
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
目付が５０～２００ｇ／ｍ 2  の繊維基布の少なくとも一面に、合成樹脂被膜層を形成して
なる合成皮革であって、繊維基布を構成する繊維が潜在捲縮発現性ポリエステル繊維であ
って、下記（ａ）～（ｃ）を満足することを特徴とする合成皮革。
（ａ）初期引張抵抗度が１０～３０ｃＮ／ｄｔｅｘ
（ｂ）顕在捲縮の伸縮伸長率が１０～１００％、伸縮弾性率が８０～１００％
（ｃ）１００℃での熱収縮応力が０．１～０．５ｃＮ／ｄｔｅｘ
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ソフトな風合いおよび繰り返し伸縮時の耐剥離性に優れた合成皮革を提供する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、合成皮革と呼ばれるものは、牛、馬、羊等の天然皮革に似せたものとして利用され
ているが、それは織布あるいは編布等の繊維基布の上に溶剤を用いて溶解した合成樹脂を
乾式法でコーティングあるいはラミネートして作られた乾式合成皮革や、織布や不織布等
の繊維基布の上に溶剤を用いて溶解した合成樹脂を湿式法でコーティングして作られた湿
式合成皮革が知られている。
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【０００３】
天然皮革は極細コラーゲン繊維が３次元的に交絡した構造を有し、密度は内側にいく程粗
く、表面に近い程密になっており、表面の緻密な繊維層を染料で染色したものと、顔料で
着色加工を行ったものとがある。
これに対し、例えば湿式合成皮革は、織布層か不織布層の上に、弾力性と透湿性を得るた
めに合成樹脂を湿式法でコーティングしスポンジ化した層と、さらにその上に形成された
着色表面層の３層から成り立っており、構造的な面から両者には根本的な相違がある。
【０００４】
このように合成皮革と天然皮革とはその構造が異なることにより、各々の特性についても
多くの相違点がある。その違いは強度、感触、風合、放湿性、吸湿性、着色性、耐候性、
伸縮性、耐剥離性等々であり、特に耐剥離性は合成皮革の構造からくる特有の問題である
。強度、感触、風合、耐剥離性については、合成樹脂の特性改良、樹脂被膜の厚みの調整
あるいは樹脂のベース層への浸透度の調整等の検討の結果、かなり改善はされてきている
が、未だ十分なレベルとはいえないのが現状である。
本出願人は、かかる現状に鑑み、先に特開平１１－１００７７９号公報において、繊維基
布を構成する繊維として、ポリトリメチレンテレフタレート繊維を用いることにより、大
きく改善されることを提案したが、市場では、さらに高いレベルが要求されているのが現
状である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、かかる要求に応えた合成皮革を提供するものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
以上のような問題点に鑑み、本発明では従来の検討手段とは異なり、特に繊維基布すなわ
ち織布、編布あるいは不織布を構成する繊維につき鋭意検討の結果、本発明を完成したも
のである。
即ち本発明は、目付が５０～２００ｇ／ｍ 2  の繊維基布の少なくとも一面に、合成樹脂被
膜層を形成してなる合成皮革であって、繊維基布を構成する繊維が、潜在捲縮発現性ポリ
エステル繊維であって、下記（ａ）～（ｃ）を満足することを特徴とする合成皮革である
。
（ａ）初期引張抵抗度が１０～３０ｃＮ／ｄｔｅｘ
（ｂ）顕在捲縮の伸縮伸長率が１０～１００％、伸縮弾性率が８０～１００％
（ｃ）１００℃での熱収縮応力が０．１～０．５ｃＮ／ｄｔｅｘ
【０００７】
本発明における潜在捲縮発現性ポリエステル繊維とは、少なくとも二種のポリエステル成
分で構成（具体的にはサイドバイサイド型又は偏芯芯鞘型に接合されたものが多い）され
ているものであり、熱処理によって捲縮を発現するものである。二種のポリエステル成分
の複合比（一般的に質量％で７０／３０～３０／７０の範囲内のものが多い）、接合面形
状（直線又は曲線形状のものがある）は特に限定されない。又、総繊度は２０～３００ｄ
ｔｅｘ、単糸繊度は０．５～２０ｄｔｅｘが好ましく用いられるがこれに限定されるもの
ではない。
【０００８】
本発明においては、潜在捲縮発現性ポリエステル繊維の初期引張抵抗度が１０～３０ｃＮ
