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毛100％ズボン股部分の収縮
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スケールに覆われている
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スケールは湿度によって開閉する
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乾燥状態

濡れている状態

何故？



フェルト収縮のメカニズム
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乾燥状態 濡れた状態

品質表示：綿 69％ 毛 31％
絵表示 ：t j b y

格子部分だけ収縮
したシャツ

表示からどう情報を読み取るか
品質表示：綿 69％ 毛 31％
絵表示 ：t j b y

身頃は綿100％、格子部分は毛100％と推測され、格子部分が水洗
によりフェルト化している。クリーニング業者は、混紡と判断し、
「機械力を掛けて」洗ったものと思われる。何故ドライクリーニン
グできないのかは不明（顔料使い？）

混紡：1本の糸が複数の素材で紡ぎ合わされている

交織：例えば、「タテ糸毛100％、ヨコ糸綿100％」や本事例
　　　のような、部分的に違う素材を使用したようなもの

混繊：1本の糸が複数のフィラメント糸で撚り合わされている。

ドライCLで収縮したスカート
スカート
毛100％
表示通り石油系ドライCL・タンブラー乾燥を行った
ところ、写真のように裏地が大きく覗くほど収縮し
た。生地全体も毛羽立ち、手触りも硬くなっている。

u j e x
生地を拡大してみると、事故品は著しく毛羽立って繊
維が絡み合っている。新品の生地を確認すると、非常
に撚りが甘い、太くて柔らかい糸を粗く織っている生
地で、しかもバイアス使いである。

新品 事故品



イタリア製高級スーツがヨレヨレに

紳士スーツ上着
毛100％
表示通り石油系ド
ライCL・スチーム
ボックス処理を行
ったところ写真の
ように生地が伸び
縫製部分に波打ち
（パッカリング）
が生じ、全体がヨ
レヨレになってし
まった。

u j e x

ボックスでスチーム処理したら・・・
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u j e x
毛100％

羊毛は、天然のエアコン
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水蒸気
（放湿）

水滴
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ハイグラルエキスパンション
湿気・乾燥によりハイグラルエキスパンション(通称ハイグラ)を起こす

湿気を吸うと伸び、乾くと縮む現象。

湿気が多いとき、スチームが過剰にかかったとき

生地表面が波打ったり、ボコボコしたりする(バブリング) 

強く撚った細い糸で織った薄地の生地は湿度の影響を受けやすく、
バブリングや寸法変化を起こしやすい。

某アパレルでは、全国レベルで湿度変化の少ない地域を探し、さ
らに湿度管理（湿度をかなり上げて）を徹底した工場で縫製を行
っているくらいである。

イタリアなど、湿気の低い国で縫製されたスーツなどは、日本の
梅雨時期、ヨレヨレになるほどの型崩れを起こすことも



テカリの発生
毛製品は、長期間着用すると特定の部分に圧力
や摩擦、伸縮等の力が加えられ、、織物の厚さ
が徐々に減少（ふっくらしていたものがぺった
んこになる）する。

生地表面の微妙な凸凹が平らになり、光を反
射、→「てかり」現象。

顕微鏡で観察してみると・・・・

元々丸い毛繊維が扁平につぶれ、繊維表面の
スケールが摩擦で無くなっていることが判る。
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正常部 テカリ部

TES 繊維製品の苦情処理技術ガイドより

クリーニング前にテカリが目立たないのは？
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きれいな生地 油汚れが付着

白化が発生 油汚れが付着



グリース効果

テカリ白化

油性汚れ

不規則に
反射・吸収

光光

テカリ白化
汚れが除去
されると

光反射 反射 光

毛はタンパク質で出来ている。
羊毛は、人間の皮膚やツメや髪の毛と同じように、タンパク
質からできてる。

このタンパク質は「ケラチン」と呼ばれている。ちなみに、
絹もタンパク質からできている。

燃焼による繊維の鑑別方法で、羊毛・絹が「毛髪の燃える臭
い」をポイントにしているのは、成分がタンパク質のため同
じ臭いがするから。

このような、タンパク質からできている「羊毛」や「獣毛」
「絹」などの繊維を「動物性繊維」という。

浸け置き洗濯でボロボロに・・・
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たんぱく質分解酵素（こうそ）の影響
白い羊毛製品は、熱湯やアルカリ性物質の影響、空気や日
光にで黄色っぽく変色していく。
黄変性とかイエローリングとか呼ばれている。
乾燥や保管は日光をや蛍光灯を避ける。
水洗い→必ず中性洗剤を使用
シミ抜き→出来るだけ中性に近い状態で行う。

