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新 JIS 取扱い表示のルールと新たな課題への取り組み
繊維製品技術研究会（ATTS） 山田

1．繊維製品の取扱い表示改正の経緯
繊維製品の取扱い絵表示は，₁₉₆₈年に日本独自の絵表
示が日本工業規格（JIS L ₀₂₁₇）で定められ，₄₀年以上に

勲

なルールがある．
（1）従来の取扱い表示からの変更点
1）適用範囲

わたって使われてきた．今回の新たな取扱い表示に関す

従来の家庭洗濯における洗濯などの処理方法だけでな

る JIS L ₀₀₀₁及び関連規格（以下「新 JIS」という）の制

く，業者によるドライクリーニングおよびウエットク

定は，我が国の繊維ビジネスの活性化を図るため，昨今

リーニングも追加された．

の繊維製品の生産及び流通のグローバル化に対応すると

2）上限情報の提供

ともに，海外から指摘されている日本独自の絵表示記号

従来は適正な処理方法を示す「指示表示」であったが，

が貿易の技術的障壁になるとの課題を解決するために実

新たな取扱い絵表示では「上限表示（限度表示）」となっ

施された．WTO/TBT 協定の観点から，ISO（国際標準

た．上限表示とは，
「回復不可能な損傷を起こすことのな

化機構）の定める取扱い表示 ISO₃₇₅₈への整合化が前提

い最も厳しい処理・操作についての情報」である．すな

とされた．その中で，繊維製品技術研究会（以下，ATTS

わち，新しい取扱い表示については，「表示通りの処理」

と略す）は JIS L ₀₀₀₁及び関連規格の JIS 開発委員会のメ

または「表示処理条件より弱い処理」であればよいこと

ンバーとして参画しており，取扱い表示変更に伴う問題

となる（図 ₁ 参照）．新 JIS には，消費者の立場に立った

点や課題を解決すべく提案活動を行った．現在も ATTS

家庭洗濯の取扱い表示とし，消費者や販売店等に説明で

では新 JIS 取扱い表示研究分科会を設置し，新 JIS の実

きるよう表示した処理記号の取扱いに対する根拠を持つ

務的な運用や関連する試験方法について議論している．

こと（過保護表示の禁止）が明示された．また，洗濯・

我が国の家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規程

漂白・乾燥・アイロン・商業クリーニングの ₅ つの基本

では，繊維製品への取扱い表示義務が課せられているた

記号が表示されていない場合は，その処理の上限の処理

め，新 JIS L ₀₀₀₁制定に引き続き，表示規程の一部が改

が可能という解釈に変わる．

正され，平成₂₇年 ₃ 月に改正告示の交付，平成₂₈年₁₂月

3）漂白記号の追加・変更

₁ 日に改正告示の施行となっている．

2．繊維製品の取扱い表示改正の内容
今回，グローバル規格に対応した新たな取扱い表示と
なり，従来とは異なる基本的な表示の考え方（上限表示

塩素系漂白剤可否だけでなく，酸素系漂白剤可否の内
容が追加となり，意味合いも変更となった．酸素系漂白
剤の影響を受けると懸念されるものについても，責任を
持って表示者（アパレル製品の製造者・販売者・取扱い
表示の表示者）が漂白記号を選定する必要がある．

や根拠を持った表示の必要性）が採用される．更に，洗
濯・漂白・乾燥・アイロン・商業クリーニングの各処理
記号は全て変更され，記号の組合せや表記方法には新た
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図 1 ．新 JIS 取扱い表示の変更ポイント「上限表示」