／ｄｔｅｘである必要があり、特に２０～３０ｃＮ／ｄｔｅｘ、さらに２０～２７ｃＮ／
ｄｔｅｘが好ましい。１０ｃＮ／ｄｔｅｘ未満のものは製造が困難であり、３０ｃＮ／ｄ
ｔｅｘを超えると本発明の目的が達成されない。
又、顕在捲縮の伸縮伸長率は１０～１００％である必要があり、特に１０～８０％、より
好ましくは１０～６０％である。１０％未満では本発明の目的が達成されない。１００％
超は製造困難である。更に、顕在捲縮の伸縮弾性率は８０～１００％である必要があり、
特に８５～１００％、より好ましくは８５～９７％である。８０％未満では本発明の目的
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が達成されない。
【０００９】
さらに、１００℃における熱収縮応力が０．１～０．５ｃＮ／ｄｔｅｘである必要があり
、さらに０．１～０．４ｃＮ／ｄｔｅｘ、特に０．１～０．３ｃＮ／ｄｔｅｘであること
がより好ましい。１００℃における熱収縮応力は、布帛の精練、染色工程において捲縮を
発現させるための重要な要件である。すなわち、布帛の拘束力に打ち勝って捲縮が発現す
るためには、１００℃における熱収縮応力が０．１ｃＮ／ｄｔｅｘ以上である必要があり
、０．１ｃＮ／ｄｔｅｘ未満では本発明の目的が達成されない。０．５ｃＮ／ｄｔｅｘ超
は製造が困難である。
【００１０】
熱水処理後の伸縮伸長率は１００～２５０％であることが好ましく、より好ましくは１５
０～２５０％、特に１８０～２５０％である。尚、２５０％超は製造困難である。熱水処
理後の伸縮弾性率は９０～１００％であることが好ましく、より好ましくは９５～１００
％である。
このような特性を有する潜在捲縮発現性ポリエステル繊維としては、固有粘度の異なる２
種類のポリトリメチレンテレフタレートが互いにサイドバイサイド型に複合された単糸か
ら構成された複合繊維が挙げられる。
【００１１】
２種類のポリトリメチレンテレフタレートの固有粘度差は０．０５～０．４（ｄｌ／ｇ）
であることが好ましく、特に０．１～０．３５（ｄｌ／ｇ）、さらに０．１５～０．３５
（ｄｌ／ｇ）が好ましい。例えば高粘度側の固有粘度を０．７～１．３（ｄｌ／ｇ）から
選択した場合には、低粘度側の固有粘度は０．５～１．１（ｄｌ／ｇ）から選択されるの
が好ましい。尚、低粘度側の固有粘度は０．８（ｄｌ／ｇ）以上が好ましく、特に０．８
５～１．０（ｄｌ／ｇ）、さらに０．９～１．０（ｄｌ／ｇ）がよい。
また、この複合繊維自体の固有粘度、即ち平均固有粘度は、０．７～１．２（ｄｌ／ｇ）
がよく、０．８～１．２（ｄｌ／ｇ）がより好ましく、特に０．８５～１．１５（ｄｌ／
ｇ）が好ましく、さらに特に０．９～１．１（ｄｌ／ｇ）が好ましい。
【００１２】
なお、本発明でいう固有粘度の値は、使用するポリマーの粘度ではなく、紡糸した糸の粘
度を指す。この理由は、ポリトリメチレンテレフタレート特有の欠点としてポリエチレン
テレフタレート等と比較して熱分解が生じ易く、高い固有粘度のポリマーを使用しても熱
分解によって固有粘度が著しく低下し、複合マルチフィラメントにおいては両者の固有粘
度差を大きく維持することが困難であるためである。
ここで、ポリトリメチレンテレフタレートは、トリメチレンテレフタレート単位を主たる
繰り返し単位とするポリエステルであり、トリメチレンテレフタレート単位を約５０モル
％以上、好ましくは７０モル％以上、さらには８０モル％以上、さらに好ましくは９０モ
ル％以上のものをいう。従って、第三成分として他の酸成分及び／又はグリコール成分の
合計量が、約５０モル％以下、好ましくは３０モル％以下、さらには２０モル％以下、さ
らに好ましくは１０モル％以下の範囲で含有されたポリトリメチレンテレフタレートを包
含する。
【００１３】
ポリトリメチレンテレフタレートは、テレフタル酸又はその機能的誘導体と、トリメチレ
ングリコール又はその機能的誘導体とを、触媒の存在下で、適当な反応条件下に結合せし
めることにより製造される。この製造過程において、適当な一種又は二種以上の第三成分
を添加して共重合ポリエステルとしてもよいし、又、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
ブチレンテレフタレート等のポリトリメチレンテレフタレート以外のポリエステル、ナイ
ロンとポリトリメチレンテレフタレートを別個に製造した後、ブレンドしたりしてもよい
。ブレンドする際のポリトリメチレンテレフタレートの含有率は、質量％で５０％以上が
好ましい。
【００１４】

