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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　極細繊維束からなる絡合不織布、及び、その内部に含有されたアクリル系樹脂、加脂剤
及び合成ゴムからなり、該アクリル系樹脂、該加脂剤及び該合成ゴムがこれらを含む水性
分散液の固化物であり、前記合成ゴムが、オレフィンゴム又はアクリロニトリル－ブタジ
エンゴムである、皮革様シート。
【請求項２】
　前記アクリル系樹脂の含有量が絡合不織布の３～１０質量％であり、前記合成ゴムの含
有量が絡合不織布の０.３～３質量％であり、該アクリル系樹脂と該合成ゴムの質量比が
２／１～８／１である請求項１に記載の皮革様シート。
【請求項３】
　前記加脂剤の含有量が絡合不織布の１～４質量％であり、該加脂剤と合成ゴムの質量比
が１：１～２０：１である請求項１又は２に記載の皮革様シート。
【請求項４】
　前記加脂剤が動物油、植物油、及び動物油、植物油の半合成品から選ばれる請求項１～
３のいずれか１項に記載の皮革様シート。
【請求項５】
　絡合不織布の内部に水分散性ポリウレタンをさらに含有する請求項１～４のいずれか１
項に記載の皮革様シート。
【請求項６】
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　請求項１～５のいずれか１項に記載の皮革様シートからなる銀付調皮革様シート。
【請求項７】
（１）海成分が水溶性ポリビニルアルコール系樹脂である海島型繊維から長繊維ウェブを
製造する工程、
（２）前記長繊維ウェブを絡合処理して絡合ウェブを製造する工程、
（３）前記水溶性ポリビニルアルコール系樹脂を水により抽出して海島型繊維を極細長繊
維束に変換し、絡合不織布を製造する工程、及び
（４）前記絡合不織布にアクリル系樹脂、加脂剤、及びオレフィンゴム又はアクリロニト
リル－ブタジエンゴムである合成ゴムを含有する水性分散液を含浸し、乾燥し、固化させ
る工程
を含む皮革様シートの製造方法。
【請求項８】
　前記水性分散液が水性エマルジョンである請求項７に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天然皮革調の柔軟性を有しながら、熱エンボス処理などの型押し処理をして
も厚み方向に潰れにくく、かつ、良好なエンボスパターンを形成することができる皮革様
シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、皮革様シートに意匠性に優れた外観を与えるために熱エンボス処理（型押し処理
）が行われている。樹脂の有機溶剤溶液又は有機溶剤分散液を絡合不織布に含浸し、湿式
凝固により樹脂のスポンジ状ネットワーク構造を形成した皮革様シート、例えば、特許文
献１に記載のようにポリウレタン樹脂のジメチルホルムアミド溶液を含浸し、湿式凝固さ
せる工程及びエラストマーと油状物のトルエン溶液を塗布し乾燥する工程を経て得られた
皮革様シートでは、熱エンボス処理しても樹脂のスポンジ状ネットワーク構造により皮革
様シートが厚み方向に潰れることは少なかった。
【０００３】
　有機溶剤を用いることは、労働環境上及び自然環境保全上好ましくなく、樹脂の水性分
散液を用いることが検討されている。しかし、樹脂の水性分散液を用いた場合には、樹脂
の有機溶剤溶液又は有機溶剤分散液を用いた場合と異なり、樹脂のスポンジ状ネットワー
ク構造が形成されにくく、得られた皮革様シートを熱エンボス処理すると厚み方向の潰れ
が著しかった。含浸する樹脂の量を多くすると、厚み方向の潰れは少なくなるが、皮革様
シートの柔軟性、風合いが損なわれる。このため、樹脂の水性分散液を用いても、皮革様
シートの柔軟性、風合いを損なうことなく、熱エンボス処理時の厚み方向への潰れを少な
くする技術が求められていた。
【０００４】
　皮革様シートに熱エンボス処理により意匠性に優れた外観を与えるためには、エンボス
ロールのパターンが精確に皮革様シート表面に転写されること（良好なエンボス性）が必
要である。特許文献２の実施例１には、ポリウレタン樹脂のジメチルホルムアミド溶液を
海島型繊維の絡合ウェブに含浸し、湿式凝固させる工程、海島型繊維の海成分をパークロ
ロエチレンで抽出して極細繊維束に変換する工程、及びエラストマーと油状物質を含む水
分散液を得られた絡合不織布に含浸し乾燥する工程を経て得られる皮革様シートが記載さ
れている。しかし、このようにして得られた皮革様シートのエンボス性は不十分であり、
より改善されたエンボス性を有する皮革様シートが求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１３１８８０号公報
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【特許文献２】特開２００４－４４０６８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記従来技術の問題を解決し、天然皮革調の柔軟性を有すると共に、熱エン
ボス処理などの型押し処理をしても厚み方向に潰れにくく、かつ、エンボスロールのパタ
ーンが精確に転写される皮革様シートを提供することを目的とする。さらに、本発明は、
従来の有機溶剤溶液及び有機溶剤溶液分散液を用いることなく、水性分散液を用いた皮革
様シートの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を達成すべく本発明者らは鋭意検討を重ねた結果、アクリル系樹脂及び合成ゴ
ムを含む水性分散液を絡合不織布に含浸し、該水性分散液を固化して得られた皮革様シー
トが、有機溶剤溶液及び有機溶剤分散液の代わりに水性分散液を用いたにも関わらず、上
記目的を達成することを見出した。
【０００８】
　すなわち本発明は、極細繊維束からなる絡合不織布、及び、その内部に含有されたアク
リル系樹脂及び合成ゴムからなり、該アクリル系樹脂及び該合成ゴムがこれらを含む水性
分散液の固化物である皮革様シートに関する。
【０００９】
　さらに本発明は
（１）海成分が水溶性ポリビニルアルコール系樹脂である海島型繊維から長繊維ウェブを
