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【要約】 

エレファンテック株式会社と日華化学株式会社は, ポリエステル生地を染色した分散染料を脱色 (抜染)する技術

「ネオクロマト加工」を共同開発した. ネオクロマト加工後のポリエステル生地は, 昇華転写印刷等により再度染色が

可能で, 10 回以上脱色と染色を繰り返すことができる. その後, 脱色時に多くの生地に元々塗布されている蛍光増白

剤も除去されてしまい, 抜染部が太陽光下では黄ばんで見えることに気づいた. ポリエステル生地を再利用すること

で, 昇華転写印刷における「白インク」の必要性に気づき基礎開発を行ったので報告する. また, 脱色時にその他の

機能も一緒に除去されることがわかっており, 製品寿命を延長するプロセスにおいて, ファンクショナルプリンティング

の必要性を認識したため, 合わせて報告する.  
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【Abstract】 

Elephantech, Inc. and NICCA CHEMICAL Co., Ltd. have co-developed "Neochromato Process," a technology for 

removing (decolorizing) disperse dyes from polyester fabrics dyed with them. After the Neochromato process, polyester 

fabrics can be re-dyed by sublimation transfer printing, etc., and the decolorizing and re-dyeing can be repeated more 

than 10 times. Subsequently, we noticed that the fluorescent brightener initially applied to many fabrics is removed during 

the decolorization process, and the decolorized areas appear yellowish under sunlight. We realized the necessity of "white 

ink" in sublimation transfer printing by reusing polyester fabrics and conducted essential development. We also found 

that other functions were removed with the white ink at the time of decolorization, and we recognized the necessity of 

functional printing in extending the product life. 
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1. 序論 

2020 年に COVID-19 の影響で大型スポーツイベン

トが 2021 年に延期になったが, その時に著者の友人の

ファッション関係者からロゴや文字が変更された場合に

大量の廃棄物が出る可能性が業界慣習から推測すると

高いという指摘が出た 1. それからロゴをぼかすなどして

布製品を再利用できるようにする方法を模索する中で

開発されたのが, ポリエステル生地から水を使わずに分

散染料を脱色する技術, ネオクロマト加工である.  

現在テキスタイルの大量廃棄問題は大きく取り上げ

られつつある 2. 例えば日本では, 1990 年から 2020 年

にかけて人口は殆ど変わっていないのに, 衣服の年間

国内供給数は, 1.75 倍になっている. 不要になった衣

服は, 66%が処分・埋め立てされている 3. また, 近年リサ

イクル材料の採用は増えてきているものの, テキスタイ

ル to テキスタイルの水平循環が進んでおらず, 業界に

は課題意識がある 4. その中でも, ポリエステルの水平

循環を阻むのは分散染料の処理であり, いくつかアプ

ローチがあるものの 5, 既存の設備でも簡易に処理でき

るのがネオクロマト加工である. また, 布製品の循環に

おいてできるだけ製品価値が高い状態で再循環するの

が望ましい 2. ネオクロマト加工は縫製製品の状態のま

ま再生できるため, マテリアル・ケミカルリサイクルに比

べて価値の高い循環であると言える.  

 
図 1. ネオクロマト加工活用例(靴下) 

しかし可能であれば, 必要な部分だけ脱色し, 再印

刷することがコスト的にも, 環境負荷低減のためにも望
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ましい. そこで, シャツのロゴなど一部の印刷部分だけ

脱色するのは有効だと考えて実験したところ, もともと染

着している蛍光増白剤も脱離してしまうという課題が発

見された.  

2. 課題 

まず, ネオクロマト加工の脱色能力について確認実

験をした.ポリエステル 100%の T シャツの生地に昇華転

写プリントを施し, 日華化学株式会社製ニューソルブ

UC を塗布, ニューソルブ UC とそこに抽出された染料

を吸収するための紙を置き, ヒートプレスを施した. 一

定時間後に紙を取り除くと, 染料がニューソルブ UC と

共に紙に移動してポリエステル生地の脱色が完了する.  

 
図 2. ネオクロマト加工で脱色できる仕組み 

これを昇華転写→ネオクロマト加工→昇華転写→ネ

オクロマト加工・・・と繰り返す実験を 10 回まで行い, 測

色計にて色を計測した. 測色計はセイコーエプソン社

製 SD-10 を使用した. その実験の様子と計測結果を図

3 から図８に示す.  