10

20

30

40

50

(3) JP 3998511 B2 2007.10.31



添加する第三成分としては、脂肪族ジカルボン酸（シュウ酸、アジピン酸等）、脂環族ジ
カルボン酸（シクロヘキサンジカルボン酸等）、芳香族ジカルボン酸（イソフタル酸、ソ
ジウムスルホイソフタル酸等）、脂肪族グリコール（エチレングリコール、１，２－プロ
ピレングリコール、テトラメチレングリコール等）、脂環族グリコール（シクロヘキサン
ジメタノール等）、芳香族を含む脂肪族グリコール（１，４－ビス（β－ヒドロキシエト
キシ）ベンゼン等）、ポリエーテルグリコール（ポリエチレングリコール、ポリプロピレ
ングリコール等）、脂肪族オキシカルボン酸（ω－オキシカプロン酸等）、芳香族オキシ
カルボン酸（ｐ－オキシ安息香酸等）等がある。又、１個又は３個以上のエステル形成性
官能基を有する化合物（安息香酸等又はグリセリン等）も重合体が実質的に線状である範
囲内で使用出来る。
さらに二酸化チタン等の艶消剤、リン酸等の安定剤、ヒドロキシベンゾフェノン誘導体等
の紫外線吸収剤、タルク等の結晶化核剤、アエロジル等の易滑剤、ヒンダードフェノール
誘導体等の抗酸化剤、難燃剤、制電剤、顔料、蛍光増白剤、赤外線吸収剤、消泡剤等が含
有されていてもよい。
【００１５】
本発明において潜在捲縮発現性ポリエステル繊維の紡糸については、例えば、特開２００
０－２３９９２７号公報に開示されており、例えば、３０００ｍ／分以下の巻取り速度で
未延伸糸を得た後、２～３．５倍程度で延撚する方法が好ましいが、紡糸－延撚工程を直
結した直延法（スピンドロー法）、巻取り速度５０００ｍ／分以上の高速紡糸法（スピン
テイクアップ法）を採用しても良い。
又、繊維の形態は、長繊維でも短繊維でもよく、長さ方向に均一なものや太細のあるもの
でもよく、断面形状においても、丸型、三角、Ｌ型、Ｔ型、Ｙ型、Ｗ型、八葉型、偏平（
扁平度１．３～４程度のもので、Ｗ型、Ｉ型、ブ－メラン型、波型、串団子型、まゆ型、
直方体型等がある）、ドッグボーン型等の多角形型、多葉型、中空型や不定形なものでも
よい。
さらに糸条の形態としては、リング紡績糸、オープンエンド紡績糸等の紡績糸、単糸デニ
ールが０．１～５デニール程度のマルチフィラメント原糸（極細糸を含む）、甘撚糸～強
撚糸、仮撚加工糸（ＰＯＹの延伸仮撚糸を含む）、空気噴射加工糸、押し込み加工糸、ニ
ットデニット加工糸等がある。
【００１６】
尚、本発明の目的を損なわない範囲内で通常５０重量％以下の範囲内で天然繊維、合成繊
維等他の繊維、例えば、綿、羊毛、麻、絹等の天然繊維、キュプラ、ビスコース、ポリノ
ジック、精製セルロース、アセテート、ポリエチレンテレフタレートやポリブチレンテレ
フタレート、ポリトリメチレンテレフタレート等のポリエステル系繊維、ナイロン、アク
リル等の各種人造繊維、さらにはこれらの共重合タイプや、同種又は異種ポリマー使いの
