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1   さまざまな特性に優れ、廉価であるポリプロピレンは、「夢の繊維」として登場したものの、染色できる染
料がなく一般衣料として広がることはなかった。

2   従来の分散染料では実現しなかったポリプロピレンの染色に向けて、超臨界二酸化炭素流体を媒体とした新
しいタイプの分散染料の開発を目指してきたが、このほど実現し染色堅ろう度の評価も行った。

3   試作のポリプロピレンフリースはポリエステルに比べ 4割近く軽量になるなど、今後の市場拡大が期待され
る。また、今回採用した超臨界染色は無水である点など環境負荷が低く、サステナビリティ社会に向けて重
要性の高い技術である。
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「夢の繊維」ポリプロピレンを染色する

1．はじめに
合成染料の歴史は、1858年にパーキンが偶然

にモーベインを合成したことから始まった。そ
れまでは、繊維は天然染料のみを用いて染めら
れていた。対象は麻、綿、絹、羊毛であり、植
物や動物から抽出された染料はこれらの繊維材
料に比較的良い親和性を有し、灰汁などで後処
理（いわゆる媒染）することで、当時の簡単な
洗濯では大きく色落ちすることはなかった。ナ
イロンをはじめとする合成繊維が出現すると、
これらの繊維を染色できる、すなわち繊維に高
い親和性のある合成染料が製造されるように
なった。セルロースアセテートやポリエチレン
テレフタレート用染料の開発では染料メーカー
各社の努力により分散染料が出現し、染色でき
るようになった。両繊維とも疎水性が高く、以

前に存在していた水溶性の染料は、いずれもこ
れらの繊維に親和性がなかった。これらの疎水
性繊維は、水に溶けない疎水性の染料でなけれ
ば染まらないことが理解されてきた。

繊維と染料間の吸着性（親和性）は、イオン
結合、水素結合が主であったが、アセテートや
ポリエステルが出現すると、これらの繊維と分
散染料は van der Waals力や疎水性相互作用、
ロンドン分散力などの結合様式で結合されると
説明されるようになった。

しかし、ポリエステル繊維よりさらに疎水性
の高いポリプロピレンは、これらの分散染料で
も染色されることはなかった。

われわれはポリプロピレンの染色について基
本に戻り、「似ているものは溶け合う」という理
論に立ち返り、新しいタイプの分散染料の開発
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に取り組んだ。ちょうど時を合わせたように繊
維の染色について世の中は非水染色を目指して
いたため、われわれの染料開発も超臨界二酸化
炭素流体を媒体として用いる方向に設定した。

2．ポリプロピレンについて
ビニル系およびアクリル系モノマーを重合す

ると、置換基の立体配置にいろいろな構造の高
分子が得られる。この置換基の立体規則性を制
御するための重合触媒は、ドイツの Ziegler お
よびイタリアの Natta らによって発明された。
この触媒を用い、置換基の位置を制御し、アイ
ソタクチック、アタクチック、シンジオタクチッ
クの 3種の構造の高分子が製造できるように
なった。Ziegler と Natta はこの発明により
1957年にノーベル化学賞を受賞した。

この技術により製造されたポリプロピレン
は、汎用樹脂の中でも耐熱性に優れ、他の合成
繊維に比べ強度が高く（図表1）1、酸やアルカ
リを含む溶媒に対して高い耐薬品性を有する。
また、比重は 0.91 と小さく、唯一水に浮く繊維
である。ちなみに天然繊維の代表・綿の比重は
1.54、合成繊維ポリエステルでは 1.38、軽いと
いわれるナイロン6 では 1.14 である。

また、ポリプロピレンの原料であるプロピレ
ンは、石油精製時の副産物であり、廉価な繊維

である。このように多くの特徴を有しているポ
リプロピレンは「夢の繊維」として登場し、繊
維業界も高い関心を示したが、染色できる染料
がなく、一般衣料として広がることはなかった。
何とかこの繊維を世の中に広めようという計画
はいくつか進められた。事例を紹介する。

2．1　布団綿としての利用
安くて軽く、水を吸わない特性を生かし、ま

た、染色の必要がない布団綿としてポリプロピ
レン繊維は注目され、かなりの量が生産された
が、綿と混合すると発火する現象が生じ、大き
な問題となった。その問題を解決すべく、抗酸
化剤として、ヒンダードフェノール、ヒンダー
ドアミン、フォスファイト、チオ化合物などを
添加し、また、ベンゾフェノン、ベンゾトリア
ゾールなどの UV吸収剤が添加された、安全な
ポリプロピレン糸が製造されるようになった。
しかし、現在ではより暖かく、軽い羽毛などに
取って代わり、この利用はほとんどない。