製造する工程、
（２）前記長繊維ウェブを絡合処理して絡合ウェブを製造する工程、
（３）前記水溶性ポリビニルアルコール系樹脂を水により抽出して海島型繊維を極細長繊
維束に変換し、絡合不織布を製造する工程、及び
（４）前記絡合不織布にアクリル系樹脂及び合成ゴムを含有する水性分散液を含浸し、乾
燥し、固化させる工程
を含む皮革様シートの製造方法に関する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の皮革様シートはアクリル系樹脂及び合成ゴムを含むので、厚さ方向に加えられ
る外力に対する反発性が良好である。従って、アクリル系樹脂及び合成ゴムがこれらを含
む水性分散液の固化物であるにもかかわらず、熱エンボス処理時の厚み方向への潰れが少
なく、また、良好なエンボス性を示す。さらに、本発明の皮革様シートの製造方法は有機
溶剤溶液及び有機溶剤溶液分散液を用いないので労働環境上及び環境保護上好ましい。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の皮革様シートは絡合不織布、及び、その内部に含有された、アクリル系樹脂及
び合成ゴムを含む水性分散液の固化物からなる。
【００１２】
　アクリル系樹脂としては、例えば、軟質成分、架橋形成性成分、硬質成分と前記いずれ
の成分にも属さないその他の成分からなる水分散性または水溶性の重合体が挙げられる。
【００１３】
　軟質成分とは、その単独重合体のガラス転移温度（Ｔｇ）が－５℃未満、好ましくは－
９０℃以上で－５℃未満である成分であり、非架橋性（架橋を形成しない）であることが
好ましい。軟質成分を形成するモノマーとしては、例えば、アクリル酸エチル、アクリル
酸ｎ－ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸イソプロピル、（メタ）アクリル酸ｎ
－ヘキシル、（メタ）アクリル酸２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸ラウリル、（
メタ）アクリル酸ステアリル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸ベンジル、アクリ
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ル酸２－ヒドロキシエチル、アクリル酸２－ヒドロキシプロピルなどの（メタ）アクリル
酸誘導体などが挙げられ、これらのうち１種または２種以上を用いることができる。
【００１４】
　硬質成分とは、その単独重合体のガラス転移温度（Ｔｇ）が５０℃を越え、好ましくは
５０℃を越えて２５０℃以下である成分であり、非架橋性（架橋を形成しない）であるこ
とが好ましい。硬質成分を形成するモノマーとしては、例えば、メタクリル酸メチル、メ
タクリル酸エチル、メタクリル酸イソプロピル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸
シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸、メタクリル酸ジメチルアミノエチル、メタクリル
酸ジエチルアミノエチル、メタクリル酸２－ヒドロキシエチルなどの（メタ）アクリル酸
誘導体；スチレン、α－メチルスチレン、ｐ－メチルスチレンなどの芳香族ビニル化合物
；（メタ）アクリルアミド、ダイアセトン（メタ）アクリルアミドなどのアクリルアミド
類；マレイン酸、フマル酸、イタコン酸およびそれらの誘導体；ビニルピロリドンなどの
複素環式ビニル化合物；塩化ビニル、アクリロニトリル、ビニルエーテル、ビニルケトン
、ビニルアミドなどのビニル化合物；エチレン、プロピレンなどで代表されるα－オレフ
ィンなどが挙げられ、これらのうち１種または２種以上を用いることができる。
【００１５】
　架橋形成性成分とは、架橋構造を形成し得る単官能または多官能エチレン性不飽和モノ
マー単位、または、ポリマー鎖に導入されたエチレン性不飽和モノマー単位と反応して架
橋構造を形成し得る化合物（架橋剤）である。単官能または多官能エチレン性不飽和モノ
マーとしては、例えば、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリ
コールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，
４－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アク
リレート、１，９－ノナンジオールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ
（メタ）アクリレート、ジメチロールトリシクロデカンジ（メタ）アクリレート、グリセ
リンジ（メタ）アクリレートなどのジ（メタ）アクリレート類；トリメチロールプロパン
トリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレートなどのトリ
（メタ）アクリレート類；ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート等などのテ
トラ（メタ）アクリレート類；ジビニルベンゼン、トリビニルベンゼンなどの多官能芳香
族ビニル化合物；アリル（メタ）アクリレート、ビニル（メタ）アクリレートなどの（メ
タ）アクリル酸不飽和エステル類；２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピルアクリレー
トとヘキサメチレンジイソシアネートの２：１付加反応物、ペンタエリスリトールトリア
クリレートとヘキサメチレンジイソシアネートの２：１付加反応物、グリセリンジメタク
リレートとトリレンジイソシアネートの２：１付加反応物などの分子量が１５００以下の
ウレタンアクリレート；（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸
２－ヒドロキシプロピルなどの水酸基を有する（メタ）アクリル酸誘導体；（メタ）アク
リルアミド、ダイアセトン（メタ）アクリルアミドなどのアクリルアミド類およびそれら