複合繊維（サイドバイサイド型、偏芯鞘芯型等）を混紡（コアヤーン、サイロスパンやサ
イロフィル、ホロースピンドル等）、カバリング（シングル、ダブル）、例えば沸水収縮
率３～１０％程度の低収縮糸又は、例えば沸水収縮率１５～３０％程度高収縮糸との混繊
や交撚、仮撚（伸度差仮撚、ＰＯＹの延伸仮撚における複合等）、２フィード空気噴射加
工等の手段で混用してもよい。
【００１７】
本発明は、かかる潜在捲縮発現性ポリエステル繊維で繊維基布を構成することに特徴があ
る。
本発明の繊維基布は織布、編布、不織布の一種以上で構成されたものであり、目付が５０
～２００ｇ／ｍ 2  好ましくは５０～１５０ｇ／ｍ 2  である必要があり、これ未満では、強
度が不足し、これを超えると風合いが硬くなる。
繊維基布における潜在捲縮発現性ポリエステル繊維の含有率は、質量％で、１００％が最
適であるが、好ましくは１０％以上、特に２０％以上、さらに３０％以上がよく、編布で
は好ましくは１０％以上、特に１５％以上、さらに２０％以上がよく、織布、不織布では
好ましくは２０％以上、特に３０％以上、さらに４０％以上がよい。

10

20

30

40

50

(4) JP 3998511 B2 2007.10.31



【００１８】
潜在捲縮発現性ポリエステル繊維に混用する繊維としては、天然繊維、合成繊維等他の繊
維、例えば、綿、羊毛、麻、絹等の天然繊維、キュプラ、ビスコース、ポリノジック、精
製セルロース、アセテート、ポリエチレンテレフタレートやポリブチレンテレフタレート
、ポリトリメチレンテレフタレート等のポリエステル系繊維、ナイロン（ナイロン６や６
６等の脂肪族ナイロン）、アクリル、ポリオレフィン（ポリエチレンやポリプロピレン等
）、ポリウレタン、ポリアクリロニトリル、ビニル重合体等の各種人造繊維、さらにはこ
れらの共重合タイプや、同種又は異種ポリマー使いの複合繊維（サイドバイサイド型、偏
芯鞘芯型等）が挙げられ、これらを交撚、混繊等の糸複合や交編織、ニードルパンチ等の
手段により混用すればよい。
【００１９】
特に、分散染料汚染型繊維、好ましくはキュプラ等のセルロース繊維やナイロン繊維等と
潜在捲縮発現性ポリエステル繊維を混用し、分散染料汚染型繊維のみを片染めし、潜在捲
縮発現性ポリエステル繊維を染色しない例えばキュプラとの混用では、反応染料や直接染
料で片染め、ナイロン繊維との混用では、酸性染料で片染めしたものは、分散染料の合成
樹脂被膜層への移行昇華の問題が回避されるため好ましいものである。
【００２０】
本発明においては、かかる潜在捲縮発現性ポリエステル繊維を用いて繊維基布を構成する
のであるが、潜在捲縮発現性ポリエステル繊維は、下記式で示される撚係数Ｋが３０００
～３２０００、好ましくは７０００～２５０００、さらに好ましくは７０００～２３００
０で加撚して用いた方が繰り返し伸縮時の剥離耐久性の付与に効果的である。
撚係数Ｋ＝Ｔ×Ｄ 1 / 2  

