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［Ⅳ］「事 例」試験問題解答のポイント 

 

事例の試験では、繊維製品の品質・性能に関する消費者苦情の発生を未然に防止するた

めの応用能力の有無を問われている。３つの問題から１問を選択する方式をとり、これら

の問題は、「繊維製品の品質苦情ガイド」の中で分類されている７つの分野から出題される。

それぞれの問題の中にある設問は、苦情を解決するための道筋をヒントも交えて問う構成

としているが、設問の問いかけに合わないような解答や、解答内容に具体性のないものは

その設問に答えたことにはならない。また、設問には番号が記載されているが、その番号

通りに書いていない解答や、記述式にもかかわらず単語の羅列で文章になっていない場合

も、減点の対象となる。もちろん、誤字、脱字、専門用語の間違いなども同様であり、濃

い鉛筆ではっきりとした字を書くことや、他人が見ても読みやすいように書くことも求め

られている。 

 

問題Ａ 

【解答のポイントと配点】 

この問題は、①洗濯時の変色(白化)と②毛羽燃焼(表面フラッシュ)を取り上げた

複合問題である。 

現象①では、主に、一般合成洗剤に含まれる蛍光増白剤付着による白化、家庭用

塩素系漂白剤による変色、汗と日光の複合作用による変色が考えられる。解答は、

蛍光増白剤、塩素系漂白剤、汗日光のいずれも原因として可とするが、おのおの論

理的かつ技術的に的確な記述が望まれる。 

現象②では、綿ニット表起毛品は、毛羽燃焼(表面フラッシュ)しやすい特性があ

るということを前提にしている。解答では、毛羽燃焼しやすい素材、評価方法、対

策など、総合的な記述が望まれる。 

なお、この解答のポイントは代表例であり、これ以外でも的確な内容もありうる。 

設問 1（２４点） 

<苦情①について> 

（１）苦情品について観察すべき事項（解答１つ） 

・変色の原因が、直接ニットトレーナに付着した物質によるものか、水に溶けている

物質による影響かを確認するために、苦情品で「変色は生地の表面だけか、裏面も

変色しているか」「部分的な変色は特定の部位か、ランダムな部位か」「擦れによる

ものではないか」を観察する。 

・商品に付記されているメンテナンス情報を確認するために、「苦情品の縫い付けの取

扱い絵表示、付記用語」「新品の下げ札表示」を確認する。 

（２）消費者から聞き取るべき事項（解答１つ） 

・付着した可能性のある物質の特性を確認するため、消費者に「使用した洗剤の種類
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や銘柄」「漂白剤や柔軟剤の有無」「洗濯の詳細な条件(洗濯機タイプ、用水、温度、