Copyright © 2016 The Japan Society of Home Economics

4）商業ウエットクリーニング記号の追加

機（ドラム式），米国で使用している B 形基準洗濯機（ア

業者によるウエットクリーニング記号が追加された．

ジテータ式），日本やアジアで使用している C 形基準洗

家庭では洗濯できない夏物のスーツやジャケット等に対

濯機（パルセータ式）がある．C 形基準洗濯機は，A 形

し，商業ウエットクリーニング（業者による水洗い・仕

基準洗濯機に洗濯機械作用を合わせている．新しい洗濯

上げ処理）ができるかどうかの情報が加わった．

処理記号は日本より洗濯機械作用の強い欧州の洗濯条件
を基準に作られているため，従来の日本の家庭洗濯表示

（2）新 JIS 取扱い表示の処理記号

（₁₀₃）
（洗濯機の標準コース相当）は新 JIS では弱い

1）洗濯処理記号（表 1 ）

操作の洗濯処理相当

洗濯試験方法には，欧州で使用している A 形基準洗濯

（₁₄₁）とされている．数字は洗

濯処理における上限温度であり，日本やアジアの C 形洗
濯機（パルセータ式）については，高温水の給水が危険

表 1 ．洗濯処理のための表示記号
JIS L ₀₀₀₁：₂₀₁₄
表示記号

表示記号の意味

JIS L ₀₂₁₇：₁₉₉₅
番号

表示記号

表示記号の意味

最高温度₉₅℃
通常の洗濯処理

なことや高温では洗濯機に不具合を起こす懸念があるた
め，最高温度₄₀℃以下の表示が使用されることになる．
なお，記号の下線の本数が多いほど，洗濯時の機械作用
が弱いことを意味する．各洗濯処理記号の洗濯時の機械
的作用量（MA 値の範囲）は JIS L ₁₉₃₀の附属書 JA に記

₁₀₁

液温は₉₅℃を限度
とし，洗濯機によ
る洗濯ができる

載されている．表 ₁ に従来の取扱い表示との対応表を示
すが，新 JIS 規格では基本的な考え方や各記号の意味合
いが変わったため，単純な変換として説明できるもので

最高温度₇₀℃
通常の洗濯処理

はないと考えている．

最高温度₆₀℃
通常の洗濯処理

2）漂白処理記号（表 2 ）
衣料用漂白剤には，塩素系漂白剤と酸素系漂白剤の ₂

最高温度₆₀℃
弱い洗濯処理
₁₀₂

液温は₆₀℃を限度
とし，洗濯機によ
る洗濯ができる

最高温度₄₀℃
通常の洗濯処理

種類がある．酸素系漂白剤はさらに過炭酸ナトリウムを
酸化剤として配合する粉末タイプと，過酸化水素を酸化
剤として配合する液体タイプがある．また，酸素系漂白
剤配合の衣料用洗剤が多く使われており，それらも酸素
系漂白可の場合に使用可能となる．

最高温度₄₀℃
弱い洗濯処理

3）乾燥処理記号（表 3 ，表 4 ）
₁₀₃

液温は₄₀℃を限度
とし，洗濯機によ
る洗濯ができる

最高温度₄₀℃
非常に弱い
洗濯処理

乾燥処理記号には，タンブル乾燥処理記号と自然乾燥
処理記号の ₂ 種類がある．今回，欧米で一般的な機械的
乾燥処理であるタンブル乾燥処理が追加された．
タンブル乾燥機とは，機械の中で洗濯物を回転させな

