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カルソニックカンセイ（株）╱日産自動車（株）

3ミリを1ミリにした
上質感の挑戦

5Chapter

Development of Ultra-thin Injection Molding Skin for Instrument Panel

超薄肉射出成形インストルメントパネル表皮技術の開発

日産の「人を科学する」活動は，たとえば人が触るものを，硬軟感／乾湿感／粗滑感／温冷感にわけて定量化し，
これに人の感触を関係付けることである。それを応用したのが自動車の内装などだ。

次に日産とカルソニックカンセイが挑戦したのは，その高級感をより小さな車でも実現すること，
そして世界で同時に展開できる技術であった。その実現に向け，両社は人材の交流から始めることになった。

写真：桜井 健雄
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人を科学する
定量化から生まれた上質

　車内で長い時間目にする，あるいは視野
に入ってくるものとして，インストルメン
トパネルがある。改めてじっくりそれを見
ることは多くないかもしれないが，そのデ
ザインや色，そして品質は，車内の雰囲気
を大きく印象付ける重要な要素である。
　上級車種では，パネルの材質に本革が使
われたり，合成皮革が使われたりするが，一
般的には樹脂で成形され，革の表面を模し
たシボ（皺）で質感を高めた室内装飾部で
あることが多い。そして近年は，比較的低
価格の車種においても上質さが求められる
ようになってきた。一方，同時に，車両価
格の上乗せは抑えたいというのが，自動車
メーカにとっても消費者にとっても本音で
あろう。
　今回，カルソニックカンセイと日産自動
車が共同で開発・量産化を果たした超薄肉
射出成形インストルメントパネルは，樹脂
製品の製造で汎用的な製法である射出成形
を用いながら，従来に比べ大幅に肉厚を薄
く，1ミリにまで薄くしながら，手触りのよ
い上質な製品に，しかも大きなパネルを一
枚で仕上げることができる技術である。
　そもそもこの開発を手掛けるきっかけは
何であったのか，開発当時は先行開発の成
果を量産へ適応する生産技術の担当であっ
た，日産自動車　現追浜工場 工務部 第一
技術課の石井 郁は，次のように語る。
「日産社内では，人を科学するという開発
があり，それを引き継ぐかたちで今回の超
薄肉の射出成形によるインストルメントパ
ネル製造の開発につながっています。日産
としては，ミドルクラスのシルフィに，手触
りが柔らかく，高級感のあるソフトインパ
ネを採用したいというのがきっかけです」。
　人を科学するとは――感触といえば従来
は官能評価されてきたが，物性を，硬軟感／
乾湿感／粗滑感／温冷感にわけて定量化し，
これに人の感触を関係付けることを日産が
始めたことに由来する。結果，ドイツの高
級車よりいいという顧客からの評価を得た
上質な内装を実現し，2011年に第60回技術

開発賞を日産は受賞したのであった。
　そして今回は，樹脂製品の製造では汎用
技術となる射出成形工法を用いて，手触り
の良い，柔らかいインストルメントパネル
を生産することに挑戦したのであった。

どの工場にもある
射出成形機で

　日産で先行開発を行ったあと，量産化の
ためカルソニックカンセイへ出向し，現在
はInfiniti製品開発本部 Infiniti製品開発部 
内外装計画・設計グループのアシスタント
マネージャーである寿原 雅也は，今回の経
緯を次のように説明する。
「パウダースラッシュや，真空成形といっ
た樹脂表皮の成形方法は，成形機が限られ
た工場にしかありません。一方，インスト
ルメントパネルの芯材は必ず射出成形で作