の誘導体；グリシジル（メタ）アクリレートなどのエポキシ基を有する（メタ）アクリル
酸誘導体；（メタ）アクリル酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸などのカルボキシル
基を有するビニル化合物；ビニルアミドなどのアミド基を有するビニル化合物などが挙げ
られ、これらのうち１種または２種以上を用いることができる。
【００１６】
　架橋剤としては、例えば、オキサゾリン基含有化合物、カルボジイミド基含有化合物、
エポキシ基含有化合物、ヒドラジン誘導体、ヒドラジド誘導体、ポリイソシアネート系化
合物、多官能ブロックイソシアネート系化合物などが挙げられ、これらのうち１種または
２種以上を用いることができる。
【００１７】
　アクリル系樹脂のその他の成分を形成するモノマーとしては、例えば、アクリル酸メチ
ル、メタクリル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸ヒドロキシプロピル、グリシジル（メタ）ア
クリレート、メタクリル酸ジメチルアミノエチル、メタクリル酸ジエチルアミノエチルな
どの（メタ）アクリル酸誘導体が挙げられる。
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【００１８】
　前記アクリル系樹脂の融点は１３０～２４０℃であるのが好ましく、１３０℃での熱水
膨潤率は１０％以上、好ましくは１０～１００％である。一般に、熱水膨潤率が大きい程
アクリル系樹脂は柔軟であるが、分子内の凝集力が弱い為、後の工程や製品の使用時に剥
落することが多く、バインダーとしての作用が不十分になる。上記範囲内であるとこのよ
うな不都合を避けることができる。
【００１９】
　前記アクリル系樹脂の融点は次のようにして求めた。示差走査熱量計（ＴＡ３０００、
メトラー社製）を用いて、窒素雰囲気下、昇温速度１０℃／分で室温からポリマー種類に
応じて３００～３５０℃まで昇温後、直ちに室温まで冷却し、再度直ちに昇温速度１０℃
／分で３００～３５０℃まで昇温したときに得られた吸熱ピーク（融点ピーク）のピーク
トップ温度を融点とした。
【００２０】
　前記アクリル系樹脂の１３０℃での熱水膨潤率は次のようにして求めた。厚さ２００μ
ｍのアクリル系樹脂フィルムを加圧下１３０℃で６０分間熱水処理し、５０℃に冷却後、
ピンセットで取り出した。過剰な水をろ紙でふき取り、重量を測定した。浸漬前の重量に
対する増加した重量の割合を熱水膨潤率とした。
【００２１】
　本発明で使用する合成ゴムは、厚さ０．５ｍｍのシートにした場合に室温で破断伸度３
００％以上を示し、外力を与えると容易に変形するが、除くと直ちにほぼ原形に回復する
高分子物質である。合成ゴムは前記アクリル系樹脂及び任意成分である加脂剤の保持体と
して作用する。
【００２２】
　合成ゴムの具体例としては、オレフィンゴム及びアクリルニトリル－ブタジエンゴムが
好ましい。
【００２３】
　オレフィンゴムとは、炭化水素鎖を主とする樹脂であり、０℃以下のガラス転移点を有
するセグメントを有する。そのような例としては、例えばＥＰＲ(エチレン－プロピレン
ゴム)、ＥＢＲ(エチレン－ブチレンゴム)、ＨＢＲ(水添ブタジエンゴム)、ポリイソプレ
ンなどが挙げられる。これら重合体の製造法は公知であり、その主要原料モノマーとして
、例えばエチレン、プロピレン、ブテン、オクテン等のオレフィン、イソブチレン、シク
ロプロペン、シクロブテン、シクロペンテン、シクロオクテン、シクロオクタジエン、ブ
タジエン、イソプレン、ノルボルネンなどの環状炭化水素化合物やジエン系炭化水素化合
物を挙げることができる。これらのモノマーを適宜混合し、既存の重合法、例えばラジカ
ル重合、アニオン重合、カチオン重合によって重合される。最終物性、特に耐候性を高め
るために水素添加を施すことも好ましく行われる。
【００２４】
　特に、エチレンとα－オレフィンとの共重合体がオレフィンゴムとして好ましい。α－
オレフィンとしては、例えばプロピレン、１－ブテン、１－ペンテン、１－へキセン、１
－へプテン、１－オクテン、１－ノネンなどが挙げられる。エチレンとα－オレフィンと
の共重合は、通常Ｚｉｅｇｌａｒ－Ｎａｔｔａ触媒やメタロセン触媒の存在下において行
われる。この場合、炭素数１～８の炭化水素基側鎖を有するユニットの含有量が主鎖を構
成するエチレンユニットに対して５～６０モル％である共重合体が、アクリル系樹脂と加
脂剤の保持に特に優れる点で好ましい。また、α－オレフィン以外の他のモノマーを少量
共重合していてもよい。そのようなモノマーとしては、スチレン、メチルメタクリレート
、ブチルメタクリレート、アクリロニトリルなどが挙げられる。オレフィンゴムの数平均
分子量は特に限定されないが、１０，０００～９００，０００が好ましい。
【００２５】
　アクリロニトリル－ブタジエンゴムは通常アクリロニトリルとブタジエンとを乳化重合
して得られる。アクリロニトリル含有量（結合アクリロニトリル）に応じて、極高ニトリ
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ル（４３％以上）、高ニトリル（３６～４２％）、中高ニトリル（３１～３５％）、中ニ
トリル（２５～３０％）、低ニトリル（２４％以下）に分類されている。結合アクリロニ
トリル量の増加によって耐油性、耐磨耗性、機械的強度が向上する。アクリロニトリル－
ブタジエンゴムの数平均分子量は特に限定されないが、５００００～７０００００が好ま
しい。
【００２６】
　アクリロニトリル－ブタジエンゴムは、アクリル系樹脂と加脂剤との親和性が良く、ア
クリル系樹脂と後述する加脂剤の保持性に特に優れているので、特に好ましく用いられる
。
【００２７】
　本発明の皮革様シートにおいて、アクリル系樹脂の含有量は絡合不織布に対して３～１
０質量％が好ましく、３～８質量％がより好ましく、３．５～７質量％がさらに好ましい
。合成ゴムの含有量は絡合不織布に対して０.３～３質量％が好ましく、０.５～２.５質
量％がより好ましく、０.８～２質量％がさらに好ましい。また、アクリル系樹脂と合成
ゴムの質量比は２／１～８／１が好ましく、２．５／１～６／１がより好ましく、３／１
～５／１がさらに好ましい。アクリル系樹脂と合成ゴムの合計含有量は絡合不織布に対し
