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凹面形状のシートが造れたとき，
想像以上の感触が生まれた

Chapter

Chapter

表皮一体発泡工法の特徴を生かした
高フィット感シートの開発
Development of High Fitness Seat by Foam-in-place Method

トヨタ紡織（株）

シートはドライバ，パッセンジャが常に体を預ける重要部品である．
しかしその製造工法では，人間の体に沿った形を造り指示することは大変困難であった．
これを，体を包み込むような面接触できる形にできないか．
トヨタ紡織のチームは、凹面で形成するシートの開発に挑んだ．
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凹面形状のシートが造れたとき，想像以上の感触が生まれた
―トヨタ紡織（株）―

ヘッドレストの表皮一体発泡工法はあった
シートも造れるのではないか

「2003〜’04年ごろにそのシートを見て，

そこをどうするか，ここが一番大変でし

出来栄えがいいので驚き，こういうシート

た」と，村田は苦労の発端を語る．そして，

が造れるのかと，やや焦りを覚えました」

「ウレタンは，固まってしまえばスポンジ

と振り返る．

みたいなものですが，型に流し込むときは

クルマのシートは，走っている間ずっと

シート設計を担う，シート標準部品設計

液体で，隙間があれば染み出すのは当然で

ドライバおよび他の乗員とかかわりを持つ

部 Frシート標準部品設計室 グループ長の

す．そこで，硬化する時間が早いウレタン

自動車部品である．運転操作を支える点に

新 知己は，

の開発にも着手しました．早ければ，染み

おいても，また移動中の快適性においても，

「ヘッドレストには従来から表皮一体発砲

出す前に固まってしまいます」．

重要度の高い部品だ．

工法の採用例はありました」と言うが，村

快適性，運転操作支援，安全性，そして

座り心地や乗り心地を実験で追求する，

田は，

実験部 評価計測技術開発室の室長である

デザインの美しさ，そこから生まれる高い

「シートとなると，その大きさと，より複

川野 健二は，

フィット感など，総合的なシート品質を

雑な形状となるため，名前は同じでもヘッ

「ウレタンにはいろいろな種類があります

いっそう高めるシート構造として，表皮一

ドレストとは難しさが違ってきます」と付

ので，最適なウレタンを探していったので

体発泡工法を用いたシート開発と生産体制

け加える．

す」と補足する．そして，また村田は，

が構築されたというのがこの開発である．

そういう村田も，当初，試作してみよう

「逆に，早く固まり過ぎてしまっては，細

表皮一体発泡工法とは，シートの形状に

と考えた際には，
「やれるのではないか」

部までウレタンが行き渡らないので，その

なるよう縫製されたカバーを予め金型に

と簡単に考えていたという．

兼ね合いが難しく，試行錯誤で材料の反応

セットしておき，あとからその型にウレタ

「ずっとウレタンの生産技術に携わり，ヘッ

性を調整していきました」と言う．

ン材を注入する製造方法である．これに対

ドレストでは内製していましたので，その延

し，従来からのシート製造方法は，被せ工

長線でできるだろうという思いがあったの

法といい，先にウレタン材で成形したパッ

です．ところが，実際にやってみると一筋

ドに，その上からシートの形をしたカバー

縄ではいきませんでした，延長線ではなく

を被せるやりかたであった（図1）．

全く別の工法だと実感したんです」
．

凹面形状に挑んだとき
2ヵ月の連戦連敗
パッド材料のウレタンとは別に，シート

今回，開発された表皮一体発泡工法につい

見栄えが良く，縫製線がきれいで，通常

設計側でも，当初は従来と同様の設計手法

ては，ほかに例がなかったわけではなく，

のシートと違う形状ができればいいという

でできるのではないかと考えていたと，新

フランス車に採用例はあった．

思いだけが先行していた．
しかし，
いざやっ

は振り返る．

てみると，

「実は，初めは従来の意匠形状で造ること

「表皮の縫い目からウレタンが染み出し，

ができ，出来栄えも悪くなかったので，こ

トヨタ紡織のシート生技部 ウレタン生
