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（1）ポリエステルの特徴
　ポリエステルは、1950 年代に開発された石油を原料とする合成繊維です。日本では東レと帝人がライセンスを受け
て「テトロン」という商標で生産販売されました。その後、多くの繊維会社が製造に乗り出し、 現在、生産量としては、
合成繊維の中では最も多く、繊維全体では綿に次ぐ繊維用素材となっています。
　現在では、超極細繊維糸、異形断面糸、中空糸、異収縮混繊糸等、様々な目的で多岐にわたる糸の開発がされています。
ポリエステルの形態安定性とナイロンの柔らかさ、弾力性、ストレッチ性を備えた「PTT繊維（ポリトリメチレンテレ
フタレート）」などの新しい素材が続々と市場に出ています。

　■長所
・物理的な力（引っ張り、曲げ伸ばし、摩擦など）に極めて強く、耐薬品性にも優れ、最も安定した繊維素材。
・水分をほとんど吸収しないので、水洗いでも収縮や変形が少なく、シワになりにくいので、W&W性（ウォッシュ
＆ウェア＝洗ってそのまま着る）にも優れます。
・熱可塑性があり、熱セットにより寸法安定性、形状保持性を確保でき、プリーツもしっかりとつきます。
・紡糸しやすいため、様々な形状の糸を作ることができ、様々な風合いや機能性を持たせることができます。
　　→例、シルキー素材、ドライウェア（吸汗・速乾）など

（1）ポリエステルの問題点
・熱の影響を受けやすい
　ナイロンと同じく、熱の影響を受けやすい素材です。高温アイ
ロンでは繊維の表面が軟化して平面につぶれ、テカリを発生させ
ますので、仕上げ温度には注意が必要です。
　特にポリ乳酸繊維は、融点が 170℃と通常のポリエステルより
かなり低いので注意が必要です。

・減量加工の問題
　ポリエステルは、強いアルカリで「減量加工」を行うことがで
きます。強アルカリによって繊維表面から溶解し、絹織物からセリシンを除去したときのような軟らかな風合いが得ら
れます。しかし、通常の状態より、かなり強度が落ちますので、場合によっては簡単に損傷するような事も起こります。
下の写真は、子供用のポリエステル 100％のブルゾンで、クリーニングしたところ、背中に横方向に激しく目撚れを生
じたものです。指でつまむだけでも拡大写真のように簡単に破れてし
まう状況が確認できます。
　近年ポリエステル繊維そのものが、従来のものと比較すると極端に
細くなっているため、シルクのような風合いを持つと同時に従来のポ
リエステルの良さであった「イージーケア性」が失われ、ひじょうに
デリケート素材として扱わなければならなくなりました。この様なポ
リエステルを「新合繊」と言います。
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・染色が難しく、様々な問題がある
　ポリエステルは、疎水性（水に馴染みにくい）繊維の代表で
す。水分率は 0.4％で、ナイロンの 1/10 以下、綿と比較すると
1/20 以下です。このため普通の染料では染まりませんので「分
散染料」という、特殊な染料を使用します。
　この染料は、非常に細かい微粒子で水に溶けないため、「分
散剤」という「界面活性剤」によって水の中に溶かし（まんべ
んなく分散させ）、高い温度（120 ～ 130℃）と圧力でポリエ
ステル繊維の分子同士の結合をゆるめて隙間を作り、その中へ
この染料をに押し込むようにして染色します。　そして、最終
的には生地表面付着している余分な染料を除去（ソーピングと
いいます）して、色泣きや色落ちが発生しないようにしている
のですが、このソーピングが不十分な場合、ドライクリーニン
グで溶剤を汚染したり、色泣きや移染を起こしたりすることが
あります。
　また、ポリエステルは、溶かした原料を糸にするので表面が
平滑で光を反射しやすいため、また通常の繊維のように染料溶
液が容易に浸透しないので、鮮明な色や濃い色に染色すること
がひじょうに難しい素材です。特に深く美しい黒を表現するこ
とが難しく、濃色を表現するためには大量の染料を必要としま
す。特に「新合繊」のようなポリエステル繊維の極細化に伴っ
て、同じ太さの糸なら繊維の表面積が格段に大きくなっている
ので、さらに大量の染料が必要となり、これらが前述のソーピ
ング不足やサーモマイグレーション（熱によって染料が移動す
る事。この場合、熱セットされるときに繊維内部に入り込んだ
染料が、熱によって再び繊維表面に移動し、余剰染料の状態と
なる事）で繊維表面に浮き上がり、様々なトラブルを引き起こ
しています。