て１～９質量％が好ましく、１．５～８質量％がより好ましく、２～７質量％にするのが
特に好ましい。上記範囲内であると、熱エンボス（型押し）時に皮革様シートが厚さ方向
に潰れにくく、エンボス性も良好である。特に、アクリル樹脂含量が上記範囲より少ない
と、皮革様シートの比重が低くなり過ぎ、熱エンボス時に厚さ方向に潰れる。アクリル樹
脂含量が上記範囲より多いと、皮革様シートの比重は十分高くなり、熱エンボス時に厚さ
方向に潰れにくくなるが、皮革様シートの風合いが硬くなる。
【００２８】
　次に、本発明の皮革様シートの製造方法の一例について詳しく説明する。
【００２９】
　はじめに、海島型繊維を紡糸し、海島型繊維を意図的に切断することなく長繊維ウェブ
を製造する（工程（１））。海島型繊維は少なくとも２種類のポリマーからなる複合繊維
であり、海成分ポリマーからなるマトリクス中に島成分ポリマーが分散した断面を有する
。海島型繊維は、海成分ポリマーを溶剤または分解剤により抽出除去または分解除去する
ことにより、島成分ポリマーからなる極細長繊維が複数本集まった繊維束に変換される。
島成分ポリマーは海成分ポリマーとは非相溶であり、また、抽出用溶媒に対する溶解性ま
たは分解剤による分解性が異なる。
【００３０】
　島成分ポリマーの具体例としては、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリオレ
フィン系樹脂およびポリウレタン系樹脂、またはこれらの変性樹脂等が好ましく用いられ
る。なお、これらの中では、表面物性、風合い、および極細長繊維の融着性に優れる点か
ら、変性ポリエステル系樹脂が、とくに、イソフタル酸変性ポリエステル系樹脂が好まし
い。
【００３１】
　島成分ポリマーは、１６０℃以上、特に、１８０～３３０℃の範囲に融点ピークを有す
る結晶性ポリマーであることが好ましい。なお、融点ピークは、示差走査熱量計（ＤＳＣ
）でポリマーを融解及び固化させた後、再度定速で昇温させて融解させたときに測定され
る吸熱ピークのトップ温度である。
【００３２】
　また、島成分ポリマーは、ＤＳＣではじめに定速で昇温させてポリマーを融解させたと
きに現れる融点ピークよりも低い吸熱ピーク（以下、副吸熱ピークとも称する）を有する
ことがさらに好ましい。副吸熱ピークを有する場合には、島成分ポリマーの融点ピーク温
度よりも低い副吸熱ピーク温度以上に昇温することにより、極細長繊維が軟化する。従っ
て、後述する皮革様シートの表面を熱エンボスすることにより、表面を構成する極細長繊
維同士のみを部分的に融着することにより繊維銀面を形成させることができる。このよう
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な島成分ポリマーから形成される極細長繊維としては、変性ポリエステル系樹脂からなる
部分配向糸（Partially oriented yarn, POY）であることが副吸熱ピークの消失を防ぐ点
からとくに好ましい。
【００３３】
　島成分ポリマーの副吸熱ピーク温度は、融点ピーク温度よりも３０℃以上、さらには５
０℃以上低いことが、風合いを損なうことなく極細長繊維同士を融着処理しやすい点から
好ましい。副吸熱ピーク温度の下限は特に限定されず、例えば、融点よりも１６０℃以上
低くてもよい。
【００３４】
　海成分ポリマーとしては、溶剤に対する溶解性または分解剤による分解性が島成分ポリ
マーよりも大きいポリマーが選ばれる。また、島成分ポリマーとの親和性が小さく、かつ
、紡糸条件において溶融粘度及び／又は表面張力が島成分ポリマーより小さいポリマーが
海島型繊維の紡糸安定性に優れている点から好ましい。このような条件を満たす海成分ポ
リマーの具体例としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、エチレン－プ
ロピレン系共重合体、エチレン－酢酸ビニル系共重合体、スチレン－エチレン系共重合体
、スチレン－アクリル系共重合体、水溶性ポリビニルアルコール系樹脂などが挙げられる
。これらの中では、水溶性ポリビニルアルコール系樹脂（水溶性ＰＶＡ）が有機溶剤を用
いることなく水系媒体により溶解除去が可能であるために環境負荷が低い点から好ましい
。以下、水溶性ＰＶＡを用いた場合について詳しく説明する。
【００３５】
　水溶性ＰＶＡのケン化度は９０～９９．９９モル％が好ましく、９３～９９．９８モル
％がより好ましく、９４～９９．９７モル％がさらに好ましく、９６～９９．９６モル％
が特に好ましい。ケン化度が９０モル％以上である場合には、熱分解やゲル化を抑制した
溶融紡糸が可能であり、また、水溶性や生分解性にも優れている。また、ケン化度が９９
．９９モル％よりも大きい水溶性ＰＶＡは工業的な生産性に劣る傾向がある。
【００３６】
　海島型繊維の平均断面積はとくに限定されないが、３０～８００μｍ2の範囲であるこ
とが好ましい。また、海島型繊維の断面における、海成分ポリマーと島成分ポリマーとの
平均面積比は５／９５～７０／３０が好ましく、１０／９０～３０／７０がより好ましい
。
【００３７】
　海島型繊維は海成分ポリマーと島成分ポリマーとを複合紡糸用口金から溶融押出する溶
融紡糸により製造することができる。複合紡糸用口金の口金温度は海島型繊維を構成する
ポリマーのそれぞれの融点よりも高い溶融紡糸可能な温度であれば特に限定されないが、
通常、１８０～３５０℃の範囲が選ばれる。
【００３８】
　口金から吐出された溶融状態の海島型繊維は、冷却装置により冷却され、さらに、エア
ジェットノズルなどの吸引装置により目的の繊度となるように１０００～６０００ｍ／分
の引取速度に相当する速度の高速気流により牽引細化される。牽引細化された長繊維を移
動式ネットなどの捕集面上に堆積させることにより実質的に無延伸の長繊維ウェブが得ら
れる。なお、形態を安定化させるために、長繊維ウェブを必要に応じてプレス等により部
分的に圧着してもよい。このようにして得られる長繊維ウェブの目付はとくに限定されな
いが、１０～１０００ｇ／ｍ2の範囲であることが好ましい。
【００３９】
　本発明において、長繊維とは、繊維長が通常３～８０ｍｍ程度である短繊維よりも長い