₁₀₄

液温は₄₀℃を限度
とし，洗濯機の弱
水流 又は弱い手洗
いがよい

最高温度₃₀℃
通常の洗濯処理

がら温風で乾燥する衣類乾燥機のことであり，ドラム式
表 2 ．漂白処理のための表示記号
JIS L ₀₀₀₁：₂₀₁₄
表示記号

最高温度₃₀℃
弱い洗濯処理

表示記号の意味

JIS L ₀₂₁₇：₁₉₉₅
番号

表示記号

表示記号の意味

塩素系及び酸素
系漂白剤による
漂白ができる

最高温度₃₀℃
非常に弱い
洗濯処理

₁₀₅

液温は₃₀℃を限度
とし，洗濯機の弱
水流 又は弱い手洗
いがよい

手洗いによる洗
濯処理ができる
最高温度₄₀℃

₁₀₆

液温は₃₀℃を限度
とし，弱い手洗い
がよい洗濯機は使
用できない

洗濯処理は
できない

₁₀₇

水洗いはできない

酸素系漂白剤に
よる漂白はでき
るが，塩素系漂
白剤による漂白
はできない
漂白処理は
できない

₂₀₁

塩素系漂白剤によ
る漂白ができる

₂₀₂

塩素系漂白剤によ
る漂白はできない

表 3 ．タンブル乾燥処理のための表示記号
JIS L ₀₀₀₁：₂₀₁₄
表示記号

表示記号の意味

JIS L ₀₂₁₇：₁₉₉₅
番号

表示記号

表示記号の意味

表 5 ．アイロン仕上げ処理のための表示記号
JIS L ₀₀₀₁：₂₀₁₄
表示記号

タンブル乾燥が可能
普通の温度：排気温
度は最高₈₀℃
タンブル乾燥が可能
普通の温度：排気温
度は最高₆₀℃

表示記号の意味

JIS L ₀₂₁₇：₁₉₉₅
番号

表示記号

底面の最高温度
₂₀₀℃まで

₃₀₁

₂₁₀℃を限度とし，
高い温度（₁₈₀～
₂₁₀℃）で掛けるの
がよい

底面の最高温度
₁₅₀℃まで

₃₀₂

₁₆₀℃を限度とし，
中程度の温度
（₁₄₀～₁₆₀℃）で掛
けるのがよい

底面の最高温
度₁₁₀℃までス
チームなしで
処理

₃₀₃

₁₂₀℃を限度とし，
低い温度（₈₀～
₁₂₀℃）で掛けるの
がよい

アイロン仕上げ
処理はできない

₃₀₄

アイロン掛けは
できない

タンブル乾燥禁止

表 4 ．自然乾燥処理のための表示記号
JIS L ₀₀₀₁：₂₀₁₄
表示記号

JIS L ₀₂₁₇：₁₉₉₅

表示記号の意味

番号

つり干し乾燥がよい

₆₀₁

表示記号

表示記号の意味
つり干しがよい

平干し乾燥がよい

表示記号
₆₀₃

平干しがよい

₆₀₂

日陰のつり干し
がよい

ぬれ平干し乾燥がよ
い
日陰でのつり干し乾
燥がよい
日陰でのぬれつり干
し乾燥がよい
日陰での平干し乾燥
がよい

表 6 ．ドライクリーニングのための表示記号
JIS L ₀₀₀₁：₂₀₁₄

ぬれつり干し乾燥が
よい

₆₀₄

表示記号の意味

JIS L ₀₂₁₇：₁₉₉₅
番号

あくまで，家庭洗濯後の乾燥処理であり，商業用は含ま
ない．
4）アイロン仕上げ処理記号（表 5 ）

₄₀₁

ドライクリーニ
ングができる．
溶剤はパークロ
ロエチレンまた
は石油系のもの
を使用する．

₄₀₂

ドライクリーニ
ングができる．
溶剤は石油系の
ものを使用する．

₄₀₃

ドライクリーニ
ングはできない

石油系溶剤*）による
ドライクリーニング
処理ができる
通常の処理
石油系溶剤*）による
ドライクリーニング
処理ができる
弱い処理

家庭でのアイロン仕上げ処理を表す．従来より，アイ
ロン底面温度の最高値が₁₀℃低くなっている．
5）商業クリーニング処理記号（表 6 ，表 7 ）
従来は，業者によるドライクリーニング処理だけで
あったが，業者によるウエットクリーニング処理も追加
された．弱い処理を表す「―」をつけた記号を含め ₅ 個

表示記号の意味

パークロロエチレン
溶剤及び石油系溶剤
*）によるドライク
リーニング処理がで
きる弱い処理

日陰でのぬれ平干し
乾燥がよい

記号の中の「・」が多いほど，高温での処理となる．

表示記号

パークロロエチレン
溶剤及び石油系溶剤
*）によるドライク
リーニング処理がで
きる通常の処理

日陰の平干しが
よい

洗濯乾燥機の乾燥機能も含まれる．

表示記号の意味

ドライクリーニング
処理ができない

*）石油系溶剤：蒸留温度₁₅₀～₂₁₀℃，引火点₃₈℃以上

の記号が新たに追加となった．なお，記号の下線の本数

L ₁₉₃₁-₃（石油系溶剤によるドライクリーニング処理方

は多いほど，洗濯時の機械作用や溶剤の作用を弱める必

法），JIS L ₁₉₃₁-₄（ウエットクリーニング処理方法）に

要がある．各処理記号の試験方法は JIS L ₁₉₃₁-₂（パー

記載されている．

クロロエチレンによるドライクリーニング処理方法）
，JIS

表 7 ．ウエットクリーニングのための表示記号
JIS L ₀₀₀₁：₂₀₁₄
表示記号

JIS L ₀₂₁₇：₁₉₉₅

表示記号の意味

番号

表示記号

表示記号の意味

ウエットクリーニン
グ処理ができる
通常の処理
ウエットクリーニン
グ処理ができる
弱い処理
ウエットクリーニン
グ処理ができる
非常に弱い処理

図 2 ．家庭洗濯表示が示す目安

ウエットクリーニン
グ処理ができない

3．新しい取扱い表示に関する実用的な内容
図 3 ．家庭洗濯表示とお洗濯の目安₂）

（1）洗濯とアイロンの取扱い表示
家庭での洗濯やアイロンがけする場合，新しい取扱い
表示では図 ₂ のように記号が示す洗濯コースの強弱やア
イロンがけの温度が示される．これからは，新しい洗濯