時間、乾燥方法など)」を聞き取る。 

・着用中や保管中の変色の可能性を確認するために、「特殊な作業はしなかったか」 

「保管場所の環境はどうか」を聞き取る。 

（３）アパレルメーカーが調査すべき事項（解答１つ） 

・生地の変色に関する品質を確認するため、「洗濯堅ろう度データ」「漂白剤を用いた

洗濯堅ろう度データ」「塩素処理水堅ろう度データ」を確認する。 

・本事故以外の事故発生の有無を確認するため、「同一生地、同一製品品番での同様の

事故発生状況」を調査する。 

<苦情②について> 

（１）苦情品について観察すべき事項（解答１つ） 

・生地の着火や火の走りやすさを調べるために、「編密度」「表面の起毛の長さ」「風合

い」を確認する。 

・着火のしやすさを調査するため、「製品のシルエット」「新品と比べ毛羽立ちや空隙

が多いか」を確認する。 

（２）消費者から聞き取るべき事項（解答１つ） 

・洗濯によって毛羽立ちが促進された可能性を調べるために、消費者から「洗濯回数

や洗濯条件(洗濯機機種、用水温度、時間など)」を聞き取る。 

・とくに毛羽立ちに影響があると思われる、タンブル乾燥の有無、柔軟剤使用の有無

を聞き取る。 

（３）アパレルメーカーが調査すべき事項（解答１つ） 

・生地が着火しやすいか等の安全性を確認するために、JIS L 1917「繊維製品の表面

フラッシュ燃焼性試験方法」による試験データを確認する。 

・本事故以外の事故発生の有無を確認するため、「同様の事故発生の有無」を確認する。 

設問２（２４点） 

（１）考えられる原因（解答２つ） 

・家庭用合成洗剤には蛍光増白剤が含まれているものがあり、その付着によって白

っぽくなる。とくに、ベージュなどの淡色では、蛍光増白剤の付着により白っぽ

い色相が顕著になる。蛍光増白剤が均一に付着すると全体に白くなり目立ちにく

いが、洗濯時に直接洗濯物に振り掛かると、その部分だけ蛍光増白剤が多く付着

し部分的な変色となる。 

・洗濯時に塩素系漂白剤を併用したり、洗濯前に何らかの要因で漂白剤が付着し、

変色に至った。 

・着用中に、汗と日光の複合作用により変色が進行し、洗濯でより変色が顕在化し

た。 

（２）確認のための試験方法（解答１つ） 
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・事故品と新品について、ブラックライトによる比較照射試験を行い、部分的な変

色部に蛍光反応があるか確認する。 

・「塩素系漂白剤を用いた洗濯堅ろう度データ」を確認する。 

・生地上に直接洗剤を振り掛けた状態で再現洗濯試験を行い、事故品と同様の部分

的な変色が生じるか確認する。 

・ATTS法や JIS法による光および汗に対する染色堅ろう度試験を実施し、事故品と

同様の変色が生じるか確認する。 

設問３（２４点） 

（１）考えられる原因（解答２つ） 

・生地表面に綿の起毛が存在するために、着火しやすく炎が毛羽表面を走りやすい

状況になっていた。 

・生地が毛羽立ちしやすい甘撚り糸からなるニットであった。 

・家庭洗濯で柔軟剤を過度に使用したり、タンブル乾燥され、より毛羽立ちしやす

い状況であった。 

（２）確認のための試験方法（解答１つ） 

・JIS L 1917「繊維製品の表面フラッシュ燃焼性試験方法」を実施する。ブラッシ

ングで毛羽立たせた生地の下端に接炎させ、火炎伝播時間を測定する試験方法で

ある。200mmまでの火炎伝播時間が１秒以内なら不合格である。 

・簡便法として、垂直に吊るした生地の下端にライターで接炎し、伝播状況を観察

する。 

設問４（２８点） 

（１）苦情①の対策（解答２つ） 

・汗耐光堅ろう度の優れた素材を使用する。(素材) 

・蛍光増白剤を含まない洗剤を使用するよう付記用語などで注意を促す。(表示) 

・蛍光増白剤を含む洗剤を多量かつ継続的に使用するとより強い蛍光を発するので、

洗剤は適量を消費者に勧める。(表示) 

・塩素系漂白剤を併用しないよう取扱い絵表示などで注意を促す。(表示) 

（２）苦情②の対策（解答２つ） 

・綿のニット起毛品は、毛羽密度が小さいため、表面フラッシュが生じやすい。この

ため、毛羽密度が高いコール天やベルベットなどの採用を検討したり、表起毛の長

さを短くしたり、表起毛自体をできるだけ採用しない。(素材) 

・綿 100％でなく、綿/合繊混用ニット生地を検討する。(素材) 

・JIS L 1917「繊維製品の表面フラッシュ燃焼性試験方法」で火炎伝播時間が合格し

た生地を使用する。(素材) 

・生地に難燃加工を施す。(加工) 

・製品デザインは、できるだけ身体に密着するシルエットが望ましい。(縫製) 
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・綿 100％品などの起毛ニット商品には注意表示を付ける。一例:「本商品は、火がつ

くと表面の毛羽が燃えることがありますので、コンロや焚火にはご注意ください」 

(表示) 

 