2．2　着色ポリプロピレン糸
1）原液着色ポリプロピレンの製造

染色できないポリプロピレンを市場に展開す
るために、染料メーカーは長年、いろいろな方
向から新規染料開発に取り組んできたが、いず
れも染色後の堅ろう度に問題があり実用化され
なかった。このため、着色ポリプロピレン製造
は新たな手法へと切り替えられた。一つ目は染
料や顔料をポリプロピレンに混合して紡糸する、
いわゆる原液着色法（原着）であった。堅ろう
な色素を用いれば、洗濯や日光などで退色する
ことはなく、工業用資材などには多く製造され
た。この方法の欠点は、紡糸ノズルの目詰まり
などの理由で細い糸が引けないこと、いろいろ
な色を準備することができないなどであった。

図表1　主な衣料用繊維の引張強度と伸び率

繊維の種類
引張強度（cN/dtex） 伸び率（%）

乾燥乾燥 湿潤
絹 2.6 ～ 3.5 1.9 ～ 2.5 15 ～ 25
毛 0.9 ～ 1.5 0.7 ～ 1.4 25 ～ 35
綿 2.6 ～ 4.3 2.9 ～ 5.6 3 ～ 7

ポリエステル
filament staple

5.7 6.8 1.5 ～ 2.3
3.8 ～ 5.3 3.8 ～ 5.3 20 ～ 32

アクリル　filament 4.1 ～ 5.7 4.1 ～ 5.7 20 ～ 50
ナイロン　filament 4.2 ～ 5.6 3.7 ～ 5.2 28 ～ 45
ビニロン　staple 3.5 ～ 5.7 2.8 ～ 4.6 12 ～ 26

ポリプロピレン　staple 4.0 ～ 6.6 4.0 ～ 6.6 30 ～ 60
出所：筆者作成

1：例えば、https://www.toishi.info/sozai/textile/textile_tensile.html
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このため、この手法は、水着への展開の一部を
除き、柔らかく、風合いの良い衣料用途には向
いていなかった。

2）改質ポリプロピレンでの対応
原着ポリプロピレンの欠点を補うべくして開

発されたのは、ポリプロピレン繊維の化学改質
などによる染色性付与技術であった。具体的に
は①無水マレイン酸を用いてポリプロピレン繊
維を変性させ、染着座席を与えて染色できるよ
うにしたもの（図表2）2、②ポリプロピレンを
塩素化し染色できるようにしたもの（例えば東
洋紡のハードレン ®）3 で、これらは比較的染色
堅ろう度も良く、一定量が販売された。

図表2　無水マレイン酸改質ポリプロピレン

出所：https://www.ube-ind.co.jp/usal/documents/o315_115.htm

その他に、③紡糸原液にナイロンを添加し染
色できるようにしたものも登場した。ナイロン
の比重はポリエステルなどに比べ低く、多少の
ナイロンを混合しても、得られた複合繊維の比
重はかなり低く、軽量衣料用途として需要が
あった。

大きな問題は、このように改質されたり、複
合化されてできたポリプロピレンはもはやポリ
プロピレンではないために、本来持ち合わせて
いた「リサイクル性」の良さが失われてしまう

ことであった。

3．ポリプロピレン専用分散染料の開発
3．1　基礎研究の開始　

われわれは、1995年に超臨界二酸化炭素を媒
体とする染色の研究を開始すると同時に、この
染色技術の提案者であったドイツの Schollmeyer
らが発表した論文 4 ではまだ対象になっていな
かった、ポリプロピレンの染色について研究を
開始した。当初は乾燥機の中にステンレス製カ
ラムを設置し、乾燥機上部にこれを突き破る形
で循環用ポンプを設置、さらにサイホン式液化
二酸化炭素ボンベから二酸化炭素を取り込む形
で簡単な染色機を作成し、基礎研究を開始した。
基礎研究を終えると経産省の大型プロジェクト
に採択され、2.6リッターの染浴を持つミニプ
ラントを完成させ（図表3）、これを用いて本格
的な研究を開始した。装置の詳細は原書論文に
詳しい 5。図表3 の 20 の部分が染色曹であり、
予め織物を巻き取った多数の穴の開いたステン
レス管をセットし、その上部にろ紙に包んだ染
料粉末を置く。送液ポンプ13 で送られてきた
CO2 は 5 で予備過熱し、染色曹に送られる。9、
10 のマグネットスターラーを用い、CO2 流体が

2：https://www.ube-ind.co.jp/usal/documents/o315_115.htm
3：https://www.toyobo.co.jp/system/files/News_Release/201904/press455.pdf#search=
4：K.Poulakis,E.Schollmeyer,ChemieFasern/Textilind.,41,93-97（1991）
5：K.Miyazaki,I.TabataandT.Hori,Color.Technol.,128,51-59（2011）