どうしてもアルカリを使う場合は、「中和」を確実に行
う必要がある。

白色製品は、黄変を起こす

アルカリって何？



酸性とアルカリ性？
・酸っぱい ・ヌルヌルして苦い

pH
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穴あき

色泣き
風合変化溶解 穴あき

損傷

毛・絹等タンパク質系繊維に綿・麻等植物系繊維に

強アルカリ性弱アルカリ性弱酸性強酸性

硫酸 塩酸

タンパク質でできている為に
注意しなければならない事のまとめ

• 酵素（こうそ）による影響
‣ タンパク質が分解されて、生地痩せや破れなどが発生する事がある。
➡酵素入り洗剤＋温度＋時間

• アルカリによる影響
‣ 条件が揃えば、黄変はもとより、穴あきや破れ、フェルト化、色泣
き・変・脱色などが発生する。
➡水洗いの場合、中性洗剤を使用する。
➡酸性染料を使用しているので、アルカリで色泣きしやすい。
➡シミ抜きでアルカリを使用した場合は、よく濯ぎ必ず中和を行う
➡家庭用洗剤・漂白剤にも危険なアルカリがある。
➡キッチンハイター、カビキラー、パイプマン、　　　　　　　　　　　　  
a換気扇・レンジ用洗剤

虫食いやカビに冒されやすい
吸湿性が高く、水分を多く含みやすいのでカビが生え
やすい。

タンパク質の繊維なので衣類の害虫の大好物。

住宅の機密性が高くなり、エアコンが普及した加減
で、外気温との差で結露が生じやすく、カビにとって
は好都合。

一年中、適温なので虫害が発生しやすい。
24



カシミヤコートの表面に陥没が
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日本で虫食いと言えば

ヒメカツオブシムシ
ヒメマルカツオブシムシ
イガ
コイガ

•ゴキブリや虫ではないが、ネズミも・・
27

ヒメカツオブシムシ
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幼虫／体長5.5mm前後・   
           赤褐色
成虫／体長4～4.5mm・
           黒褐色



ヒメマルカツオブシムシ

春先、マーガレットなど
の植物によく付いている

幼虫／体長4～4.5mm・暗褐色
成虫／体長約2.5mm
　　黒褐色と黄色・白の斑紋

イガ

幼虫／体長7mm・餌で膜状のまゆをつくる
成虫／体長約4.5mm・あわい灰色

コイガ

幼虫／体長約6～7mm・餌で筒状のまゆをつくる
成虫／体長約6～8mm・あわい白色

虫の種類による食べられ方の特徴-1
ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ
狭い範囲に丸い穴を開ける。
春先の白い花（マーガレットやチューリップ）に成虫が付
くので、ガーデニングは危険。



虫の種類による食べられ方の特徴-2
イガ、コイガ
あちらこちらを食い荒らす。→ボロボロに
食べた繊維で筒状の巣を作るので、保護色となり発見し
にくい。
食べかすの繊維を生地上に残すので、クリーニング前には
発見しにくく、クリーニング後に穴が開くこともある。
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ウール製品のプリーツが消える？

毛製品がアイロンで簡単にシワが伸びる仕組み
＝水素結合
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：水素結合
：シスチン結合

羊毛組織の断面イメージ図

スチームアイロン：水素結合を利用したプレス
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スチームを当てると水素結
合は切断されますが、
シスチン結合は切れません

プレスすると、折り目の状態で
水素結合が安定します。

濡れたりシワが寄ったりすると水
素結合は切れ、元に戻ろうとする
シスチン結合の力によって折り目
は消えてしまいます。

しかし、着用による曲
げ伸ばしや雨などで濡
れると・・・



毛製品の折り目加工＝シロセット加工
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シロセット加工液で
シスチン結合を切断
します。