技室の室長である村田 義幸は，

・カバーテンションで形状が崩れやすい
・部品のばらつき，
作業ばらつきは外形に影響する

外形を崩さず，
ウレタンの発泡形状で吸収する

図1

工法の特長
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んなものかと簡単に考えていました．とこ
ろが，乗り心地を高めるため，人の体に添
わせる凹面形状にすることをやり始めてか
ら，全く異なる設計をしなければならない
ことが分かってきました．つまり，ウレタ
ン注入前に予め凹面形状を持つカバーを縫
製しなければならないのですが，単純に考
えても，表皮素材を凹型に曲げれば表面に
しわができますよね．そしてその形に沿っ
てウレタンが注入されるわけですから，出
来上がったシートにはそのまましわが残っ
てしまうのです．ここから迷走し始め，難
易度が100倍くらい高まりました」．
「縫製を済ませたカバーの精度が非常に重
要になってきたのです」と村田．
「従来工法であれば，出来上がったウレタ
図2

ンにカバーを被せる際，引っ張りながら被
せるので，その工程で多少のしわは伸びま

Torso line

す．しかし，表皮一体発泡工法は，カバー

Thigh line

HP

「さらに，表皮の素材が，ファブリック，
合成皮革，本革と変わると，仕上がりも違
ましたが，２ヵ月くらいの間は連戦連敗と

φ 20

ウレタンフォーム

を語るのである．さらに，
「ようやく凹面

引張り無

形状が出来上がったと思ったところで，今

カバー

スラブ

ので，それがたとえ±1mmであったとし
ても，表皮パーツが6〜7枚ある部分では，

一体発泡工法
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縫製は，もともと高度な技術が作業者に

カバー固定
図3

は求められるのですが，人が作業するもの
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たわみ計測状況

ですから，すべて一定の公差に収められる

それらをどう吸収し，しわの出ないカ

ものでもありません．熟練していっても，

バーにしていくかを，新と話し合っていき

一人ひとりに癖があり，大きめだったり小

ました」と話す．

さめだったりということも生じます．

ちなみに，表皮一体発泡工法の縫製は，最
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いう状態が続きました」と，新は，表皮一

まさしく，連戦連敗の様子が目に浮かぶ．
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うので，いろいろな表皮素材を集めて試し

それだけではなく，縫製も，従来のウレタ

Torso line

9.8N
29.4N
49N
68.6N
107.8N
147N

Thigh line

すことはできません」．

度は，耐久試験をやると，そこでしわが出

Sample data: cushion

Standard point

とウレタンが密着するので（図2），カバー
の時点で生じたしわはそのまま残り，伸ば

表皮一体発泡工法断面図

低でも３ヵ月の特別な訓練が必要であると
いう．
さらに，金型も，従来の被せ工法とは全
く違った構造になった．村田は，

凹面形状のシートが造れたとき，想像以上の感触が生まれた
―トヨタ紡織（株）―

川野 健二 Kenji KAWANO

中川 佳久 Yoshihisa NAKAGAWA

新 知己 Tomoki NII

村田 義幸 Yoshiyuki MURATA

トヨタ紡織株式会社
実験部 評価計測技術開発室 室長

トヨタ紡織株式会社
製品企画開発センター PM

トヨタ紡織株式会社
シート標準部品設計部
Frシート標準部品設計室
グループ長

トヨタ紡織株式会社
シート生技部 ウレタン生技室 室長

「実は，技術開発賞に落選したと思っ
ていましたので，受賞の連絡を聞い
て，ものすごく嬉しかったです．一昨
年に論文賞を頂いたときより，知ら
せが 1 週間ほど遅かったので，落胆
していたところでした．表彰式で，香
川大学の土居先生にお会いし，顔を
合わせた際いきなり『おめでとう』と
言って頂き，それだけ注目されている
賞を頂けたのだと実感しました」