るので，どこの工場にも設備があり，同じ
方法で表皮も製造できれば，今後市場拡大
が見込まれる国々でも生産することができ
るようになります。当然，新たな投資も抑
えられるので，コストを下げることにもつ
ながります」。
　ここで，樹脂の成形方法について，石井
に概要を教えてもらおう。
「従来の表皮は、パウダースラッシュとい
う工法を用いて生産を行っていました。パ
ウダースラッシュの金型は，凹型をしたメ
ス型のみで，この金型を加熱したあと樹脂
素材を入れ，回転させながらその遠心力で
型に流し込み，成形します。その後，金型
を冷やして，人が製品を凹型から外します。
製造時間においては，6〜7分を要します。
　この工法に対し射出成形は，金型に凸型
をしたオス型と，凹型をしたメス型があり，
その隙間に樹脂を流し込んで，固まった樹
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　クルマの上質さに対する要求は，軽自動車にまで及ぶ時代となっている。また，世界を通じ
たクルマの販売により，国境を超えた競争の中で上質さとコストの競争は日増しに増している。
そうしたなか，ミドルクラス（日産車ではシルフィなど）に上級車並みの商品性を備えた表皮・
発泡層付インストルメントパネルを拡大提供していくことが求められた。これまで，パウダース
ラッシュ工法という特別な設備を用いて製造されてきた上質なパネルを，いわゆるプラスチック
製品の製造で汎用的に使われている射出成型機で実現するため，今回の挑戦が行われた。従
来は 3 ミリの厚さが一般的であった大型射出成型において、1ミリの厚さにまで薄肉化し，しか
も，インストルメントパネルという大きな樹脂製品を一枚で作り上げることを実現したのである。
材料も新しく，製法にも従来と違った工夫を持ち込み，日産とカルソニックカンセイの共同開
発によって達成した。

汎用製法で，より上質なインストルメントパネルを
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脂製品は汎用ロボットで引き剥がします。
そのすべての工程に人は必要なく，また製
造時間は1分と短く生産性も高いのです」。
　とはいえ，射出成形では，厚みがあった
り，硬かったりする樹脂製品はすでに製
造経験があるが，従来は3ミリあったとい
う肉厚を1ミリにまで薄くした射出成形で，
しかも表皮にシボを入れた上質な製品はか
つて例がない（図1，2）。
　それを実現するための，材料，金型，製
品化の各項目について，順を追ってみる。
　材料の開発を担ったのは，車両生産技術本
部 塗装樹脂技術部 樹脂技術課の徳毛一晃
である。
「触感の柔らかさと薄肉という製品の要求
性能をいかに材料に落とし込んでいくか。
そこを材料メーカと工夫していきました。
まず材料の目標値を設定し，次に材料設計
を行います。材料設計とは，素材の選定と
組み合わせをどうするかということです。
　柔らかな感触を手に入れるには，金型に
流れ込みやすいサラサラとした樹脂がいい
のではないかと，40種類ほどの試作を行
い，実際に金型に流し込んで検証していき
ました。その際，感触／流動性／引っ張りに
強いという三つの要件をすべて満たす素材
の配合を見つけ出すのに苦労しました。何
かがよいと，一方がダメというようなこと
が起こりますので。
　材料としては，基本となるのがポリプロ
ピレン（PP）で，そこはほかの樹脂製品と
大きな違いはありません。ただ，一般的には
このPPが中心になるのですが，今回は，流
動性や感触の柔らかさを実現するため，PP

図 1　射出成形で 3 ミリから 1 ミリに薄くし，上質感を向上させた 図 2　表面にはメス型に処理されたシボが転写された

図 3　資料を基に材料の構成を説明する寿原氏
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の割合は2割程度に抑え，ほかにオイル，ゴ
ムを配合した材料になっています（図3）。
　PPは流れやすさと形を作ること，オイル
は流れやすさと柔らかくすること，ゴムは
柔らかさのために選んだ素材です。それか
ら，この配合の材料を製造する工程を作る
にも一苦労ありました」。

メス型に製品を残し
シボを転写する

　金型の開発を担当したのは，石井である。
「凸型（オス）と凹型（メス）の金型の隙間
がわずか1ミリというところに樹脂の材料
を流し込み，そのうえ，外観品質，表皮へ
のシボの転写性を確保し，金型から引き抜
く際に傷をつけたりしないようにする，そ
うした幾つもの新たな課題がありました。
　射出成形ではこれまで，成形後に樹脂が
縮むため，オス型の方に製品を残し，これ
を引き出す手順でしたが，今回は，メス型
の方に出来上がった製品を残して引っ張り
出すやり方へ変更しました。これによって，
一部厚みのある製品を傷つけたりせずに

