
食卓用ナプキン
P6.4
Toilet paper / bathroom
tissue
トイレットペーパー
P6.5
Sanitary towels, tampons,
diapers and similar
生理用ナプキン、タンポン、
紙おむつ及び類似品
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E.g. Corrugated paper boxes
例：段ボール箱
E.g. Carrier bags
例：買い物袋

E.g. CD and DVD covers
例：CD 及び DVD ケース
E.g. Towelling paper,
cleansing cloth
例：ペーパータオル、化粧
落とし用クロス
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P6.6
Tablecloths
テーブルクロス
P6.7
Dinnerware
紙食器

E.g. Cups, plates, trays
例：紙コップ、紙皿、紙ト
レー

P6.8
Medical supplies made of
pulp/paper
パルプ/紙製医療用品
P7
Stationery of paper (printed
and unprinted)
紙製文具（印刷済みまたは
未印刷）

E.g. Ear buds/swabs,
hospital gowns
例：耳かき、綿棒、診察着

P7.1
Notebooks
ノート
P7.2
Pads
メモ帳
P7.3
File folders
ファイルフォルダー

E.g. Exercise books
例：学習帳
E.g. Letter pads
例：便箋
E.g. Manila folders, corporate
folders
例：マニラフォルダー、ポケ
ットフォルダー

P7.4
Rolled thermal paper
感熱ロール紙
P7.5
Post and greeting cards
ポストカード及びグリーティ
ングカード
P7.6
Envelopes
封筒
P7.7
Gummed papers
付箋
P7.8
Adhesive labels
粘着ラベル
P7.9
Transfers
版画
P7.10
Postage stamps
郵便切手
P8
Printed materials
印刷物

P8.1
Books
本
P8.2
Magazines
雑誌
P8.3
Newspaper
新聞
P8.4
Advertising materials
広告宣伝媒体

E.g. Receipt
例：レシート

E.g. Post-it notes
例：ポストイット
E.g. Parcel labels
例：宛名ラベル

E.g. Catalogues, flyers,
banners, posters
例：カタログ、ちらし、
バナー、ポスター

P8.5
Business cards
名刺
P8.6
Calendars, diaries and
organisers
カレンダー、日記及び手帳
P8.7
Toys and games made with
paper
紙製玩具、ゲーム
P8.8
Wallpapers
壁紙

E.g. Puzzles, playing cards
例：パズル、トランプ
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P9
Bobbins, spools, rolls and
similar
ボビン、糸巻き、ロール
及び類似品
P10
Other pulp and paper products
n.e.c.*
その他のパルプ、紙製品（他
に分類されていないもの）*
* The n.e.c. abbreviation means that the category includes those products “not elsewhere classified”.
*他に分類されていないものとは、該当するカテゴリーが他にないものを意味する。

NON-TIMBER FOREST PRODUCTS (NTFPs)
非木材林産物
Level 1
第 1 階層

N1
Barks
樹皮
N2
Soil conditioner and
substrates for plants
土壌改良剤及び植物培地
N3
Cork and articles of cork
コルク及びコルク製品

Level 2
第 2 階層

Level 3
第 3 階層

Examples
例

E.g. Bark mulch
例：樹皮マルチング材
N3.1
Natural cork, raw or boiled
天然コルク（未加工または
煮沸）
N3.2
Cork powder
コルク粉
N3.3
Cork granules
コルク顆粒
E.g. Natural, technical,
colmated, agglomerated,
bartop cork and sparkling
wine/champagne cork
stoppers
例：天然、テクニカル、
コルメート、圧搾、ボト
ルストッパー、スパーク
リングワイン/シャンパン
のコルク栓

N3.4
Cork stoppers
コルク栓

N3.5
Rolls and panels of
compressed cork
圧縮コルクのロール及び
パネル
N3.6
Cork disks
コルクディスク
N3.7
Articles of cork
コルク製品
N4
Straw, wicker, rattan and
similar
藁、柳、籐及び類似品

N4.1
Rattan cane (rough form)
籐（荒削り）
N4.2
Rattan taper (clean, peeled
and spitted)
籐のテーパー（きれいに剥
かれて割かれたもの）
N4.3
Decorative objects and
wickerwork
装飾品及び枝編み細工

E.g. Osier branches, basketry,
roofs
例：柳小枝、かご細工、屋根
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N4.4
Rattan furniture
籐家具
N4.5
Rattan furniture components
籐家具の部材
N5
Bamboo and articles of
bamboo
竹及び竹製品