「乗り心地というテーマで，受賞の
対象となるのかどうか．難しいので
はないかと思いながら応募させて頂
「開発に携わったメンバーのおかげ
き，受賞できたので嬉しかったです． で，私がいまここに座っていると思
トヨタ自動車の方からも，自動車技
います．表彰式では，全国から錚々
術会の会報で掲載されていたよと声
たる方たちが集まり，すごく驚きま
をかけて頂き，また社内でも，表皮
したし，自分がそのなかにいるのか
一体発泡工法の名前を多くの人に覚
と，恐縮するばかりです」
えてもらえ，有り難い賞を頂けたと
思っています」

「金型は，従来なら上下の型の間にウレタ

期待が高かったのです．デザイナの柳田も，

ンを注入するというものでしたが，それに

私の希望に沿った格好いいデザインを考え

比べ，表皮一体発泡工法では金型の分割が

てくれました．それを受けとった新や村田

増え，カラクリ的な要素も加わり，まさに

は，大変な思いをしたはずですが……．い

ノウハウの塊と言えるものになりました．

ざ試作シートが出来上がって座ってみたら

また，人がカバーを金型にセットするので，

『えッ！』と思ったのです」
．

作業のしやすさも考慮しました．もちろん，

何が川野を驚かせたのか？

作業中に手を挟んだりしないよう，安全性

「凹面形状を実現できれば，座り心地がよ

も確保しています」．

くなるだろうと机上で想像はしていました

ここまで苦労の多い表皮一体発泡工法で

が，それ以上に経験したことのない感触が

はあるが，凹面形状を実現できるこの工法

あったのです．それが何なのか，なぜなの

に，川野は強いこだわりを抱き続けていた．

か，いまだ明確な答えはありません．

「これまでの被せ工法でも，体圧分布など

ただ，座圧のデータを見直したり，人間

のデータを見ながら，体が触れる部分の形

の体の表面，たとえば背中に何かが当たっ

はできるだけ平らにしてくれるよう設計や

たときに人間は何を感じるのかといったこ

生産に依頼してきました．しかし，やはり

とを測り直したりしました（図3）
．そこ

被せ工法では凸面形状が残ります．凸面が

から推測すると，通常シートに座ると，た

あると，体が点で触れるというか，体が触

とえば腿は多少丸い形がつぶれてシートに

れずにいる部分があるのです．たとえば，

触れていますが，表皮一体発泡工法で凹面

尻の斜め後ろ当たりとかですね．

形状が実現すると，ほとんど断面が丸いま

その点，表皮一体発泡工法により凹面形

ま，足の形を崩さず座れている．その感触

状が実現できれば，丸い体の形に添って

が，従来と全く違うものを感じさせるので

シートが造れる．座り心地や乗り心地を

はないかということです．

担当する実験担当としては純粋にそう思い，

「受賞し，立派な楯を頂き，家 族の
反応もよく，家族から，こんな大事
な仕事をしていたのかと言われたとき
に，このような学術団体から賞を受
賞する重みを感じました．子供がクル
マのシートに興味を持ってくれ，この
クルマもパパの仕事なの？と言ってく
るようになり，家族の対話が密にな
りました」

柳田 良則 Yoshinori YANAGIDA
トヨタ紡織株式会社
技術管理部 開発能力向上推進室
室長
「乗り心地の性能が認められての受
賞だと思います．デザインを担当し
た私が受賞者に名を連ねることは
〈棚ボタ〉ですしありがたいことだ
と思います．また，かかわったデザ
イナーがほかにも何人もいますので，
皆にも感謝しています．デザイン部
から今の技術管理部へ移動したあと
に受賞しましたので，私のことを知
らない同じ部署の人から『なぜ？』
と驚かれました（笑）」

物差しとしてのデータを持っているわけ
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5
縫製線がうねる意匠や，シルバーの加飾を
採り入れたり，表皮材にマークが入ったり
して，製造のハードルが何倍にも増えまし
たけれど，競合他社のプレミアムブランド
にはない特徴を出すことができました」と
話す．