繊維長を有する繊維であり、短繊維のように意図的に切断されていない繊維をいう。例え
ば、極細化する前の長繊維の繊維長は１００ｍｍ以上が好ましく、技術的に製造可能であ
り、かつ、物理的に切れない限り、数ｍ、数百ｍ、数ｋｍあるいはそれ以上の繊維長であ
ってもよい。
【００４０】
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　工程（１）で得られた長繊維ウェブに絡合処理を施すことにより絡合ウェブを製造する
（工程（２））。
【００４１】
　例えば、工程（１）で得られた長繊維ウェブをクロスラッパー等を用いて複数層重ね合
わせた後、その両面から同時または交互に少なくとも１つ以上のバーブが貫通する条件で
ニードルパンチする。
【００４２】
　パンチング密度は、３００～５０００パンチ／ｃｍ2が好ましく、５００～３５００パ
ンチ／ｃｍ2がより好ましい。パンチング密度がこの範囲であると、充分な絡合が得られ
、また、ニードルによる海島型繊維の損傷を抑制することができる。
【００４３】
　また、海島型繊維の紡糸工程から長繊維ウェブの絡合処理までのいずれかの段階におい
て、海島型繊維に油剤や帯電防止剤を付与してもよい。さらに、必要に応じて、長繊維ウ
ェブを７０～１５０℃程度の温水に浸漬する収縮処理を行うことにより、長繊維ウェブの
絡合状態を予め緻密にしておいてもよい。また、ニードルパンチの後、熱プレス処理する
ことによりさらに海島型繊維の存在密度を緻密にして絡合ウェブの形態を安定にしてもよ
い。ただし、後述するように、本発明においては、極細長繊維を形成する島成分ポリマー
の副吸熱ピーク以上の温度で且つ融点ピーク未満の温度で熱プレスすることにより繊維銀
面を形成させることが好ましいために、副吸熱ピークが消失しないような低温（例えば、
１３０～２００℃）で熱プレスすることが好ましい。
【００４４】
　上記の絡合処理により、海島型長繊維が三次元的に絡合した絡合ウェブが得られる。絡
合ウェブの目付は、１００～２０００ｇ／ｍ2程度であることが好ましい。また、絡合ウ
ェブの厚さ方向に平行な断面において、海島型繊維の横断面が平均６００～４０００個／
ｍｍ2程度存在することが好ましい。
【００４５】
　次に、工程（２）で得られた絡合ウェブ中の海島型繊維を極細長繊維に変換することに
より、極細長繊維からなる絡合不織布を製造する（工程（３））。例えば、絡合ウェブ中
の海島型繊維から海成分ポリマーを除去することにより、極細長繊維の繊維束からなる絡
合不織布を製造する。
【００４６】
　海島型繊維から海成分ポリマーを除去する方法としては、海成分ポリマーのみを選択的
に溶解する溶剤または選択的に分解する分解剤で絡合ウェブを処理する従来の極細繊維形
成方法が限定なく用いられる。例えば、海成分ポリマーとして水溶性ＰＶＡを用いる場合
には溶剤として熱水が用いられ、海成分ポリマーとして易アルカリ分解性の変性ポリエス
テルを用いる場合には、水酸化ナトリウム水溶液などのアルカリ性分解剤が用いられる。
【００４７】
　海成分ポリマーとして水溶性ＰＶＡを用いる場合においては、水溶性ＰＶＡの除去率が
９５～１００質量％程度になるまで、絡合ウェブを８５～１００℃の熱水中で１００～６
００秒間処理することが好ましい。なお、ディップニップ処理を繰り返すことにより、海
成分ポリマーを効率的に抽出除去できる。水溶性ＰＶＡを用いた場合には、有機溶媒を用
いずに海成分ポリマーを選択的に除去することができるために、環境負荷が低く、また、
揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の発生を抑制できる点から好ましい。
【００４８】
　海島型繊維を極細長繊維に変換する前後、または極細長繊維に変換する際には、繊維の
存在密度を高めるために湿熱収縮処理を行ってもよい。このような湿熱収縮処理により得
られる絡合不織布の形態保持性及び機械的特性が向上する。
【００４９】
　湿熱収縮処理は次のような条件で行うことが好ましい。例えば、絡合ウェブに海成分ポ
リマーの量に対して３０～２００質量％程度の水分を付与した後、相対湿度が７０％以上
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、好ましくは９０％以上で、６０～１３０℃の加熱水蒸気雰囲気下で６０～６００秒間加
熱処理する。このような条件で湿熱収縮処理することにより、島成分ポリマー（長繊維形
成成分）が収縮し、水蒸気で可塑化された海成分ポリマーが圧搾されるために容易に緻密
化する。そして、引き続き、収縮処理された絡合ウェブを８５～１００℃、好ましくは９
０～１００℃の熱水中で１００～６００秒間処理することにより海成分ポリマーが溶解除
去される。海成分ポリマーの除去率を上げるために、必要に応じて、さらに８０～９８℃
の温水を用いて、水流速度２～１００ｍ／分で１～２０分間水流抽出処理してもよい。
【００５０】
　極細長繊維への変換と同時に湿熱収縮処理を行う場合は、絡合ウェブを次のような条件
で処理することが好ましい。例えば、絡合ウェブを６５～９０℃の熱水中に３～３００秒
間浸漬する。このような処理により、海島型繊維が収縮して海成分ポリマーが圧搾される
。引き続き、８５～１００℃、好ましくは９０～１００℃の熱水中で１００～６００秒間
処理する。このような処理により、圧搾された海成分ポリマーが海島型繊維からさらに抽
出される。海成分ポリマーの除去及び収縮により、より緻密化された絡合不織布が得られ
る。
【００５１】
　上述した湿熱収縮処理により、面積収縮率が２５％以上、好ましくは３０～７５％にな
り、高密度化された絡合不織布が得られる。なお、面積収縮率は、下記式：
［（湿熱収縮処理前の面積－湿熱収縮処理後の面積）／湿熱収縮処理前の面積］×１００
により計算される。
【００５２】
　上記の処理により得られた極細長繊維の繊維束の繊度は０.５～１０ｄｔｅｘであるこ
とが好ましく、繊維束中の極細長繊維の本数は５～１０００本であるのが好ましく、極細
長繊維の単繊維繊度は０．３ｄｔｅｘ以下であるのが好ましく、０.００１～０．３ｄｔ
ｅｘであるのがより好ましい。
【００５３】
　絡合不織布の目付は、１４０～３０００ｇ／ｍ2が好ましく、２００～２０００ｇ／ｍ2