N5.1
Natural bamboo
天然の竹
N5.2
Edible bamboo
食用の竹
N5.3
Fuel bamboo
燃料用の竹
N5.4
Bamboo plywood
竹合板

E.g. Pellets, charcoal
例：ペレット、竹炭
E.g. Plywood and OSB
例：合板及び配向性ストラ
ンドボード

N5.5
Bamboo flooring
竹フローリング
N5.6
Bamboo furniture
竹家具
N5.7
Bamboo household articles
and wickerwork
竹の家庭用品及び竹細工

E.g. Baskets, containers,
curtains, mats, hats, combs,
brushes, frames
例：かご、容器、カーテン、
マット、帽子、櫛、ブラシ、
枠

N5.8
Bamboo textiles
竹繊維
N5.9
Bamboo vinegar
竹酢液
N5.10
Bamboo pulp
竹パルプ
N6
Plants and parts of plants
植物及び植物の一部

N7
Natural gums, resins, oils
and derivatives
天然ゴム、樹脂、油脂及び
それらの派生品

N6.1
Flowers
花
N6.2
Grasses, ferns, mosses and
lichens
草、シダ、コケ及び地衣類
N6.3
Whole trees or plants
樹木または植物全体
N6.4
Pine cones
松ぼっくり
N7.1
Rubber/ Latex
ゴム/ラテックス

N6.3.1
Christmas trees
クリスマスツリー

N7.1.1
Natural rubber
天然ゴム
N7.1.2
Tyres
タイヤ
N7.1.3
Balls
ボール
N7.1.4
Footwear
履き物
N7.1.5
Rubber foam pillows and
mattresses
スポンジゴムの枕及びマット
レス
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N7.1.6
Balata, gutta-percha,
guayule, chicle
バラタ、ガッタパーチャ、
グアユールゴム、チクル
N7.1.7
Other manufactured articles
of rubber
その他のゴム加工製品
E.g. Gum arabic, gum
tragacanth, gamboge,
frankincense, myrrh
例：アラビアゴム、トラガ
カント、藤黄、フランキン
センス、ミルラ
E.g. Dammar, elemi,
sandarac, canada balsam,
benjamin, pitch, lacquer,
unguents, incense
例：ダンマル、エレミ、サン
ダラック、カナダバルサム、
ベンジャミン、ピッチ、ラッ
カー、軟膏、香料

N7.2
Gum resin
ゴム樹脂

N7.3
Resin and manufactured
resin products
樹脂及び樹脂加工製品

N7.4
Tannin
タンニン
N7.5
Essential oils
エッセンシャルオイル
N8
Chemical, medicinal and
cosmetic products
化学薬品、医薬品及び化粧品

N9
Food
食物

E.g. Camphor, Brazil nut oil,
Copaiba Oil
例：樟脳、ブラジルナッツ
オイル、コパイバオイル

N8.1
Ethanol
エタノール
N8.2
Medicinal plants and products
薬用植物及びその製品
N8.3
Pharmaceutical raw materials
製薬原料

E.g. Salicylic acid, quinine,
paclitaxel, betulinic acid,
snakewood extract, neem
例：サリチル酸、キニーネ、
パクリタキセル、ベツリン
酸、スネークウッド抽出物、
ニーム

N8.4
Cosmetics and health care
products
化粧品及びヘルスケア製品
N8.5
Wood vinegar
木酢液
N8.6
Pyroligneous acid
木酢液
N9.1
Nuts
木の実
N9.2
Tea
茶
N9.3
Palm-hearts
ヤシの芯
N9.4
Mushrooms, truffles
キノコ、トリュフ
N9.5
Fruits
果実
N9.6
Sap-based foods
樹液由来の食物

E.g. Brazil nuts, cashew nuts
例：ブラジルナッツ、カシュ
ーナッツ
E.g. Erva-mate, mate
例：イェルバ・マテ、マテ

E.g. Shiitake mushrooms,
pine mushrooms
例：シイタケ、マツタケ
E.g. Berries, açaí
例：ベリー類、アサイー
N9.6.1
Maple syrup or sugar
メープルシロップまたは
メープルシュガー
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N9.6.2
Birch syrup or sugar
カバノキシロップまたは
カバノキシュガー
N9.7
Game
狩猟の獲物
N9.8
Honey
蜂蜜

E.g. Deer, rabbit
例：シカ、ウサギ

N10
Other non-timber forest
products n.e.c.*
その他の非木材林産物（他に
分類されていないもの）*
* The n.e.c. abbreviation means that the category includes those products “not elsewhere classified”.
*他に分類されていないものとは、該当するカテゴリーが他にないものを意味する。
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