　右の写真は、濃染加工という表示があるポリエステル 100％
の婦人フォーマルウェアですが、表示通りドライクリーニング
すると、試験管写真の様な溶剤汚染を起こします。
　この製品は、非常に深く美しい黒でしたが、ポリエステルの
染色の実際を考えると、この様な商品は、新しい内は程度の差
はあるでしょうが、溶剤汚染を起こす可能性が高いと考えられ
ますし、激しく溶剤を汚染した場合、同浴品を汚染する可能性
も考えておく必要があります。
　また、溶剤汚染を起こすということは、生地表面の染料が脱
落しているということであり、ポリエステルの性質から考える
と「深い黒」の濃色度が下がる＝醒める＝色褪せるということ
であり、新品と比較した場合などにクレームになることが予想
されるので注意が必要です。

・熱で変色したり、樹脂加工などが介在して汚染が発生する。
　右の写真は、綿 /ポリエステルのワイシャツで、三ッ山プレスの熱板が当たっ
たところだけ変色しています。
　これは、「分散染料が昇華」した結果と推測されます。「昇華」とは、物質が
固体から液体にならずに直接気体になってしまう（蒸発する）事で、この場合、
非常に細かい粉末（固体）の分散染料が蒸発してしまう現象です。
　特に商業ランドリーの仕上げ工程で使用されるプレス機は、設定蒸気圧（電
熱の場合、サーモスタット設定）によりますが、160℃～ 170℃程度になり、こ
の様な高温で濡れがけプレスを繰り返されると、熱板が当たったところだけ色
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が褪せたようになってしまいます。また、この様な状況下では、先に述べた「サーモマイグレーション」も発生しやす
く、熱板が当たったところだけ、繊維の中に入り込んでいた染料が繊維表面に移動して「昇華」とは逆に「色が濃くなっ
たように（＝濃色化）」見える場合もあります。

　おそらく、昇華現象が起こる前に、まず濃色化が起こり、表面に
移行した染料がさらにプレスで加熱を繰り返されることによって
徐々に昇華していくと思われます。
　また、濃色のポリエステル製品と、ある種の樹脂加工された淡色
の商品を重ね合わせて保管した場合などに、ポリエステルの分散染
料が樹脂加工層へ移動して汚染が発生することもあります。
　特に最近の繊維製品には樹脂加工されたものが多いので、白っぽ
い衣類をポリエステルの濃色製品に重ねて置いて保管するのは避け
る方が良いでしょう。

・タンブラー乾燥でプリーツが消失することがある。
　ポリエステルは、「熱可塑性（熱によって形状を変え、
冷えるとその形状を保持する性質）」がありますので、適
正に熱セットされていれば、少々ではプリーツは消失しま
せんが、タンブラー乾燥温度が高温になった場合などには、
プリーツが甘くなったり、消えてしまうことがあります。
これは、ガラス転移点という性質に関係します。ガラス転
移点とは、分子同士の結合がゆるみ、動きやすくなる温度
の事で、ポリエステルの場合約 70℃といわれています。
これを越えた熱の中で、叩き作用や揉み作用が加わった場
合、プリーツが緩くなったり、消失したり、変形したりす
ることがあります。特に、水で濡れた状態でタンブラー乾
燥すると起こりやすいようです。
　また、従来型のポリエステルより、新合繊の方が影響が
大きく、この事からも新合繊の取り扱いには、注意を払う
必要があるということが判ります。