Ｔ：撚数（Ｔ／ｍ）　Ｄ：繊維の繊度（ｄｔｅｘ）
【００２１】
編織物を製造するに際し、例えば織物では経糸及び緯糸共に用いると、経緯共に優れた繰
り返し伸縮時の剥離耐久性が得られるので好ましいが、必要に応じて経糸又は緯糸の一方
に用いてもよく、その際は、用いた方向のみに優れた繰り返し伸縮時の剥離耐久性が得ら
れる。
又、織物組織としては、タフタ、ツイル、サテン並びにそれらの変化組織が利用できる。
【００２２】
編物組織としては、編機はトリコット編機、ラッセル編機、丸編機が使用でき、使用する
糸の太さや商品の狙いにより適宜使用ｄｔｅｘ、編機種、ゲージを選択すればよく、編組
織としてはトリコット編機では２枚筬組織のハーフ組織、サテン組織、またこれらの組織
の組み合わせによる変化組織、ラッセル編機ではパワーネット組織、サテンネット組織、
丸編機では天竺、スムース、フライス組織等が挙げられるがこれに限定されない。
【００２３】
特に、経編み地において、フロントに分散染料汚染型繊維を用い、潜在捲縮発現性ポリエ
ステル繊維をバックに用いる（開き目よりも閉じ目が好ましい。又、フロントとバックの
振りの方向は同方向でも異方向でもよい。）と、潜在捲縮発現性ポリエステル繊維が編み
地の中間層に位置するため、分散染料汚染型繊維のみの片染めで十分となり、分散染料の
移行昇華の問題が回避される。
密度としては、ウェール数４０～８０、コース数６０～９０が好ましく、ゲージとしては
、２２～３６ゲージが好ましい。
又、必要に応じて、繊維基布は、合成樹脂被膜層の投錨効果を得るために、合成樹脂被膜
層を形成する面を起毛してもよく、起毛は、染色前後のいずれでもよい。
【００２４】
本発明の合成皮革は湿式法あるいは乾式法のいずれの製造法で製造されても良い。ここで
いう湿式法とは、織編布又は不織布上に溶剤に所定の濃度に溶解させた合成樹脂をコーテ
ィングし、貧溶媒を含む凝固浴中で固化させるとともに該樹脂層中にスポンジ状に多くの
微細な連通孔を生ぜしめ、その後水洗及び乾燥工程を経て製品とする方法であり、また乾
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式法とは織編布あるいは不織布の上に溶剤に所定の濃度に溶解した合成樹脂を公知のコー
ティング方法、例えばナイフオンロールコーティング、ロールオンロールコーティング等
により塗布し、乾燥機にて溶剤を揮散させて固化させるダイレクトコーティング法、また
は離型紙上に樹脂を同じく公知のコーティング法によって塗布、乾燥し表皮層を形成させ
る。ここでいう離型紙としては、シリコーンタイプ、ポリプロピレンタイプ等があり、表
面処理形状もフラットタイプ、エナメルタイプ、マットタイプ、エンボスタイプ等がある
が、限定されるものではない。
【００２５】
次いでこの表皮層上に二液型ポリウレタン樹脂系接着剤を前記の公知のコーティング方法
によって塗布し、織編布あるいは不織布と熱圧着で貼り合わせ乾燥して製品とするラミネ
ート法がある。
本発明に用いられる合成樹脂としては、織編布又は不織布と密着性を有し、柔軟な被膜を
形成するものであれば良く、例えばアクリル樹脂、ウレタン樹脂、アクリル／塩化ビニル
共重合樹脂、アクリル／酢酸ビニル共重合樹脂等が用いられる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下実施例にて本発明を詳細に説明するが、本発明は本実施例に限定されるものではない