がより好ましい。絡合不織布の湿潤時の剥離強力は、４ｋｇ／２５ｍｍ以上が好ましく、
４～１５ｋｇ／２５ｍｍがより好ましい。剥離強力がこのような範囲である場合には、得
られる皮革様シートの耐摩耗性、形態保持性及び充実感が良好である。
【００５４】
　絡合不織布の湿潤時の剥離強力は下記のようにして測定した。たて１５ｃｍ、幅２．７
ｃｍ、厚さ４ｍｍのゴム板の表面を２４０番のサンドペーパーでバフ掛けし、表面を十分
に粗くした。溶剤系の接着剤（ＵＳ－４４）と架橋剤（ディスモジュールＲＥ）の１００
：５の混合液を該ゴム板の粗面とたて(シート長さ方向)２５ｃｍ、幅２．５ｃｍの試験片
の片面に１２ｃｍの長さにガラス棒で塗布し、１００℃の乾燥機中で４分間乾燥した。そ
の後、ゴム板と試験片の接着剤塗布部分同士を貼り合わせ、プレスローラーで圧着し、２
０℃で２４時間キュアリングした。蒸留水に１０分浸漬した後に、ゴム板と試験片の端を
それぞれチャックで挟み、引張試験機で引張速度５０ｍｍ／分で剥離した。得られた応力
－ひずみ曲線（ＳＳ曲線）の平坦部分から湿潤時の平均剥離強力を求めた。結果は、試験
片３個の平均値で表した。
【００５５】
　次いで、得られた絡合不織布に前記アクリル系樹脂及び前記合成ゴムを含有する水性分
散液、好ましくは水性エマルジョンを含浸し、乾燥し、固化させる（工程（４））。水性
分散液は前記アクリル系樹脂及び前記合成ゴムを水に分散させることにより調製すること
が出来るが、市販されているアクリル系樹脂の水性エマルジョン、合成ゴム水性のエマル
ジョンを用いてもよい。アクリル系樹脂を含有する水性分散液と合成ゴムを含有する水性
分散液を別々に含浸してもよいが、双方を含む水性分散液を含浸させるのが、アクリル系
樹脂が合成ゴムに担持された構造が得られ易く、熱エンボス時に厚み方向に潰れにくくな
る。また、工程数が少なくなり生産性が向上する。
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【００５６】
　水性分散液の固形分濃度（アクリル系樹脂及び合成ゴムの合計濃度）は、１０～４０質
量％が好ましく、１５～２５質量％がより好ましい。
【００５７】
　水性分散液は、ディップ・ニップ、コーティング、スプレーなどの方法により絡合不織
布に含浸させることが出来るが、ディップ・ニップにより含浸させるのが好ましい。水性
分散液を含浸した絡合不織布を１１０～１５０℃で０.５～３０分間加熱乾燥して水性分
散液を固化させることによりアクリル系樹脂を担持した合成ゴムが絡合不織布中に分布し
ている皮革様シートが得られる。絡合不織布の両面を加熱してもよいし、一方の面のみを
加熱してもよい。両面を加熱した場合には、固化したアクリル系樹脂と合成ゴムは厚み方
向に均一に分布する。一方の面のみを加熱した場合は、含浸した水性分散液が加熱される
面に移行する。表面に移行したアクリル系樹脂の延展性により良好なエンボスパターンが
得られるので、エンボス性が特に良好な皮革様シートを得る場合には一方の面のみを加熱
するのが好ましい。
【００５８】
　水性分散液には加脂剤を添加してもよい。加脂剤を使用することにより天然皮革に似た
柔軟性としっとりしたオイル感を有する皮革様シートが得られる。加脂剤としては、例え
ば、牛脚油などの動物油、ヒマワリ油、ひまし油などの植物油、ポリオキシエチレン硬化
ひまし油エーテル、ソルビタンモノオレエートなどの動物油、植物油の半合成品が挙げら
れる。
【００５９】
　加脂剤を使用する場合、加脂剤の含有量は絡合不織布の１～４質量％が好ましい。加脂
剤と合成ゴムの質量比（加脂剤／合成ゴム）は１／１～２０／１であるのが好ましく、１
／１～１０／１であるのがより好ましく、１／１～２／１であるのがさらに好ましい。こ
の範囲内であると、天然皮革様の柔軟性としっとりしたオイル感が得られ、また、加脂剤
が皮革様シートの表面にブリードすることもない。
【００６０】
　本発明の効果を損なわない範囲で、水性分散液に、染料、顔料などの着色剤、抗菌剤、
防臭剤、浸透剤、消泡剤、滑剤、撥油剤、増粘剤、ポリビニルアルコール、カルボキシメ
チルセルロースなどの水溶性高分子化合物を配合してもよい。
【００６１】
　本発明の皮革様シートは、必要に応じて、水分散性ポリウレタン系樹脂を含有していて
もよい。しかし、過剰量の水分散性ポリウレタン系樹脂は皮革様シートの風合いを硬くし
、エンボス性を低下させるので、その含有量は絡合不織布の１０質量％以下にするのが好
ましく、５質量％以下にするのがより好ましい。
【００６２】
　水分散性ポリウレタン系樹脂としては、平均分子量２００～６０００の高分子ポリオー
ル、有機ポリイソシアネ－ト、及び鎖伸長剤を、所定のモル比で反応させることにより得
られる各種のポリウレタン系樹脂が挙げられる。
【００６３】
　高分子ポリオールとしては、例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコ
ール、ポリテトラメチレングリコール、ポリ（メチルテトラメチレングリコール）などの
ポリエーテル系ポリオールおよびその共重合体；ポリブチレンアジペートジオール、ポリ
ブチレンセバケートジオール、ポリヘキサメチレンアジペートジオール、ポリ（３－メチ
ル－１，５－ペンチレンアジペート）ジオール、ポリ（３－メチル－１，５－ペンチレン
セバケート）ジオール、ポリカプロラクトンジオールなどのポリエステル系ポリオールお
よびその共重合体；ポリヘキサメチレンカーボネートジオール、ポリ（３－メチル－１，
５－ペンチレンカーボネート）ジオール、ポリペンタメチレンカーボネートジオール、ポ
リテトラメチレンカーボネートジオールなどのポリカーボネート系ポリオールおよびその
共重合体；ポリエステルカーボネートポリオール等が挙げられる。また、必要に応じて、
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３官能アルコールや４官能アルコールなどの多官能アルコール、又は、エチレングリコー
ル等の短鎖アルコールを併用してもよい。これらは単独で用いても、２種以上を組み合わ
せて用いてもよい。特に、非晶性のポリカーボネート系ポリオール、脂環式ポリカーボネ
ート系ポリオール、直鎖状ポリカーボネート系ポリオール共重合体、及び、ポリエーテル