プレスすると、折り目の状態で水素
結合とシスチン結合が安定します。

着用による曲げ伸ばしや
雨などで濡れても・・・

濡れたりシワが寄って水素結合が
切れても、シスチン結合は切れず、
元に戻ろうとするシスチン結合の
力で、折り目が回復します。

通常プレスとシロセット加工：比較

通
常
の
プ
レ
ス

シ
ロ
セ
ッ
ト
加
工

スチームを当てると水素結
合は切断されますが、
シスチン結合は切れません

プレスすると、折り目の状態で
水素結合が安定します。

しかし、濡れたりシワが寄ったり
すると水素結合は切れ、元に戻ろ
うとするシスチン結合のちからに
よって折り目は消えてしまいます。

シロセット加工液で
シスチン結合を切断
します。

プレスすると、折り目の状態で水素
結合とシスチン結合が安定します。

濡れたりシワが寄って水素結合が
切れても、シスチン結合は切れず、
元に戻ろうとするシスチン結合の
力で、折り目が回復します。

熱と羊毛
アイロンで穴が開いた？というクレーム
羊毛は、熱に強く燃えにくい。
ウールプレスにはヒートレスまたは電蒸アイロン（中温以
下の設定）が使用される。
誤って高温アイロンが使用されても、焦げ（205℃）～炭
化（300℃）となり、広い範囲のコゲが発生してもすぐに
は穴あきにならない。
熱で穴が開くとすれば「タバコ（約900℃）」によるもの
がほとんどで、小さな穴を開けて燃え広がる事はない。
顕微鏡で観察すると虫食いとは異なり、穴周辺に炭化が見
られる。 39

羊毛の防縮加工

40
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防縮加工製品のトラブル
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カシミヤの風合い悪化
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カシミヤ

44



カシミヤ
チベット高原や、中央アジアなどの山岳地帯に生息するカシミ
ヤ山羊から採れる獣毛。
極寒の冬が近づくと産毛が密生し、この産毛を丁寧にクシです
きとって集められ、製毛される。
産毛は、一頭から年間200g程度しか取れないので、セーター1
枚で3～4頭分、コート1着で30頭分程の量が必要。
羊毛の場合の「羊1頭から背広1着」と比較すれば、かなり
高価になる。
近年、世界的なカシミヤブームで中国の内モンゴル地区など
で大量に飼育され、値崩れを起こし、安価なものも出回って
いる。
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カシミヤの特徴・欠点
カシミヤは、毛髄（毛の内部の中心組織）がないため、
軽く絹のような光沢とぬめり感のあるしなやかさがあ
り、抜群の保温性を持つ。

欠点として・・・

型崩れしやすい、シワになりやすい（例：マフラーの
折り目が回復しない等）、耐久性に欠ける　という欠
点がある。場合によっては破れることもある。

非常に毛羽立ちやすいため、クリーニング後毛玉や風
合い変化が表面化しやすい。

消費者へのアドバイスのポイント
着用後は洋服ブラシで生地の目に沿ってブラッシングする。こ
れによりほこりや汚れを落とし、カシミヤのつやが回復する。

湿った状態での摩擦に弱いことから、雨の日の着用は避ける。

羊毛より細いたんぱく質繊維のため（柔らかく食べやすい）、
虫害にあいやすい。収納の際は防虫剤の使用を徹底する。

着用・クリーニングの繰り返しにより、表面の風合い変化（悪
化）は「避けられないこと」をあらかじめ伝えておく。
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ズボンの折り目に裂け目が
紳士スーツ（夏物）のスラックス
毛60％　モヘヤ40％
表示通り石油系ドライCLを行った
ところ、写真のように折り目に沿っ
て裂けてしまった。

u j e x
裂けているのは、主にふくらはぎ部
分であるが、膝やスネ、お尻付近に
も裂けかけているところがある。
ポケットの袋部分に以下のような加
工証が貼ってあった。

顕微鏡写真：ヨコ糸だけが断裂している



モヘヤ（アンゴラ山羊）
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モヘヤ（アンゴラ山羊）
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アンゴラ山羊の毛のこと(アンゴラはトルコの首都アンカラ
の旧名)。モヘヤという動物がいるわけではない。