。
なお、物性評価は以下の方法で行った。
（１）剛軟度：
ＪＩＳ－Ｌー１０９６（４５°カンチレバー法）に準じて測定した。数値が大きい方が風
合いが硬い。
（２）繰り返し伸縮時の剥離耐久性：
２００ｍｍ×５０ｍｍサイズの合成皮革試料の両端を把持長２０ｍｍで繰り返し伸縮試験
機（デ・マッチャー）に把持し、６０回／分の割合で１５％の伸縮を繰り返し、繊維基布
と合成樹脂層に剥離が発生するまでの回数を評価した。
【００２７】
（３）固有粘度：
固有粘度［η］（ｄｌ／ｇ）は、次式に基づいて求められる値である。
　
　
　
定義式中のηｒは、純度９８％以上のｏ－クロロフェノール溶媒で溶解したポリトリメチ
レンテレフタレート糸又はポリエチレンテレフタレート糸の稀釈溶液の３５℃での粘度を
、同一温度で測定した上記溶媒の粘度で除した値であり、相対粘度と定義されているもの
である。Ｃは、ｇ／１００ｍｌで表されるポリマー濃度である。
なお、固有粘度の異なるポリマーを用いた複合マルチフィラメントは、マルチフィラメン
トを構成するそれぞれの固有粘度を測定することは困難であるので、複合マルチフィラメ
ントの紡糸条件と同じ条件で２種類のポリマーをそれぞれ単独で紡糸し、得られた糸を用
いて測定した固有粘度を、複合マルチフィラメントを構成する固有粘度とした。
【００２８】
（４）初期引張抵抗度：
ＪＩＳ－Ｌ－１０１３；化学繊維フィラメント糸試験方法、初期引張抵抗度の試験方法に
準じ、試料の単位繊度当たり０．０８８２ｃＮ／ｄｔｅｘの初荷重を掛けて引張試験を行
い、得られた荷重－伸長曲線から初期引張抵抗度（ｃＮ／ｄｔｅｘ）を算出し、１０回の
平均値を求めた。
（５）伸縮伸長率、伸縮弾性率：
ＪＩＳ－Ｌ－１０９０；合成繊維フィラメントかさ高加工糸試験方法、伸縮性試験方法、
Ａ法に準じて測定を行い、伸縮伸長率（％）、伸縮弾性率（％）を算出し、１０回の平均
値を求めた。顕在捲縮の伸縮伸長率および伸縮弾性率は、巻取りパッケージから解舒した
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試料を、温度２０±２℃、湿度６５±２％の環境下で２４時間放置後に測定を行った。熱
水処理後の伸縮伸長率および伸縮弾性率は、無荷重で９８℃の熱水中に３０分間浸漬した
後、無荷重で２４時間自然乾燥乾燥した試料を用いた。
【００２９】
（６）熱収縮応力：
熱応力測定装置（カネボウエンジニアリング社製、商品名：ＫＥ－２）を用い、試料を２
０ｃｍの長さに切り取り、両端を結んで輪を作り測定装置に装填し、初荷重０．０４４ｃ
Ｎ／ｄｔｅｘ、昇温速度１００℃／分の条件で収縮応力を測定し、得られた温度に対する
熱収縮応力の変化曲線から１００℃における熱収縮応力を読み取る。
【００３０】
＜潜在捲縮発現性ポリエステル繊維の製造＞
固有粘度の異なるサイドバイサイド型複合マルチフィラメントを以下の製造例１～４によ
り製造した。得られた繊維の物性値を、表１に示す。
｛製造例１｝
固有粘度の異なる二種類のポリトリメチレンテレフタレートを比率１：１でサイドバイサ
イド型に押出し、紡糸温度２６５℃、紡糸速度１５００ｍ／分で紡糸して未延伸糸を得、
次いでホットロール温度５５℃、ホットプレート温度１４０℃、延伸速度４００ｍ／分、