（1）アクリルの特徴
　アクリルは、1941 年、日本で発明された石油を原料とする合成繊維です。ナイロンやポリエステルが原料を熱で溶
かして糸を作るのに対し、アクリルの原料は、熱で変質してしまうため、溶剤で溶かして紡糸します。
　柔らかくて、暖かく嵩高（かさだか）性があるというウールに似た風合いを持っており、カシミア風の柔らかな風合
いのものから、モヘア風の粗い味のものまで自由に作ることができるので、ニット製品やウールとの混紡、フェイクファー
等によく利用されます。、また、合成繊維の中では最も染色性に優れ（カチオン染料を使用します）、発色がよく、洗濯
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＊タンブラー内温度が 60° C の時、タンブラー内胴表面温
度は　70数° C以上の事があるので注意。またタンブラーの温度計が、
どこの温度を測っているかも機械によって異なるので注意が必要。

アクリル
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や日光に対する染色堅牢性も高いため、無理なく鮮やかな
色合いを表現できるので、マイヤー毛布やぬいぐるみにも
うってつけの素材です。さらにカビや虫の被害を受けない、
薬品にも強く、耐久性にも優れます。ほとんどがステープ
ル（短繊維）という形で生産されていますが、わずかです
が長繊維（フィラメント）もあり、シルキー素材としての
利用もあります。

（2）アクリルの欠点
・静電気を帯びやすい
　アクリルの最大の欠点は、静電気を帯びやすいことです。これによって着用中ひじょうに不快な静電気のショックを
受けることになります。特にウールとの組み合わせで発生しやすく、またニット製品の場合、毛玉の原因にもなります。
ウール 100％の場合、毛玉は脱落しやすいのですが、アクリルが混じると容易に脱落せず、また静電気により周囲のリ
ントまで巻き込みますので、ひじょうに見栄えが悪い状態になります。
　また、アクリルファーなどは静電気で空気中のちりやほこりを引き寄せてしまいますので、くすんだ感じになり、ま
た手触りも悪くなってしまいます。

・汚れた洗浄液でくすみを生じやすい
　アクリルは、洗浄液中の汚れをひじょうに吸着しやすいため、ドライク
リーニング・水洗の場合ともに、他の被洗物の汚れの影響を受けないよう
にできるだけ単品、または汚れの少ないモノと小負荷の同浴で、清浄な洗
浄液で洗うことが大切です。また、臭いも吸着しやすいので、可能な限り
水洗いがよいと思われます。

・熱に弱く、変形・収縮・伸びが発生する事がある。
　アクリルは、ポリエステルと同じくらいのガラス転移点（約 70℃）ですが、
この温度前後で物理的な性質の変化が特に大きいと言われています。　
　右の写真は、アクリルフェイクファー付きのコートをタンブル乾燥（50
～ 60℃前後）して、ファーがチリチリになってしまったものです。通常、
この程度の温度ではこの様な変化は起こりませんが、中にはアクリルと表
示しているのに実際はアクリル系（耐熱性がより低い）の割合が多いもの
もあり、注意が必要です。　
　また、ガラス転移点付近の温度となる高温タンブル乾燥時に、熱が加わっ
た状態で揉まれたり叩かれたりして「伸びや変形」を生じやすいことにも
注意が必要です。
　さらに、仕上げの段階で高温のスチームが当たると、アクリルファーは右の写真の事例と同様の変化を起こす可能性
が大きいため、スチームアイロンやトンネルには充分注意が必要です。また、逆に伸びるという現象（熱による変形と
考えればよく解りますが）も発生します。組織の緩いニット製品などは、高温のスチームが当たると伸びてしまいます
ので、リブ編み部分が伸びきってしまうと言う事故にも繋がります。

＊アクリルとアクリル系
　アクリルのもう一つのタイプに「アクリル系」繊維があります。アクリルの主成分は、アクリロニトリルというもの
ですが、これを 85%以上含んだものが「アクリル」で、35～ 85%を含むものがアクリル系です。
　アクリル系は塩化ビニルや塩化ビニリデンが含まれているため、難燃性にすぐれており、カーテンやかつらなどに使
われています。ただ、燃えにくいということと熱に強いか（変形しやすさ）　どうかということは別です。上のフェイク
ファーの事例のように、ちょっとした熱が加わることで大きく変化する場合があります。
　現在、繊維製品の多くが中国で生産されていますが、中国の表示法では、アクリルとアクリル系の区別がなく、アク
リルと表示されていても実際にはアクリル系の場合がありますので、特に熱に対する注意が必要です。
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