系ポリオール等が、柔軟性と充実感のバランスにより優れた皮革様シートが得られる点か
ら好ましい。
【００６４】
　有機ポリイソシアネートとしては、例えば、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホ
ロンジイソシアネート、ノルボルネンジイソシアネート、４，４’－ジシクロヘキシルメ
タンジイソシアネート等の脂肪族あるいは脂環族ジイソシアネート等の無黄変型ジイソシ
アネート；２，４－トリレンジイソシアネート、２，６－トリレンジイソシアネート、４
，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネートポリウレタン
等の芳香族ジイソシアネート等が挙げられる。また、必要に応じて、３官能イソシアネー
トや４官能イソシアネートなどの多官能イソシアネートを併用してもよい。これらは単独
で用いても、２種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの中では、４，４’－ジシク
ロヘキシルメタンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、２，４－トリレンジ
イソシアネート、２，６－トリレンジイソシアネート、４，４’－ジフェニルメタンジイ
ソシアネート、キシリレンジイソシアネートが、機械的特性に優れることから好ましい。
【００６５】
　鎖伸長剤としては、例えば、ヒドラジン、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、ヘ
キサメチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、キシリレンジアミン、イソホロンジアミ
ン、ピペラジンおよびその誘導体、アジピン酸ジヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジド
などのジアミン類；ジエチレントリアミンなどのトリアミン類；トリエチレンテトラミン
などのテトラミン類；エチレングリコール、プロピレングリコール、１，４－ブタンジオ
ール、１，６－ヘキサンジオール、１，４－ビス（β－ヒドロキシエトキシ）ベンゼン、
１，４－シクロヘキサンジオールなどのジオール類；トリメチロールプロパンなどのトリ
オール類；ペンタエリスリトールなどのペンタオール類；アミノエチルアルコール、アミ
ノプロピルアルコールなどのアミノアルコール類等が挙げられる。これらは単独で用いて
も、２種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの中では、ヒドラジン、ピペラジン、
エチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、イソホロンジアミンおよびその誘導体、ジ
エチレントリアミンなどのトリアミンの中から２種以上組み合わせて用いることが、力学
性能の点から好ましい。また、鎖伸長反応時に、鎖伸長剤とともに、エチルアミン、プロ
ピルアミン、ブチルアミンなどのモノアミン類；４－アミノブタン酸、６－アミノヘキサ
ン酸などのカルボキシル基含有モノアミン化合物；メタノール、エタノール、プロパノー
ル、ブタノールなどのモノオール類を併用してもよい。
【００６６】
　水分散性ポリウレタン系樹脂は絡合ウェブの製造工程後からアクリル系樹脂と合成ゴム
を含有する水性分散液を含浸し固化する工程後のいずれの段階で付与してもよい。水分散
性ポリウレタン系樹脂の水分散体（固形分濃度は通常１０～４０質量％）をナイフコータ
ー、バーコーター、ロールコーター、ディッピングなどの方法により絡合ウェブ、絡合不
織布に含浸させ、例えば、１００～１５０℃で０．５～３０分間加熱して、水分散体を固
化させればよい。
【００６７】
　本発明の皮革様シートの厚さはその用途に応じて異なるが、通常、０.８～１.５ｍｍが
好ましく、目付は４００～１０００ｇ／ｍ2であることが好ましい。また、絡合不織布の
表面にポリウレタン等で代表される樹脂で表層を形成してもよい。
【００６８】
　皮革様シート表面に意匠性を付与するための熱エンボスは、２～４ｍ／分のライン速度
、エンボスロールの表面温度１６０～１８０℃、エンボス圧２～４ｋｇ／ｃｍ2で行うの
が好ましい。このような条件で熱エンボス処理を行うと、樹脂で表層を形成した場合は、
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皮革様シートの厚みを潰すことなくエンボスの意匠が忠実に形成され、樹脂と繊維で表層
を形成した場合は、皮革様シートの厚みを潰すことなく皮革様シート表層部の極細長繊維
が軟化し密着して繊維銀面が形成される。
【実施例】
【００６９】
　本発明を実施例によりより詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもの
ではない。
【００７０】
実施例１
　水溶性変性ＰＶＡを海成分、６モル％イソフタル酸変性ポリエチレンテレフタレ－ト（
変性ポリエステル）を島成分として用い、海成分／島成分が２５／７５（質量比）となる
ように２６０℃の溶融複合紡糸用口金（島数：２５島／繊維）から吐出した。紡糸速度が
３７００ｍ／分となるようにエジェクター圧力（引き取り風圧）を調整し、平均繊度２．
１デシテックスの海島型繊維をネット上に堆積し、スパンボンドシートを得た。
　表面温度４２℃の金属ロールでネット上のスパンボンドシートを軽く押さえることによ
り表面の毛羽立ちを抑えた。スパンボンドシートをネットから剥離し、表面温度５５℃の
格子柄の金属ロールとバックロールとの間で２００Ｎ／ｍｍの線圧でスパンボンドシート
を熱プレスし、表層の海島型繊維が格子状に仮融着された目付３１ｇ／ｍ2の長繊維ウェ
ブを得た。
【００７１】
　得られた長繊維ウェブに油剤および帯電防止剤を付与した後、クロスラッピングにより
１２枚重ねて総目付が３７２ｇ／ｍ2の重ね合わせウェブを作製した。針折れ防止油剤を
スプレーした後、針先端から第１バーブまでの距離が３．２ｍｍの６バーブ針を用い、重
ね合わせウェブを針深度８．３ｍｍで両面から交互に３３００パンチ／ｃｍ2でニードル