延伸倍率は延伸後の繊度が５６ｄｔｅｘとなるように設定して延撚し、５６ｄｔｅｘ／１
２ｆのサイドバイサイド型複合マルチフィラメントを得た。得られた複合マルチフィラメ
ントの固有粘度は高粘度側が［η］＝０．９０、低粘度側が［η］＝０．７０であった。
初期引張抵抗度、顕在捲縮の伸縮伸長率／伸縮弾性率、熱水処理後の伸縮伸長率／伸縮弾
性率、１００℃における熱収縮応力を表１に示す。
【００３１】
｛製造例２｝
上記製造例１と同様の方法で８４ｄｔｅｘ／１２ｆのサイドバイサイド型複合マルチフィ
ラメントを得た。得られた複合マルチフィラメントの固有粘度は高粘度側が［η］＝０．
８８、低粘度側が［η］＝０．７０であった。初期引張抵抗度、顕在捲縮の伸縮伸長率／
伸縮弾性率、熱水処理後の伸縮伸長率／伸縮弾性率、１００℃における熱収縮応力を表１
に示す。
【００３２】
｛製造例３｝
上記製造例１とは固有粘度の異なる二種類のポリトリメチレンテレフタレートを用い、上
記製造例１と同様の方法で５６ｄｔｅｘ／１２ｆのサイドバイサイド型複合マルチフィラ
メントを得た。得られた複合マルチフィラメントの固有粘度は高粘度側が［η］＝０．８
６、低粘度側が［η］＝０．６９であった。初期引張抵抗度、顕在捲縮の伸縮伸長率／伸
縮弾性率、熱水処理後の伸縮伸長率／伸縮弾性率、１００℃における熱収縮応力を表１に
示す。
【００３３】
｛製造例４｝
固有粘度の異なる二種類のポリエチレンテレフタレートを用いて５６ｄｔｅｘ／１２ｆの
サイドバイサイド型複合マルチフィラメントを得た。得られた複合マルチフィラメントの
固有粘度は高粘度側が［η］＝０．６６、低粘度側が［η］＝０．５０であった。初期引
張抵抗度、顕在捲縮の伸縮伸長率／伸縮弾性率、熱水処理後の伸縮伸長率／伸縮弾性率、
１００℃における熱収縮応力を表１に示す。
【００３４】
【表１】
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【００３５】
【実施例１～３、比較例１】
各製造例で得られた複合フィラメントを撚糸（８００Ｔ／ｍ）したものを経糸及び緯糸に
用いて、経密度１３６本／２．５４ｃｍ、緯密度１０４本／２．５４ｃｍ（実施例２のみ
経密度１１１本／２．５４ｃｍ、緯密度８５本／２．５４ｃｍ）のタフタに製織し、これ
を繊維基布（目付８０ｇ／ｍ 2  ）とし、以後（１）～（８）の工程で合成皮革を製造した
。
尚、製造例１の複合フィラメントが実施例１、製造例２の複合フィラメントが実施例２、
製造例３の複合フィラメントが実施例３、製造例４の複合フィラメントが比較例１である
。
【００３６】
（１）繊維基布の撥水処理
繊維基布を下記水溶液に浸漬後ゴムロールで絞り率４０％に絞り、１５０℃で２分間熱処
理した。
・アサヒガードＬＳー３１７　　　　　　　　１．８部
（明成化学（株）製フッソ系撥水剤）
・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　９９．２部
（２）合成樹脂の塗布
下記の組成物を（１）で撥水処理を施した繊維基布の片面にナイフコーターでコーティン
グした。合成樹脂被膜の厚みは５００μｍｍとした。
・クリスボン　　１６６　　　　　　　　　　４０部
（大日本インキ（株）製１液型ポリウレタン）
・ジメチルホルムアミド　　　　　　　　　　６０部
【００３７】
（３）湿式凝固