問題Ｂ 

【解答のポイントと配点】 

この問題は、①活性塩素による変色と②天竺ニットの斜行を取り上げた複合問題

である。 

現象①は、綿麻混のセルロース繊維が洗濯後に変退色を起こした苦情である。苦

情品の色相の変化から塩素等による酸化変色と推察され、一般家庭で使われる水道

水には、わずかな活性塩素が含まれていること、それが原因で変色が起こることを

述べてほしい。 

現象②は、天竺ニットシャツを洗濯したら、生地がねじれて斜行を生じた苦情で

ある。セルロース繊維使いのカジュアルな製品に起こりやすく、斜行が起こる原因

を解明できるかが重要である。改善方法は糸形状、編組織、染色、縫製等の面から

具体的な対策を述べてほしい。 

なお、この解答のポイントは代表例であり、これ以外にも的確な内容もありうる。 

設問 1（２４点） 

<苦情①について> 

（１）苦情品について観察すべき事項（解答１つ） 

・苦情①現象の原因を考察するため、変色が生地の表側のみか、裏側まで及んでいる

かを観察する。表側だけなら日光での日焼けなどが、裏側まで及んでいたら液状物

などが付着して染み込んだものと考えられる。 

・苦情①現象の原因を考察するため、各部位の黄味がかった変色の度合いやムラがな

いかを観察する。著しい変色なら強い酸化剤(塩素漂白剤等)を洗濯に用いたことが

考えられ、著しい変色でなくムラが生じていれば、流水洗いにおける水道水中の活

性塩素の影響などが考えられる。 

（２）消費者から聞き取るべき事項（解答１つ） 

・製品の着用時での原因を考察するため、何時間くらい着用したか、よく汗をかくよ

うな運動をしたかなどの着用状況や、天気については良く晴れていたか、雨が降っ

ていたかなどを聞き取る。 

・製品の洗濯時での原因を考察するため、洗濯に使用した水は水道水か、風呂の残り

湯か、また、漬け置き洗いをしたか、流水すすぎをしたかなど、さらに洗い時間、

温度、洗剤名、漂白剤や柔軟剤の使用有無などを聞き取る。 

（３）アパレルメーカーが調査すべき事項（解答１つ） 

・生地に対する染色工場で使用された染料の種属、染料名、染色方法を聞き取り、そ
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の耐洗濯性、耐塩素性を調査する。 

・生地に対する事前の染色堅ろう度試験結果(洗濯、汗、摩擦、耐光、塩素処理水)が

品質基準に達していたかを調査する。 

・苦情品と同一生地、同一製品品番で、同様なクレームがこれまでに発生していなか

ったか事故状況を調査する。 

<苦情②について> 

（１）苦情品について観察すべき事項（解答１つ） 

・苦情②現象のねじれがどのように発生しているか確認するため、苦情品の身頃の前

後、両袖を見て、ねじれの度合いや発生の有無を観察する。また、苦情品と同一の

新品と比較して寸法変化が生じていないかも観察する。 

・生地に違いがないかを確認するため、苦情品の各パーツの生地の厚みや編組織、手

触りを観察する。また、新品の各パーツと違いがないか観察する。 

（２）消費者から聞き取るべき事項（解答１つ） 

・製品の購入時にねじれが生じていたかどうか確認のため、よく外観を見て購入した

か、試着はしたかなどを聞き取る。 

・製品の着用時に問題がなかったか確認のため、出掛ける時に着用した際にねじれが

生じてなかったか、外で着用している時にねじれてくることはなかったか、無理に T

シャツが引張られることはなかったかを聞き取る。 

・製品の洗濯時に問題がなかったか確認のため、洗濯方法(洗濯機洗いか、手洗いか、

洗濯時間、温度など)、乾燥方法(つり干しか、乾燥機使用か)を聞き取る。 

（３）アパレルメーカーが調査すべき事項（解答１つ） 

・生地における糸の構造に原因があるか考察のため、生地の組成、編組織、糸の形状(単

糸か双糸か、撚り方向、撚り数など)を調査する。 

・製品の耐洗濯性に問題がないか確認のため、洗濯における寸法変化率、外観変化(斜

行度)について、生地並びに製品での事前の試験結果を調査する。 

・生地における生産工程の確認のため、染色工場に生地の仕上げセット方法や、縫製

工場に裁断時の仕上げ直しを行ったかを調査する。 

設問２（２４点） 

（１）考えられる原因（解答２つ） 

・苦情品は、家庭洗濯で使用する水道水中の活性塩素によって変色した。セルロース

繊維に使用する反応染料には、わずかな活性塩素濃度でも変色を起こすものがある。 

・苦情品は、市販の塩素系漂白剤の誤用によって変色した。わずかな使用量でも変色

が起こるので、取扱いでは禁止の表示にしている。 

・苦情品は、染料の選定ミスや染色条件の不具合などによる染色不良な生地を用いた

ので、家庭洗濯により容易に色落ちして変色、退色が生じた。 

（２）確認のための試験方法（解答１つ） 
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苦情品と同一ロットの新品を用いて、下記の試験を実施する。 