（2）漂白剤の取扱い表示
従来の表示

は塩素系漂白剤の使用可否に関

表示ではその意味と同じか，それより弱い方法で取扱い

する記号しかなかったが，新しい取扱い表示では酸素系

すればよいという意味になる．言い換えれば，その表示

漂白剤が使用できる表示

より強い方法の場合，損傷したり，失敗したりというこ

更された．また，

ととなる．アイロンがけでは，表示よりも高温での処理

系漂白剤処理もできないことを意味することとなる．衣

をすると，衣類にダメージを与える可能性があり，注意

料用洗剤には酸素系漂白剤を配合しているものもあり，

が追加され，意味合いも変

（漂白処理はできない）は，酸素

表示がある場合には酸素系漂白剤配合の衣料用洗剤

が必要である．
従来の JIS L ₀₂₁₇の₁₀₃法で表す洗濯絵表示

（液温

は₄₀℃を限度とし，洗濯機による洗濯ができる），₁₀₄法

は使用できないことを意味していることに注意しなけれ
ばならない．

（液温は₄₀℃を限度とし，洗濯機

酸素系漂白剤には過炭酸ナトリウムを酸化剤として配

の弱水流または弱い手洗いがよい）が，新 JIS では C₄N

合する粉末タイプと過酸化水素を酸化剤として配合する

で表す洗濯絵表示
法

（最高洗濯温度₄₀℃で普通の処理），C₄M 法

（最高温度₄₀℃で弱い処理）
，C₄G 法

液体タイプとがあり，国内の市販酸素系漂白剤のタイプ

（最高温度₄₀℃

は，おおよそ₉₅％が液体タイプである．なお，粉末タイ

で非常に弱い処理）となり， ₃ 種類に増える．欧州の洗

プは弱アルカリ性のため毛・絹素材には使用できないが，

濯機の方が日本よりも洗濯機械力が強く，欧州の基準に

液体タイプは家庭洗濯できる毛・絹素材にも使用できる

合わせた新 JIS の家庭洗濯試験条件 C₄N 法・C₄M 法・

（表 ₈ 参照）₂）．

C₄G 法を指標とした場合，従来の₁₀₃法で表す洗濯絵表
示

は C₄M 法

（弱い処理）で置き換えることにな

る．但し，衣料品のアイテムにより C₄N 法

（普通

の処理）との置換えも可能である．結局，家庭用全自動
洗濯機の「標準コース」で洗える衣料品の新しい洗濯処

今までになかったタンブル乾燥表示
（低温 最高₆₀℃）

（高温 最高₈₀℃）

（タンブル乾燥禁止）が必

須表示となる．また，新たに加えられた自然乾燥記号も

の ₂ 通りが混在することになる ．

表示できる．ATTS では，過去 ISO タンブル乾燥機と国

なお，消費者庁ウェブサイト「新しい洗濯表示」ページ₂）

産タンブル乾燥機や洗濯乾燥機との比較試験を実施して

にあるパンフレットには図 ₃ に示すような家庭洗濯の表

おり，条件を合わせれば，大きな相違がないことを確認

示とお洗濯の目安が載っており，参考となる．

している₃）．

理表示は，

と

（3）衣類乾燥機の取扱い表示

₁）

あと，今まで使用していた
「あて布」
，

や

の「中性」
，

「ネット使用」の付記は使えなくな

り，これらの情報は，全て付記用語（例えば，中性洗剤使
用，あて布使用，洗濯ネット使用）で表示することになる．

（4）自然乾燥の取扱い表示
自然乾燥の表示と実際の干し方を図 ₄ に示す．四角の
中の棒が洗濯物を干す方向を示す．また，各自然乾燥記

表 8 ．漂白剤の種類と新しい取扱い絵表示との関連₂）

図 5 ．商業ドライクリーニングの表示

図 6 ．商業ウエットクリーニングの表示

図 4 ．自然乾燥の表示と実際の干し方₂）
図 7 ．記号の省略とその解釈について₄）

号の左上に斜線が入ると陰干しを表す．
なお，記号の省略で自然乾燥記号が表示されていない
場合は，つり干し

が可能と解釈できる．

我が国にとってグローバルな視点から今後の繊維ビジネ
スの活性化につながるものと期待される．この新しい取

（5）商業クリーニングの取扱い表示

扱い表示記号が，各方面で正しく理解され，混乱なく利

クリーニング店へ依頼するときは，図 ₅ ，図 ₆ に示す
ドライクリーニング表示やウエットクリーニング表示が

費者や関連業界の積極的な努力が求められる₅）．
最後になるが，消費者周知のための政府広報ビデオ₂）

あるかを確認する．
があれば，家庭洗濯禁止

であっても，クリーニ

ング店でのウエットクリーニングを依頼できる．なお，
これまで，従来の水洗い不可の絵表示

のものが家庭

洗濯できる場合があったが，新 JIS では上限表示となる
ため，新しい表示

用されるためには，表示者はもとより表示を利用する消

（洗濯処理はできない）がある場

合は家庭では洗えないことになる．

が作成されているので，是非多くの関係者にご利用いた
だきたい．
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