３０℃の水中に５分間浸漬した後、７０℃で１５分間脱溶媒処理を行った。
（４）熱処理
ピンテンターを使用し、１５０℃で２分間熱処理した。
（５）表皮層の製造
所望のパターンを有する離型紙にバーコーターを用いて、乾燥後の厚みが２０μｍとなる
ように適度に着色したポリウレタン樹脂を塗布して表皮層を形成した。
・１液型ポリウレタン樹脂　　　　　　　　１００部
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・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　１５部
・顔料　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５部
【００３８】
（６）接着層
上記表皮層にバーコーターを用いて乾燥後の厚みが１０μｍとなるように適度に着色した
ポリウレタン樹脂を塗布して接着層を形成し、次いで１００℃で１分間乾燥した。
・２液型ポリウレタン樹脂　　　　　　　　１００部
・ジメチルホルムアミド　　　　　　　　　　１５部
・３官能芳香族イソシアネート　　　　　　　１５部
（７）ベース層と表皮層の積層
上記表皮層、接着層とベース層を重ね合わせ、１００℃の熱ロール（３９２ｋＰａ）で圧
着して貼りあわせた。
【００３９】
（８）離型紙の剥離
上記表皮層と繊維基布を貼合したものを４０℃で２４時間熟成した後、離型紙を剥離させ
、本発明の合成皮革を得た。
得られた合成皮革の物性を評価した結果は次の通りであった。
即ち、実施例１～３の全てが、３８～４１ｍｍの剛軟度と繰り返し伸縮時の剥離耐久性が
４００回以上であったが、比較例１は４５ｍｍの剛軟度、伸縮時の剥離耐久性が２８０回
と、実施例１～３対比、柔軟度並びに繰り返し伸縮時の剥離耐久性共に劣っていた。
【００４０】
【比較例２】
実施例１において、複合フィラメントの代わりに、固有粘度が［η］＝０．７６の一成分
のポリトリメチレンテレフタレートフィラメントを用いた以外は、実施例１同様にして、
合成皮革を作製した。
得られた合成皮革の性能は、４１ｍｍの剛軟度、繰り返し伸縮時の剥離耐久性が２１０回
と、実施例１対比、繰り返し伸縮時の剥離耐久性が劣っていた。
【００４１】
【実施例４】
２８ＧＧのトリコット編機を利用して、５６ｄｔｅｘ／３０ｆのキュプラマルチフィラメ
ント糸をフロント（組織；１－０／２－３）に、バック（組織；１－２／１－０；閉じ目
）に製造例１で得られた複合フィラメントを用いて、機上コース８３コースでハーフトリ
コットを編み立てた。
次いで、常法により精練し、キュプラのみを反応染料で片染めし、起毛後、仕上げセット
した。
これを基布として用い、引き続き、実施例１と同様にして、合成皮革を作製した。
得られた合成皮革の性能は、３９ｍｍの剛軟度、繰り返し伸縮時の剥離耐久性が４００回
以上と、実施例１同様、剛軟度並びに繰り返し伸縮時の剥離耐久性共に優れたものであっ
た。
【００４２】
【発明の効果】
本発明による合成皮革は、非常にソフトでかつ繰り返し伸縮作用を受けるような使用条件
で使用された場合でも、優れた剥離耐久性を有するものであり、ゴルフ、スキー用の手袋
、ウインドブレーカー等のスポーツ衣料用途に好適なものである。
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