・塩素処理水堅ろう度試験を行う。試験方法は JIS L 0884「塩素処理水に対する染色

堅ろう度試験方法」B法とする。 

・流水塩素試験を行う。試験方法は、試料を浸漬したまま、水道水を約２ℓ/分で約 2

時間流し放しにする条件とする。 

・家庭における実用洗濯を行う。家庭用全自動洗濯機による洗濯試験を行い、試験に

は水道水を用い、洗剤、時間、水温は適切な条件で試験を行う。 

・洗濯堅ろう度試験を行う。試験方法は JIS L0844 A-2 法で、洗剤はマルセル並びに

今回調査した洗剤を用いる。 

設問３（２４点） 

（１）考えられる原因（解答２つ） 

・苦情品はセルロース繊維の単糸を用いた天竺編(シングルニット)なので、洗濯す

ることで糸の撚りが戻ろうとする力が働き、編地のねじれが発生した。 

・苦情品は天竺の丸編みなので、編み立て後に地の目が曲がっていた原反を仕上げ工

程で修正したが、糸の撚り止めや組織のセット性が不十分であったため洗濯するこ

とで元の曲がった状態に戻った。 

・苦情品は、タンブル乾燥をしたため機械的揉み作用が強く掛かり、編地組織に緩み

が起きてねじれが生じた。 

（２）確認のための試験方法（解答１つ） 

・苦情品のねじれ（斜行）の程度を測定する。袖下からの裾までの脇線の長さ A と、

裾線での脇縫い目線の曲がりの長さ Bを測定し、B/A×100で斜行度を求める。 

・新品を用いて実用洗濯試験を行う。JIS L0217「繊維製品の取扱いに関する表示記号

及びその表示方法」103法で洗濯し、つり干し乾燥後、斜行度を測定する。また、洗

濯しても脇縫い目線に曲がりが生じていなければ、タンブル乾燥して、斜行度を測

定する。 

設問４（２８点） 

（１）苦情①の対策（解答２つ） 

・生地の染色には、塩素処理水堅ろう度の優れた染料を使用する。(素材) 

・生地の染色に耐塩素にあまり優れていない染料を用いた場合は、塩素処理水堅ろう

度向上剤を用いて変色防止の加工処理を施す。(加工) 

・水道水には塩素が含まれているので、洗濯およびすすぎに用いる水は活性塩素の含

まない水(風呂残り湯)を使用することを薦める取扱い注意の下げ札を付す。(表示) 

（２）苦情②の対策（解答２つ） 

・製品用の編糸を、単糸から双糸使いにすることで、糸の撚り戻りを抑えてねじれを

防止する。(素材) 

・製品用の編糸に、ポリエステルなどの合成繊維を混入した糸を用いて熱セットする
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ことで撚りの戻りを抑えてねじれを防止する。(素材) 

・単糸の天竺編地でも、Z撚り糸と S撚り糸を交互に編んで配置すると糸のトルクが相

殺され、ねじれを防止する。(素材) 

・単糸使いでも両面編み(スムース)やゴム編み(フライス)などのダブルニットの編地

にすると、糸のトルクが表目と裏目で相殺され、ねじれを防止する。(素材) 

・編地の仕上げ加工におけるリラックス処理や機械的地詰め加工、樹脂加工などで寸

法安定性を高めてねじれを防止する。(加工) 

・生地の地の目曲がりを無理に修正しても洗濯したら元の状態に戻るので、染色後の

糸のトルクが取り除かれた状態のままの反物を用いて縫製する。(縫製) 

・天竺の丸編み生地を開反せず筒状のまま身頃に用いることで脇縫いの工程がなくな

り、洗濯後、多少身頃がねじれても外観を損ねることが軽減できる。(縫製) 