引っ張り出すことができるうえ，シボの転
写性もよく，シボの変形もさせずに，超薄
肉の製品を金型からきれいに取り出すこと
ができるようになりました（図4）」。
　寿原が，石井の説明を補う。
「メス型の方に製品を残す手法は，パウ
ダースラッシュではシボの転写を重視する
ので行われていましたが，射出成形ではか
つてなかった考え方です」。
　なおかつ，石井は，
「そもそも1ミリの厚さのものをインスト
ルメントパネルという大きな部品にもかか
わらず，一枚に仕上げることさえ難しいこ
とだ」と言う。
　寿原も，「3ミリの厚さがあれば一枚もの
はできるでしょうし，樹脂の注入口を10箇
所設けたりすれば可能でしょうが，注入口
をインストルメントパネルの外周部分にし
か設けられない点でも，難しさはありまし
た」と話す。
　寿原は，まず先行開発の段階でどのよう
な製品にするか設計したのち，量産化へ向
けた工法などの検討を行いながら，部品と
して必要な性能の見極めを行っていった。

「内装部品は，けっこう過酷な使用条件に
さらされます。たとえば，窓を閉め切った熱
帯地域で室内の温度が120℃の高温になっ
ても変形しないとか，逆に−40℃といった
低温でも割れない粘りがあるかなどが求め
られるのです。

中村 哲男 Tetsuo NAKAMURA

カルソニックカンセイ株式会社
CPM・内装事業本部
内装生産技術グループ　主担

「受賞が決まったと聞いて，驚い
たというのが正直な感想です。中
国，タイ，メキシコのみんなと一緒
にやってきたことが受賞につながり，
上司や役員含めみな喜んでおり，感
謝しています。受賞したことで，そ
の後の周囲の様子が変わり，講演依
頼などの声がかかり驚きました」

小野田 剛 Takeshi ONODA

カルソニックカンセイ株式会社
CPM・内装事業本部
内装プロジェクト開発グループ

「この技術には，世界の方々の協力
があり，得られた賞だと改めて思い
ました。また，この技術開発に当初
より関われたことを大変光栄に感じ
ています」

寿原 雅也 Masaya SUHARA

日産自動車株式会社
Infiniti製品開発本部
Infiniti製品開発部
内外装計画・設計グループ
アシスタントマネージャー

「ここに上がった 5 人の名前だけでな
く，みんなのおかげで受賞できた大
きな賞だと強く思っています。2007
年から 5 年間，一生懸命に取り組ん
でやってきた成果が評価されての賞
ということだと思うので，嬉しいです」

徳毛 一晃 Kazuaki TOKUMO

日産自動車株式会社
車両生産技術本部
塗装樹脂技術部
樹脂技術課

「我々は材料を製造しているわけで
はないので、材料はサプライヤの協
力があってできたことと考えます。
協力してくださった方たちに感謝し
ています」

石井 郁 Kaoru ISHII

日産自動車株式会社
追浜工場
工務部
第一技術課

「人生のなかでこれほどの賞をもらえ
ることはないので，嬉しいです。イン
ターネットで検索すると自分の名前が
出てくるのが誇らしいです」
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　さらに，インストルメントパネルでは，
エアバッグの展開性も重要課題です。高温
にさらされると，インストルメントパネル
自体が膨らんでしまうことでエアバッグが
表へ展開しなかったり，低温で硬くなって，
エアバッグが展開した際に樹脂が割れて破
片が顔に飛ぶようなことがあったりしては
なりません」。
　クルマの部品は，内装においても安全性
と深いかかわりを持っている。
　量産化のためカルソニックカンセイへ出
向したことを含め，寿原について，徳毛は，
次のような印象を持ったという。
「材料，計測，生産，購買，デザインなど，
かかわる各部署とやり取りをしながら新し
いことを成し遂げるには，乗り越えなけれ
ばならないことが相互の部署間の関係のな
かにもあって，寿原はコーディネータ役と
なっていました」。