図表3　ミニプラント染色機概要

出所：K.Miyazaki, I.Tabata and T.Hori, Color. Technol., 128,51-59（2011）
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曹内で染色管（ビーム）の内部から外部に向け
て循環することで、染料を溶解しながら染色す
るものである。

3．2　超臨界染色の原理と実用化
ここで、超臨界染色について説明を追加して

おく。物質の 3 状態はよく知られており、温度と
圧力の変化により、固体、液体、気体の形態を
とる。密閉容器の中で温度、圧力を上げ、臨界
点を超えると第 4 番目の状態として超臨界流体と
なる。超臨界流体は液体に近い密度を有し、気
体のような高拡散性を示す。いろいろな物質の超
臨界流体の研究は 60 年ほど前から行われ、今
では超臨界水を用いた物質の分解、超臨界エタ
ノールを用いたプラスチック類の原料までへの分
解、さらには超臨界二酸化炭素を用いた各種天
然物からの有用成分や有害成分の抽出などの分
野で実用化されている。中でも超臨界二酸化炭
素は、不活性であるため物質を分解することがな
いので、反応媒体などに多く利用されてきた。超
臨界二酸化炭素を染色の媒体として用いるアイデ
アは、前述のようにドイツの Schollmeyer らのグ

ループによって提案された 4。この方法の最大の
特徴は、従来多量に使われてきた水を全く使用し
ないことであり、さらに染料以外の薬剤の添加
が不要であること、乾燥工程が不要であること、
より短時間で染色が完了すること、廃液が出な
いことなどの特徴があり、サステナブル社会に対
応する染色技術として注目されている。

その後、われわれのグループをはじめ各国で
超臨界二酸化炭素染色の研究開発が続けられて
きた。この技術の原理は Schollmeyer およびわ
れわれのグループにより解明された。その原理
をまとめたものが図表4 である。超臨界二酸化
炭素中で染料はわずかに溶解し、一方、繊維（特
にポリエステルなどの疎水性繊維）は膨潤して
可塑化され、染料分子の繊維内への拡散は非常
に速い。重要なことは、染料の繊維に対する親
和性が高く（分配係数が高く）、繊維が高濃度
に染色できることである。CO2 に全く解けない
酸性染料などスルフォン酸基を有する染料は、
この染色の対象にはならない。

この技術の実用機を開発したのはわれわれの
グループであり 6、2006年に世界で初めて 350ℓ
の実用機を製造したが、これを用いた実用化
には至らなかった。その 3 年後にオランダの
DyeCoo社が市販を開始し、2009年に 1号機を
タイの Yehグループが導入し、ポリエステル

6：田畑功、堀照夫、科学と工業、75,196-203（2001）

写真1　CleanDye社の最新鋭超臨界染色工場の全景

出所：https://cleandye.com/

温度、圧力、結晶化度

染料

染料のCO₂への溶解
dye/CO₂平衡

染料の拡散

繊維

ポリマー中へのCO₂の溶解

溶解度 染着量

ポリマーの膨潤

分配

染料のポリマーへの拡散
（分配）

図表4　超臨界流体染色のメカニズム

出所：筆者作成
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ニットの染色が始まった。その後、DyeCoo社
の装置は、台湾の 4社（2014年、2015年）、ベ
トナムの CleanDye社（2018年）7 などにも導
入され、ポリエステルニットの染色が行われて
いる。インドネシアでは、世界最大の超臨界染
色工場Textile One Indonesia が近々稼働すると
いう。中国や韓国でも各社が装置開発から実用
化までを進めているが、ここでは省略する。

3．3　染料の分子設計
研究当初から、ポリプロピレンを染色するに

は染料分子内にポリプロピレンの化学構造と類
似の官能基を導入すべき、ということが基本に
あった。

通常の分散染料に導入されているのは、せい
ぜい炭化水素鎖はメチル、またはブチル基まで
で、プロピル基以上に長い炭化水素鎖の染料は
ほとんど見当たらない。われわれは、アントラ
キノンを骨格とする染料母体に、ポリプロピレ
ンへの親和性が向上すると期待できる長い炭化
水素鎖を置換基として有する染料を数多く合成
した。それぞれの染料について図表4 に示した
装置を用いポリプロピレン布帛を染色し、各種
堅ろう度を測定した。結果の一例は学術論文に
2報報告した 5、8。脚注6 は黄色、脚注7 は青色

染料についての研究結果であり、炭化水素鎖の
炭素数と染色性との関係などを詳細に示した。
これらの結果を受け、第一段階として図表5 に
示す 3原色をポリプロピレン染色用の基本染料
とした。これらの 3原色の染料はいずれも直鎖
のオクチル基（-C8H17）を有し、この置換基と
ポリプロピレン分子との相互作用が、高い堅ろ
う性の要因と考えた。