 

問題Ｃ 

【解答のポイントと配点】 

この問題は、①純白羊毛セータの保管時に於ける変色（黄変）と②ドライクリー

ニングによる合成皮革の硬化を取り上げた複合問題である。 

現象①の黄変の原因は、次の４点が考えられ、おのおのの論理的かつ技術的に的

確な記述が望まれる。 

a. ポリ袋に含まれる酸化防止剤（BHT）と石油ストーブなどから発生する酸化窒

素ガスの反応により黄変する。 

b. 一般的に漂白加工は還元剤が使われるが、洗いが不十分な場合還元剤が残留し

酸化されて黄変する。 

c. 純白にするため、蛍光増白加工を行う場合、羊毛の蛍光染料は一般的に堅ろう

度が弱く、退色し黄変する。 

d. 羊毛繊維は、経時変化で、黄変する。  

また、現象②の合成皮革の風合いが硬化した原因は、次の３点が考えられる。 

a. 一般的に使用されているポリウレタン樹脂などではなく、ポリ塩化ビニル樹脂

がコーティングされていたため、ドライクリーニング溶剤により、ポリ塩化ビ

ニル樹脂に含まれる可塑剤が溶けだし、柔軟性を失い硬化した 

b. 縫い付けられていた合成皮革は、内層部分にポリ塩化ビニル樹脂を、表層部分

にポリウレタン樹脂をコーティングしている二層構造のものであった。そのた

め、ドライクリーニングを繰り返したことにより、溶剤が内層部分まで浸透し、

ポリ塩化ビニル樹脂に含まれる可塑剤が溶けだし、柔軟性を失い硬化した。 

c. クリーニング店で、合成皮革部分にアイロンを当てたため、ポリウレタン樹脂

が熱で軟化し、合成皮革が収縮したため、硬化した。 

なお、この解答のポイントは代表例であり、これ以外にも的確な内容もありうる。 
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設問１（２４点） 

<苦情①について> 

（１）苦情品について観察すべき事項（解答１つ） 

・製品の黄変が酸化防止剤(BHT)と酸化窒素ガスによるものかを確認するために、黄変

した色の傾向を観察する。レモン色に黄変しているなら、BHTと酸化窒素ガスの反応

が考えられる。 

・製品の黄変が蛍光増白剤の退色によるものなのかを確認するため、黄変が部分的に

むら状になっているのかをブラックライトを照射し観察する。 

・紫外線やガス(防虫剤、酸化窒素ガス、亜硫酸ガス)による黄変か、液体付着(逆汚染)

による黄変かを確認するために、表側だけか裏側まで黄変しているか観察する。 

（２）クリーニング店から聞き取るべき事項（解答１つ） 

・クリーニング前に製品が黄変してなかったか確認のため、消費者から預かった時は、

黄色ぽくなかったかを聞き取る。 

・製品の黄変は、クリーニング中に発生したものなのか、保管中に発生したものなの

かを確認のため、消費者への返却時に、異常がなかったかを聞き取る。 

（３）アパレルメーカーが調査すべき事項（解答１つ） 

・蛍光増白剤の退色で製品が黄変したのかを確認するため、蛍光増白加工を行ったか

どうか調査する。 

・羊毛の漂白加工剤が黄変に影響しているのかを確認するため、酸化漂白剤か、還元

漂白剤か、両方加工したのなら、どちらが先か順番を調査する。 

・製品の黄変は酸化窒素ガスと BHT によるものなのかを確認するため、酸化窒素ガス

試験を行っていたかを調査する。 

<苦情②について> 

（１）苦情品について観察すべき事項（解答１つ） 

・クリ―ニング方法に問題があったのかどうかを確認するため、合成皮革のみ硬化し

ているか、セータ全体が硬化しているかを観察する。 

・溶剤による硬化なのか、経時変化によるものなのか確認するため、合成皮革の表面

は硬化しているだけか、剥離されてベトベトしているかを観察する。 

（２）クリーニング店から聞き取るべき事項（解答１つ） 

・クリーニング工程中に樹脂の硬化が発生したのかを確認するため、消費者が持ち込

んだ時は、合成皮革の硬化はなかったかどうかを聞き取る。 

・ドライクリーニングによって合成皮革が硬化したのかを確認するため、水洗いした

か、ドライクリーニングしたかを聞きとる。また、ドライクリーニングであれば溶

剤名を聞きとる。 

・合成皮革部分にアイロンを当てたか、聞き取る。 

（３）アパレルメーカーが調査すべき事項（解答１つ） 
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・ドライクリーニングの溶剤によって合成皮革が硬化したのか確認するため、合成皮