 
図 3. 条件を揃えるために複数枚を同時にネオクロ的加工し, 

予定回数を過ぎたものを毎回取り出す形で実験した 

 
図 4. 10 回まで繰り返し昇華転写印刷とネオクロマト加工を繰

り返したサンプルを作成した 

 
図 5. EPSON 製 SD-10 にて測色を実施 

 
図 6. 10 回分の色空間における a*とｂ*の値の変化 

 
図 7. 10 回分の色空間における L*の値の変化 

 
図 8. 10 回分の平均値との差 

 

以上のように繰り返し脱色しても⊿Eが 3以下の

変化であり, 十分安定した 6 脱色能力があることが

示された.  

しかし, 部分的にロゴ等をネオクロマト加工に

よって取り除き, 再印刷を施すことを念頭に実験を

したところ, 太陽光下においては図 9 のように黄ば
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んで見えることがわかった. それまで室内ではこの

黄ばみを認識していなかったので, 紫外線による白

色度（JIS L 1916）の差がでて, 生成りの部分が黄色く

見えているのだと認識できた.  

 
図 9. 太陽光下では生成りの部分は黄ばんで見える. エレフ

ァンテックロゴの周囲は四角く蛍光増白機能を再生してある.  

その結果, ネオクロマト加工を施した部分には白

色度を再生する必要があることがわかり, 部分的に

脱色した領域に局所的に再印刷した際に, 製品価値

のある状態に戻すことを目指して実験を行った.  

 

3. 実験・結果 

まず, 蛍光増白剤(Huntsman International 社製 
UVITEX EBF 250%)を濃度調整のために 10 倍に純水で

希釈してバーコーターにて昇華転写紙に塗布, 乾燥の

後に転写したところ白色度が復活することが表 1 のよう

に確認できた. 計測にはコニカミノルタ社製 CM-3700A

を使用した.  

表 1.各部分の白色度計測結果 

なお, 昇華転写紙に対し, 最初に昇華転写カラーイ

ンクを印刷し, その上に重ねて蛍光増白剤をバーコー

ターで塗布しているが, 図 9 のように同時に転写できる

ことを確認している.  

しかし, 全面に白色度を均一に再生することはでき

ても, 部分的に脱色している場合, 脱色部分と機能を

復活させた部分が重なる所, あるいは隙間がある所が

図１０のようにどうしてもでてしまった. そこで, 脱色部と

非脱色部の境目にインクジェットを活用しグラデーション

を掛けて蛍光増白剤を転写することができれば, 境目

を目立たない形で白色度を均一に再生できると考えた.  

前述の 10 倍希釈後の蛍光増白剤の粘度を計測し

たところ 1.5〜2.2mPa・s であったので、その粘度域に対

応したセイコーエプソン社製 S800 ヘッド(水系用)に充填

し, 同社製 R＆D 用インクジェット装置で波形を作り, 吐

出試験をしたところ十分印刷試験が可能であることを確

認できた.  

そこで, 同インクジェットヘッドを搭載した自社の描

画試験機ELTBにてグラデーションを掛けて描画, 転写

を行った結果が図 11 である.  

表 1 のように, 前述の白色度も計測できる測色計に

て計測した結果をもってしてもほぼ同程度に白色度が

再現できていることがわかる.  

以上により部分的に脱色された場合であっても境目

がわからない形で白色度を必要な部分だけ再生できる

ことが示された.  

 

4. 結論 

ネオクロマト加工によるポリエステル製テキスタイル

の脱色時に蛍光増白機能も除去されてしまう点につい

て, 部分的に脱色した場合であっても白色度が製品価

値を持った状態へ復元できることが示された. そもそも

ポリエステル素材は何らかの機能性(難燃, 防臭等)を

付与した布地として製品化されることが多い. それらの

機能も脱色時に同時に除去されてしまうことがあると予

想されており, 今後蛍光増白機能以外の機能も印刷し

部分的に再生できることが求められる可能性がある. イ

ンクジェットによるファンクショナルプリンティングの重要

性は, テキスタイル等の循環経済化において今後も増

していくものと考えられる.  

 

 

 

 

 

 

図 10. ①元の生地, ②脱

色後の生地, ③白色度を

再生した部分, ④元の記

事の上に重ねて蛍光増白

剤を転写した結果明るす

ぎてしまっている部分, (赤

矢印)③④境界部もわか

るが, 特に①④境界部は

かなり分かる. ※なおわ

かりやすくするために紫

外線ランプ下で撮影して

いる.  
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図 11.蛍光増白機能をグラデーションを掛けて印刷, 脱色境界に重ねることで蛍光増白された非脱色部と脱色部の

境界を見えなくすることに成功した.  

Conference on 4D and Functional Fabrication 2022

- 158 -