作ったから後はよろしく
というのは止めた

　寿原というコーディネータ役の存在のほ
か，新しい開発に挑戦するうえで，要とな
る開発手法があった。それは，大部屋性で
ある。
「当時の内装開発のエキスパートリーダ
だった方が，日産の内部の空洞化を懸念さ
れており、サプライヤさんと共同で開発に
着手した。試作部署に大部屋を作ることを
役員に提案し，説得されたのです。ここに，
材料，成形，生産など各部署の担当が集ま
り，またカルソニックカンセイにも来ても
らって，課題をその場で議論し，また成形
機を傍において物を作って検証するという
ことを始めたのです」と，寿原は開発当初
を思い起こす。
　カルソニックカンセイのCPM・内装事業

本部 内装生産技術グループで主担の中村 
哲男も，
「大部屋があることで，何か事が起これば
すぐに連携し，決断し，先へ進めることが
できました。また何かあれば，寿原が日産
から出向して傍にいるので，相談すること
ができました」と，話す。
　寿原は，「開発したから後はやってねとい
うのでは，受け取った側は，本当にどこまで
出来上がっているのかという不信感がおこ
ります。自分も出向してみて，後はやって
では嫌な感じがするものだと気づきました。
疑問には丁寧に説明し，こうすればできる
はずと提示して互いに理解し合えることが，
わだかまりを消していきます」と，自らの
経験を踏まえて言うのである。
　中村は，当初の様子を振り返りながら，
「厚さ1ミリの射出成形と聞いて，最初は
とても信じられませんでした。カルソニッ
クカンセイの技術員も，エ〜ッと最初は引

図 4　メス型に製品を残す方法を採った。このため薄型の製品を金型からきれいに外すことができた
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いていたくらいです。しかし，試作品を見
るとできているので，何かあるだろうとみ
んなで考え，不具合を一つひとつ乗り越え
ていくことによって，力もついていったし，
気持ちも固まっていきました。ある日気付
けば，それまでやってきた仕事と同じよう
にこなせている。これ以降は，何があって
も，超薄肉射出成形を実現したことを思い
出せば大丈夫と，みんなが考えるようにな
り，いい経験をさせてもらったと思ってい
ます」。
　技術開発はもちろん，仕事の進め方が，難
関突破の鍵を握っていた。やはり互いの気
持ちが通じ合う機会が必要なのである。

生産は世界展開を
前提としていた

　この生産は実は日本では行われず，中国
にはじまり，タイとメキシコの三つの拠点

でほぼ同時に生産が開始されている。
　中村は，
「通常，新技術は日本から立ち上げるが，
この生産が日本では行われないことは決
まっており，量産準備段階で生産性の検証
や判断など従来は日本でやっていたことを
中国で一緒にやってきた。駐在している技
術員と，中国人技術員と，そして日本の技
術員が協力し生産を立ち上げた。同時進行
のタイ，メキシコから技術員が中国へ行っ
て確認し，技術を持ち帰り、拠点で展開を
広げました」。
　いまでは，当初不可能に思えた超薄肉射
出成形が，「世界に展開し，誰もが当たり
前のように生産するまでになりました」と，
中村は感慨深げである。
　寿原も，「みんなで力を合わせて作り上げ
た達成感が強くあります。年間50万台にも
なる生産のなかで，不具合もクレームも出
ていないのも凄い」と，感嘆する。

　改めて開発当時を振り返り，石井は，「当
たり前のことを，当たり前だと思わず，こ
れからも新しい技術を探していきたいです
ね。この開発で，発想の転換や，視点の変
え方を身に着けることができました」と語
る。
　徳毛も，「世に出た嬉しさはありました
が，一方で新しい取り組みでしたから不具
合が出ないかビクビクしていました。しか
し2年半が過ぎ，クレームもなく，いまで
はいい経験をしたと思っています。今後ま
た新しいものを作るときには，この経験を
活かし，品質の高い価値あるものを生み出
したいと思っています」と，抱負を述べる。
　この製法が実現したことにより，これま
でパウダースラッシュ工法では，ボイラな
どの大きな熱源が必要であったのに対して，
それらを省くことで，60％のCO2削減にも
貢献したのであった。