パンチすることにより絡合ウェブを得た。ニードルパンチ処理による面積収縮率は６８％
であった。得られた絡合ウェブの目付は５３０ｇ／ｍ2であった。
【００７２】
　絡合ウェブを７０℃の熱水中に２８秒間浸漬する収縮処理を行った。次いで、９５℃の
熱水中でディップニップ処理を繰り返すことにより海成分ポリマー（水溶性変性ＰＶＡ）
を溶解除去し、平均繊度０．２デシテックスの２５本の極細繊維からなる繊維束が３次元
的に交絡した絡合不織布を得た。
　収縮処理による面積収縮率は５２％であった。また、絡合不織布の目付は７６０ｇ／ｍ
2、見掛け密度は０．６０２ｇ／ｃｍ3、剥離強力は１３．３ｋｇ／２５ｍｍであった。
【００７３】
　バフィングにより絡合不織布の厚みを１．２５ｍｍに調整した後、得られた絡合不織布
を下記水性分散液中でパッターを用いてライン速度６ｍ／分で２回ディップニップ処理し
た（ピックアップ率：６０％）。
【００７４】
水性分散液
（ａ）１００質量部の固形分濃度６０質量％の水系アクリルエマルジョン（日華化学製カ
セゾールＡＲＳ－２）
（ｂ）５０質量部の固形分濃度３０質量％の水系ゴムエマルジョン（豊島化学製ゴムエマ
ルジョン＃１５６２）
（ｃ）５０質量部の固形分濃度５０質量％加脂剤（豊島化学製オイルＧＲ－５０）
（ｄ）９０質量部の顔料（御国色素製ＳＡブラック１４７８０）
　水性分散液中のアクリル系樹脂、合成ゴム、加脂剤の固形分比は６０：１５：２５であ
った。
【００７５】
　水性分散液を含浸させた絡合不織布の一方の表面に１２０℃の熱風を吹き付けて、水性
分散液を凝固させて黒色の表層を形成し、皮革様シートを得た。アクリル系樹脂、合成ゴ
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ム、及び加脂剤の合計付着量は絡合不織布に対して８質量％であった。
【００７６】
　得られた皮革様シートの表面をライン速度２ｍ／分、１７２℃、４ｋｇ/ｃｍ2の条件で
表面に凹凸を有するエンボスロールを用いて熱プレス処理した。
【００７７】
実施例２
　アクリル系樹脂、合成ゴム、及び加脂剤の合計付着量を絡合不織布に対して６質量％に
変更した以外は実施例１と同様にして皮革様シートを得、得られた皮革様シートを実施例
１と同様に熱プレス処理した。
【００７８】
実施例３
　アクリル系樹脂、合成ゴム、及び加脂剤の合計付着量を絡合不織布に対して２質量％に
変更した以外は実施例１と同様にして皮革様シートを得、得られた皮革様シートを実施例
１と同様に熱プレス処理した。
【００７９】
比較例１
　水性分散液中のアクリル系樹脂、合成ゴム、加脂剤の固形分比を０：８０：２０に変更
し、合成ゴム及び加脂剤を合計で絡合不織布に対して６質量％に付着させた以外は実施例
１と同様にして皮革様シートを得、得られた皮革様シートを実施例１と同様に熱プレス処
理した。
【００８０】
比較例２
　水性分散液中のアクリル系樹脂、合成ゴム、加脂剤の固形分比を０：１００：０に変更
し、合成ゴムのみを絡合不織布に対して６質量％付着させた以外は実施例１と同様にして
皮革様シートを得、得られた皮革様シートを実施例１と同様に熱プレス処理した。
【００８１】
比較例３
　水性分散液中のアクリル系樹脂、合成ゴム、加脂剤の固形分比を１００：０：０に変更
し、アクリル系樹脂のみを絡合不織布に対して６質量％付着させた以外は実施例１と同様
にして皮革様シートを得、得られた皮革様シートを実施例１と同様に熱プレス処理した。
【００８２】
比較例４
　水性分散液中のアクリル系樹脂、合成ゴム、加脂剤の固形分比を６０：０：４０に変更
し、アクリル系樹脂と加脂剤を合計で絡合不織布に対して６質量％付着させた以外は実施
例１と同様にして皮革様シートを得、得られた皮革様シートを実施例１と同様に熱プレス
処理した。
【００８３】
皮革様シートの評価
　熱プレス処理（エンボス処理）した後の皮革様シートについて下記の評価をした。各評
価結果を第１表に示す。
【００８４】
（１）風合い
　皮革様シートを用いた製品の製造に従事する者、皮革様シート製品の販売に従事する者
から任意に選んだ５人により、エンボス処理後の皮革様シートの風合いを評価し、５人の
評価に基づき下記のように判定した。
　Ａ：天然皮革より特に柔らかい
　Ｂ：天然皮革より柔らかい
　Ｃ：天然皮革並み
　Ｄ：天然皮革より硬い
【００８５】
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（２）エンボス処理による厚みの変化
　上記のように、皮革様シートの表面をライン速度２ｍ／分、１７２℃、４Ｋｇ/ｃｍ2の
条件で表面に凹凸を有するエンボスロールを用いてエンボス処理した後の厚みの変化を測
定した。エンボス処理後の厚みがエンボス処理前の厚みの６０％未満である場合を「不良
」、６０～８０％である場合を「良好」、８０％を超える場合を「極めて良好」と判定し
た。
【００８６】
（３）エンボス性
　エンボス性とは、皮革様シート上に形成されたエンボスパターンの良好性の基準であり
、エンボスロールのパターンが皮革様シートに転写される精度の指標である。
　測定には　菱化システム社製のバートスキャンを用いた。バートスキャンは光干渉方式
で表面の凹凸をナノオーダーで測定する装置である。エンボス処理した皮革様シート表面
の凹凸の深さを測定し、エンボスロール表面の凹凸の深さに対する割合を求め、４５％未
満の場合を「不良」、４５～６０％の場合を「良好」、６０％を超える場合を「特に良好
」と判定した。
【００８７】
【表１】

【００８８】
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【表２】

【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明の皮革様シートは天然皮革調の柔軟性を有すると共に、熱エンボス処理などの型
押し処理をしても厚み方向に潰れにくく、かつ、エンボスロールのパターンが精確に転写
される。従って、該皮革様シートはカーインテリア・インテリア・靴・ファッション・ア
クセサリーなどの人工皮革製品の製造に好適である。
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