その後、さらに改良を加え、分岐した炭化水
素鎖などを導入することでより親和性が上がる
ことを見出した。新規に開発した赤と青の 2種
の染料については、特許を取得した 9、10。黄色
は既存の染料である。

写真2 は最近プレスリリースしたポリプロピ

7：https://cleandye.com/
8：K.Miyazaki,I.TabataandT.Hori,Color.Technol.,128,60-67（2011）
9：特許第6671729号
10：特許第6621172号

図表5　ポリプロピレン染色用の染料の基本構造

出所：K.Miyazaki, I.Tabata and T.Hori, Color. Technol., 128,51-67（2011）

写真2　合成したポリプロピレン用の 3原色染料

出所：有本化学工業株式会社
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レン専用染料の 3原色である。いずれも鮮やか
な色相の染料である。

これらの染料を単独または混合し、前述の
2.6リッターのミニプラントを用いて染色した。
染色条件は、120℃、25MPa で 1時間である。
染色後は圧力を常圧まで下げ、100℃になった
時点で染色物を取り出した。100℃で取り出す
ことにより、染色布帛は、ポリエステルニット
の実用染色と同様、還元洗浄などの洗浄工程が
不要となる（布帛上に染料微粒子等が残ること
はない）。染色したポリプロピレンのサンプル
を 写 真3 に 示 し た。 染 色 濃 度 は い ず れ も
0.3%owf である。黄、赤および青単独の染色と
同様、これらを組み合わせて用いた場合も均一
に、また鮮明に染色できていることが分かる。

3．4　染色堅ろう度の評価
染色されたポリプロピレン布帛は、堅ろう度

評価機関に依頼し、評価した。結果の一例を図
表6 に示した。黄色染料による染色物の耐光堅

ろう度が 3.5級であることを除き、その他の堅
ろう度は全て 4級以上であり、ポリプロピレン
の染色としては異例の高い堅ろう性を確保して
いる。

4． 期待される市場展開
価格、物性を考えれば、自由な色に染色でき

るポリプロピレンの市場は膨大になると予想さ
れる。試作したポリプロピレンフリースは軽く
て柔らかく、暖かさに感動を覚えた。ポリエス
テルに比べ 4割近く軽くなることは大きな特徴
であり、水着や各種スポーツウエアなどフリー
ス以外への展開も期待できる。また、未改質ポ
リプロピレンはリサイクルが容易であることも
大きなメリットで、一時期展開が注目された車
両のシートをはじめ、ドア材、マットなどへの
応用も脚光を浴びると思われる。

5． おわりに
現在、超臨界染色の実用化はポリエステル

図表6　染色されたポリプロピレン布帛の各種堅ろう度

染料名 染色媒
体

染色
濃度 耐光

昇華 洗濯 摩擦

変色 ナイロン
汚染 変色

汚染 綿汚染

ナイロン 液 乾 湿

黄色染料 CO2 0.3%owf 3.5 4.5 4 5 5 5 4.5 4

赤色染料 CO2 0.3%owf 4以上 5 4 4.5 5 4 5 4.5

青色染料 CO2 0.3%owf 4以上 5 4.5 4.5 5 4.5 5 5
出所：筆者作成

写真3　染色されたポリプロピレン布帛

出所：筆者提供
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ニットが主な対象で、そのため Nike、adidas、
Puma、Mizuno のスポーツアパレル4社と、家
具の IKEA の 5社のみがこれを展開している。
台湾の一部でポリエステルとナイロン織物も若
干染めているが、現有の装置では生産性が低い
と聞く。また、YKK ではファスナーの染色の
ために、国内で 350ℓの装置3基が稼働してい
るという。

中国ではいろいろなタイプの超臨界染色機の
開発が進み、いろいろな繊維を対象に一部は実
用化されている。日本、韓国、中国では織物も
対象にした染色装置の開発が進み、いずれも
近々市販されると思う。

ナイロンでは濃色に染色できる分散染料、綿
では反応型の分散染料の開発が相次ぎ、実用化
までは時間がかからないと思う。また、台湾な
どでは、染色されたポリエステルの染料抽出に
超臨界流体技術を用いる国家プロジェクトも進
んでいる。

まだ工業用水に困らない日本では超臨界染色
へのシフトを真剣に考える企業は少ないが、ヨー
ロッパおよびアメリカでも、先行すべきと動き
出す企業も出てきた。SDGs およびサステナビ

リティ社会の構築にはなくてはならない技術で
あり、われわれは意識をもってこの技術の世界
への展開を推し進めていきたいと思っている。
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