被せ工法から
表皮一体発泡工法に挑む
クルマのシートには，快適性や，運転
操作性，安全 性など数々の性能が求め
られ，走るクルマの中でドライバや乗員

ではないので，この触感をうまく説明でき

駐車場を一時閉鎖し，試乗会を実施して，

ないのですが，説明できなければ，良さを

トヨタ自動車の方々に体験してもらいまし

とが重要である．そのために，着座姿勢

人へ伝えられません」．

た．こうして試乗をしてもらうと，みなさ

や，着座中の体圧分布などを理想に近づ

ん『いいね』と言ってくださり，レクサ

レーシングドライバが
「面白いシートだね」と言ってくれた

スISのチーフエンジニアが採用に踏み切っ
てくださったのが大きな前進につながりま
した．それがなかったらどうなっていたか

ここで，納入先である自動車メーカへ，
表皮一体発泡工法によってできた凹面形状

……」．
レクサスへの採用という点で，現在は技

が安心して安定した着座姿勢がとれるこ

けるため，シート形状や，中のクッション
構造など，様々に研究が進められてきた
経緯がある．一方で，シートの製造方法
は大きく変わることなく，被せ工法が主
流となってきた．これに対し，表皮一体
発泡工法は，シートの出来上がりから製
造方法まで，従来と全く異なるシート造
りとなる．そして，出来上がったシートの

のシートをいかに伝え，採用を勝ち取るか，

術管理部 開発能力向上推進室の室長を務

製品企画開発センターのプログラムマネー

めるデザイナの柳田 良則は，

ジャー（PM）中川 佳久の苦労が始まる．

「かつて10年間以上レクサスのシート全

「レクサスISのプロジェクト担当として，

般にかかわってきたなかで，生産技術の村

いいシートを提案したいと常に考え，今ま

田と，当時の設計担当者と3人で，初期の

シートの座り心地に新たな世界が広がっ

でにない乗り心地の良いシートをこの工法

基礎段階から試してきた経緯があったので，

た．ただし，この工法を実現するために

で造れないかと川野に相談しました．実際

技術的な知識も私にあり，乗り心地という

に物を造っていくと，自分たちが想像する

機能がまず優先されなければならないとの

以上のシートができあがり，採用にこぎつ

意識がありました．それを阻害しない，き

けたいとは思いましたが，伝えるための指

れいな面質のシートをデザインしようと考

数やデータがありませんでした．

えました．

また当初は，社内外どちらもこのシート

できるだけシンプルに，縫製線のない，

に対する認識はなく，
『なぜ必要なのか？』

極力凹面形状を活かす意匠を描きました．

という意見もいただき，まず賛同者を増

そのうえで，細かい部分，たとえば鋭角な

やすことから始めました．そのためには，

形になる部分は，金型にカバーをセットし

座ってもらう，乗ってもらう体験を通じて

やすくしたり，ウレタンが浸透しやすく

納得してもらわなければならないと，弊社

したり，縫製で突っ張ったりしないように

にまだテストコースがない時期でしたので，

したりという調整を，設計と生産と一緒に，

サーキット場へ実験やデザインの担当者と

1mm単位，角度1度単位で詰めていくこと

行き，走行してもらい，またレーサの方に

をやりました．

も運転してみてもらうことをしました．そ

レクサスは，最新の技術でスタイリング

して，プロのレーシングドライバから『面

を昇華させるブランドなので，当初はトヨ

白いシートだね』とのコメントをもらった

タ自動車の方たちも半信半疑のようでした

んです．きっと楽しんでもらえるシートに

が，物が出来上がってみると『レクサスの

なるだろうと確信できました．

武器になる』と言ってくださいました．IS

サーキット場以外でも，弊社猿投工場の
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に続き，RC Fではハイバックシートとし，