革の表面層が、ポリウレタン樹脂なのか、ポリ塩化ビニル樹脂なのかを調査する。 

・合成皮革がドライクリーニングに対して耐久性があったのかを確認するため、事前

にドライクリーニング試験を行っていたかを調査する。 

・合成皮革がアイロン熱に対して耐久性があったのかを確認するため、事前に耐熱試

験を行っていたかを調査する。 

・製品自体に問題があるのかを確認するため、本事故品以外に、同様の苦情は出てい

ないか調査する。 

・取扱い絵表示が正常だったのかを確認するため、合成皮革の樹脂が何であるか企画

部門は知っていたかを調査する。 

設問２（２４点） 

（１）考えられる原因（解答２つ） 

・セータをポリエチの袋に入れ保管したため、酸化防止剤(BHT)と酸化窒素ガスが反応

し黄変した。 

・苦情品を高温多湿のクローゼットに保管したため、蛍光染料と酸化窒素ガスが反応

し、黄変した。 

・羊毛の漂白剤に還元剤(ハイドロ)を使ったため、苦情品が保管中に酸化されて黄変

した。 

・苦情品は、羊毛繊維自体の経時変化で黄変した。 

（２）確認のための試験方法（解答１つ） 

・酸化窒素ガス試験を行い、黄変性を確認する。(乾、湿、弱、強)試験 

・ブラックライトで蛍光増白加工を確認し、耐光試験と、晒し戻りの状況を確認する。 

・黄変した試料を還元漂白して、白く戻れば晒し戻りと考えられる。 

設問３（２４点） 

（１）考えられる原因（解答２つ)  

・アパレルメーカーが取扱い絵表示を決めるための製品試験を行わずに、ドライクリ

ーニング可と付けたため、ドライ溶剤でポリ塩化ビニル樹脂に含まれる可塑剤が溶

出して硬化した。 

・アパレルメーカーが合成皮革の樹脂名を把握せずに、本体セータの取扱い絵表示に

準じ、ドライクリーニング可にしたため、ポリ塩化ビニル樹脂に含まれる可塑剤が

溶出して硬化した。 

・クリーニング店が間違って合成皮革部分にアイロンをかけたため、使用しているポ

リウレタン樹脂が収縮し硬化した。 

（２）確認のための試験方法（解答１つ） 

・合成皮革のアップリケを取り寄せ、水洗いとドライクリーニング試験の比較を行う。 

・取扱い絵表示が正しいか確認のため、新品の製品で、商業クリーニング再現試験を
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行う。 

・新品の合成皮革部分にアイロンをかけてみて、収縮、硬化の程度を試験する。また

は、乾熱試験機で 140℃、160℃、180℃と段階的に試験をし、確認する。 

設問４（２８点） 

（１）苦情①の対策（解答２つ） 

・羊毛の純白は避けてクリーム色などに色付けを行い、黄変を目立たなくする。（素材） 

・羊毛の漂白加工を行う場合、還元漂白の後に酸化漂白するようにする。（加工） 

・羊毛は、ほかの繊維に比べとくに白色は黄変しやすいので、消費者に対し保管中の

注意点を情報提供する。(表示) 

（２）苦情②の対策（解答２つ） 

・ポリ塩化ビニル樹脂の合成皮革は、ドライクリーニング可の製品には使用しない。 

(素材) 

・ポリ塩化ビニル樹脂を、ポリウレタン樹脂に切り替える。(素材) 

・装飾品は取り外せるデザインにし、注意タグで情報を伝える。(表示) 

・組成表示に、塩化ビニル樹脂を使用していることを明記し、取扱い絵表示はドライ

×にする。(表示) 

・注意タグに、合成皮革部分にはアイロンを当てないでください、と明記する。(表示) 


