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製品紹介

立体縫製表皮ラッピングインストルメントパネルの開発
Development of Cut and Sewed Skin Wrapped Instrument Panel
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要　　　旨
　日産自動車株式会社が 2016 年にマイナーチェンジを行った新型ＧＴ－Ｒのインストルメントパネル

（以下インスト）では，欧州プレミアム車両で最近多く採用されている立体縫製表皮を巻いた仕様（ラッ
ピング仕様）を採用している．
　立体縫製表皮ラッピング仕様のインスト（以下立体縫製表皮ラッピングインスト）は，クラフトマン
シップに溢れ，商品力の高い製品である一方，複雑な樹脂基材の形状に合わせて，切り抜いた本革や合
皮の裁断された表皮を精度良く縫い合わせ，シワ無く，且つ，製品間のバラツキ無く貼り付ける必要が
あり，設計・生産の難しい製品でもある．今回、我々はこれらの課題を解決し，量産を可能とした．

Abstract
The instrument panel installed in Nissan’s new GT-R adopts cut and sewed skin wrapping for minor model change 
in 2016. This specification, where a plastic base panel is wrapped in a three-dimensionally sewed skin made of 
genuine or synthetic leather, has recently been used in more premium-segment vehicles in Europe. The instrument 
panel with cut and sewed skin wrapping has strong product appeal due to its high level of craftsmanship. However, 
the manufacturing process requires a lot of manual work because several cut skin parts need to be sewed together 
accurately and the skin needs to be attached to a complex-shaped panel without creases. Furthermore, no quality 
variation between the products is allowed. We have overcome these issues and made it possible to mass produce 
this instrument panel.

Key Words : Instrument Panel / Cut and Sewed Skin, Wrapping

1.　は　じ　め　に
　欧州に代表されるプレミアム車両では，パウダース
ラッシュ工法などの成形された表皮を用いたインスト

（以下成形表皮インスト）に代わり，本革や合皮を人の
手でミシンを使用して立体縫製し，手作業により貼りこ
んだ立体縫製表皮ラッピングインストの採用が増加して
いる．このような状況の中，我々はプレミアム車両に相
応しい居住空間の提供を目的に，立体縫製表皮ラッピン
グインストを開発した（Fig. 1）．

Fig. 1 New GT-R instrument panel
(http://www.nissan.co.jp/GT-R/interior.html)
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2.　立体縫製表皮ラッピングインスト構造
　従来の成形表皮インストは成形した表皮・発泡層・樹
脂基材の三層構造からなっており，接着は発泡層である
ウレタンで行っている（Fig. 2）．
　それに対し，立体縫製表皮ラッピングインストでは，
立体縫製した表皮と , クッション・樹脂基材の三層構造
からなっており，各々の層を，接着剤を使用して接着し
ている（Fig. 3）．

Fig. 2 Structure of formed skin instrument panel

Fig. 3 Structure of cut & sewed skin wrapping instrument panel

3.　立体縫製表皮ラッピングインストの ASSY 工法
　成形表皮インストは成形した表皮と樹脂基材を金型に
セットし，型内にウレタンを注入して，発泡層を形成し，
表皮と樹脂基材を接着している．
　それに対し，立体縫製表皮ラッピングインストでは，
クッション・樹脂基材各々に接着剤を塗布した後に樹脂
基材にクッションを手作業で貼り付け、次に立体縫製し
た表皮に接着剤を塗布し，クッションを貼り付けた樹脂
基材へ立体縫製表皮を手作業で貼り込んでいる（Fig. 4）.

Fig. 4 Difference of instrument panel process

4.　立体縫製表皮ラッピングインストの 
課題と解決策

　前章にて説明した構造・工法の違いから立体縫製表皮
ラッピングインストには主に以下の課題がある．
・ 立体縫製表皮の形状精度確保
・ 安定した接着力の確保
・ 縫製ステッチの位置精度の確保
以下にこれらの取り組みについて説明する．

4.1.　立体縫製表皮の形状精度
　成形表皮インストの表皮は，金型で立体形状に成形さ
れたものを使用するのに対し，立体縫製表皮ラッピング
インストは，裁断された表皮を縫い合わせて立体形状に
している．立体形状の精度が悪いと樹脂基材との形状が
合わずシワや浮きの原因となる．
　立体形状の精度で重要なのが裁断表皮の形状を決める

「型紙」である．従来の開発では，熟練者の経験に基づき，
製品形状に合わせて型紙を作成，その型紙を使用して裁
断・縫製した後，樹脂基材に貼り込んで，シワ等の有無
を確認する．結果が悪ければ再度，型紙を修正し，貼り
込み確認を行う．これを繰り返すトライ＆エラーが必要
で多くの工数と時間が必要であった．
　本開発では，型紙を CAD と解析を駆使し，展開形状
を予想し，わずかなトライ＆エラーで開発を可能とした 

（Fig. 5，6）．
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Fig. 5 Simulation for elongation and wrinkle on skin

Fig. 6 Pattern of cut skin

4.2.　立体縫製表皮の形状精度
　成形表皮インストは型内にウレタンを注入することで
各層を接着していた．それに対し，立体縫製表皮ラッピ
ングインストは立体縫製した表皮，クッション，樹脂基
材を各々，接着剤で接着している．その為，インスト全
面に安定した接着が必要となり，不安定だと表皮が剥が
れ外観に影響を及ぼす．
　我々は，接着のメカニズムと車両環境の負荷及び表
皮の特性を把握し，複雑なインスト形状で安定した接
着を実現する為の生産条件を確立した . その結果 , どの
部位においても安定した接着力を達成する事が出来た 

（Fig. 7）．
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Fig. 7 Peeling strength of skin

4.3.　縫製ステッチの位置精度
　立体縫製表皮ラッピングインストでは，人の手でミシ
ンを使用し立体に縫製しており，その後，樹脂基材にシ
ワ無く接着するため，表皮材の伸び具合や，貼付け時の
引っ張り具合によって，貼付けしたインスト表面でのス
テッチの位置が蛇行する等の位置ばらつきが発生する可
能性がある．

　ステッチは立体形状を作っていると共に加飾としての
役割が大きく，特にインストでは乗員から目につく位置
にある為，位置精度が重要である．
　我々は，構造を工夫し，且つ特殊な治具を用いること
で，精度良いステッチラインを実現した（Fig. 8，9）.

Fig. 8 Appearance of the finished stitch line

Fig. 9 Result of the accuracy verification

2.　お　わ　り　に
　本技術開発により，より上級のクラスまで対応できる
仕様のインストを設計・製造することが可能となった． 
また，設計・生産技術・実験が連携したサイマル活動を
行ったことで，バラツキが少なく，高品質な製品の量産
を可能とした．
　今後は，本技術をグローバル展開し，更なる高い目標
へ挑戦していく．
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