表面は，人間の体に添った凹面形状で構
成される．被せ工法の点接触から，表皮
一体発泡工法では面接触へ，乗員の体
とシートの関係が転換する．これにより，

は，シートカバーの縫製，ウレタンの注
入，金型の製作など，数々の新たな手法
の開発が不可欠となった．

凹面形状のシートが造れたとき，想像以上の感触が生まれた
―トヨタ紡織（株）―

設計担当の新は，「RC Fでは非常に難し

イルや性能でクルマが選ばれるだけでなく，

ります．同時に，10年かかった時の長さと，

い設計になってくるのですが，『できませ

シートで選んでいただけることを知り，こ

猛烈な勢いでみんなと邁進した，その両方

ん』とは言えない微妙なグレーゾーンを突

のシートの開発にかかわってよかったと思

の思いがあり，かかわったみんなのパワー

いたデザイン要望でしたので，RC Fのシー

いました」と，苦節十数年の成果を実感す

を感じています．表皮一体発泡工法により，

トを成立させるための工夫をいろいろし，

る感激を味わった．

デザイン的にもグレードが何段階も高まっ

苦労しました．しかしそのおかげで，被せ

設計担当の新は，
「完成まで，目をつぶっ

たといえ，もちろんデザインだけでなく機

工法ではできないような技術やノウハウを

たまま崖っぷちを全速で走るような思い

能も高く，レクサスブランドの先進技術と

手に入れることができ，仕上がりをどうよ

の2年間でした．トヨタ自動車の方には大

スタイリングの昇華という統一感を表せた

くしていかなければならないか，表皮や物

丈夫ですと答えみたものの，本当に完成さ

と思います」と，機能美の高次元での実現

性を改めて考え直す自分にとってもいい機

せられるのか，次の関門会議でダメが出さ

に達成感を語る．

会となり，シート屋としての引き出しを増

れるかもしれないと，毎日悩み続けました．

やすことができたと思っています」と語る．

そのとき，中川や村田に励まされ，また設

「個人的に嬉しかったのは，新車カタログ

様々な困難を乗り越えて完成した表皮一

計面でのアイディアも助言してもらい，
『な

に，この工法の説明まで載せていただけた

体発泡工法のシートを前に，それぞれどの

んとかしてやる』とも言っていただきまし

ことです．トヨタ自動車の方々に認めてい

ような思いでいるのか．

た．ですから，出来上がったときは，とに

ただけたからこそ，説明をカタログにまで

かくホッとしたという気持ちで一杯でし

載せていただけたのだと．また，このシー

た」と，苦労をにじませた．

トを搭載したクルマがかなりの台数売れて

基礎的な研究からかかわってきた村田は，
「2013年にレクサスISに採用され，その年

トヨタ自動車へ採用の道を拓いた中川は，

のモーターショーの説明員として弊社ブー

実験担当の川野は，
「
『えッ！』と思った

いるとのことで，お客様にも満足していた

スにいた際，レクサス販売店の営業の方が

あの感触がすべてで，感動につながる乗り

だけているのかなと，このシートの浸透を

みえ，
お客様に『シートがいいからFスポー

心地を実現できるのではないかと思ってい

実感しています」と，この工法の認識不足

ツ（表皮一体発泡シート仕様）にする』と

た開発なので，とにかく世に出るのが待ち

が克服できた喜びを語る．

商談が進んだとの話を聞きました．その営

遠しく，楽しみにしていました」と，期待

業の方は，シートでクルマ選びされた例は

の大きさを語る．

最後に村田は，「このシートの工法は，
シートづくりにおける作業の軽減化にもつ

かつてなく，シートについて知りたいとの

デザイナの柳田は，「基礎開発からかか

ながります．たしかに，カン・コツの熟練

ことでしたので，数十分説明をさせていた

わり，当初の構想をいかに実現へ持ち込む

は必要ですが，人にやさしい作業や工程を

だきました．腰痛を持つお客様も，このシー

か，そこを常に考えデザインしてきたの

実現する可能性も秘めていると思います」

トのほうがいいという話もうかがい，スタ

で，それが達成された感慨は深いものがあ

と，生産技術の発展にも言及するのであった．
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