モヘヤには「キッドモヘヤ」と「アダルトモヘヤ」がある

キッドモヘヤは生後3カ月までの仔山羊から採ったもの
で、独特の光沢とさらりとした感触を持つ。

成長した山羊から採るアダルトと比較すると、キッドは
3倍以上もの高値で取引される。

事例のズボンはアダルトモヘヤと思われる。

モヘヤ（アンゴラ山羊） モヘヤの特徴と注意点
シャギー調(毛足が長い)で、獣毛の中で一番光沢に優れている

摩擦や静電気により毛が抜けたり、表面の毛が乱れやすくなるの
ニットはできるだけ他の被洗物との摩擦を避ける洗い方を。

硬い繊維なので、肌当たりがサラッとして夏物生地に使用される
ヨコ糸にモヘヤが使用されていると、ズボンの折り目に沿って
「裂け」が発生する事がある
特に折り目加工をしているズボンは、受付段階で「裂け」や「透
け」がないか念入りに確認する事。
折り目加工をしていない場合でも、折り目に沿って裂けが発生す
る可能性があることを消費者に事前に伝えておく事。
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アルパカコートの毛羽乱れ
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原布

アルパカ

アルパカ2
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アルパカの特徴と注意点
南米のアンデス山脈の標高3500m以上の高地に生息
現在国際アルパカ協会によって保護され「アンデスの宝石」と
呼ばれている。

毛は、非常に柔らかく絹のような光沢がる。

毛髄（毛の内部の中心組織）があるため、シワになりにくい。

スケールのきめが細かいため絡みにくく、縮みにくい特性を持っ
ている。*素材の特性（柔らかさなど） を生かすため「甘撚り
（撚りが弱いこと）」のものが多いので、毛が抜けやすい。
毛足の長い製品は、着用や洗浄・乾燥で毛羽乱れを起こしやす
く、クレームになりやすい
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アルパカ製品の風合い
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アンゴラ
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アンゴラの毛刈り
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アンゴラ
アンゴラは、アンゴラウサギの毛のこと。
産地は、中国・フランス・南米など。中国は世界の90%を産出
産毛だけでなく刺し毛も使用。
特徴・注意点
モヘアに似て毛足が長く、光沢がある。
他の獣毛と違い、クリンプ(縮れ)が無いため紡ぎにくく、非常
に毛が抜けやすいのが最大の欠点
揉み作用・水分・温度に敏感な素材であり、その影響を受ける
と収縮を起こす。
繊維内部に空洞があり、空気を含んで軽く暖かいが、反面、再
汚染しやすく純白のものは徐々にくすんでしまう傾向がある。
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クリーニングの際の注意点
毛が抜けやすい・毛玉ができやすい、ゴミや他の繊維な
どが絡み付きやすいので、他の被洗物との摩擦を極力少
なくした洗浄を行う。
クリーニング後の高温タンブル乾燥は厳禁。低温のタンブ
ル乾燥（できれば単品で)、または静止乾燥がよい。
水分に敏感なので、溶剤中の水分管理を徹底する。
繊維内部に空洞があり、純白のものは再汚染しやすいの
で溶剤の清浄化、洗剤濃度の管理を徹底する。
機械力に弱いので、負荷を少なくして（できれば単品処
理）回転数を落として洗浄する。
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キャメル（ラクダ）
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キャメルの特徴と注意点
中央アジアの砂漠地帯に生息するフタコブラクダの毛が使
用されている。

マイナス20℃からプラス40℃という極端な環境変化から
身を守る為、その毛は、非常に高品質で抜群の風合い。

特徴・注意点
保温性・弾力性に富み、軽く、らくだ色の光沢がある。
ほとんどがナチュラルカラーで使用される。
毛が抜けやすいため、着用摩擦には注意が必要。
クリーニング時の水分と機械力に注意する。
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ビキューナ

64



ビキューナ
ビキューナはアンデス山脈の高地に生息するア
ルパカの仲間。超高級素材として知られている。

5年に一度しか毛刈り出来ず、動物繊維の中で最
も細く、柔らかく、光沢がある。「神の繊維」
として珍重されている。

年間生産量は総てをオーバーコート地の生産に当
てたとして、わずか350着分。値段も桁違いで、
500～600万円にもなる。
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獣毛製品取り扱い上の注意
いずれの獣毛素材も水分と機械力（摩擦や揉み・叩き作用）に
弱いデリケート素材
ドライクリーニングは、負荷を小さくし（できれば単品処
理）、水分・機械力の制限を行い、乾燥も低温タンブラーまた
は静止乾燥。

受付段階で、虫食いや風合いの荒れなどがないか、損傷がな
いか等念入りに確認すること。
高額商品が多いので、微妙な変化もクレームになる可能性が高
い。事前に様々なリスクの説明（例えば、風合いや光沢、手触
りなどの変化は完全には避けられない事など）を徹底して行う
こと。
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