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製品紹介

Infiniti Q30/QX30 コックピットモジュールの紹介
Introduction of Infiniti Q30/QX30 Cockpit Module

宮崎　祐也 *
Yuuya Miyazaki

要　　　旨
　Infiniti Q30/QX30 は Infiniti ブランドとしては初となるプレミアムコンパクトセグメントのモデルで
ある．日産自動車株式会社が Daimler AG. との間で構築したパートナーシップを生かして Daimler のコ
ンパクトカーアーキテクチャーとコンポーネントを共有し，Nissan Motor Manufacturing UK Ltd. で生
産される Infiniti ブランド初の欧州生産車である．Infiniti ブランドに相応しく高い品質・プレミアムな
内外装に仕上げた車両となっている．
　本稿ではエントリープレミアムを超える仕様を実現したコックピットモジュールを紹介する．

Abstract
Infiniti Q30/QX30 is the first premium compact segment model for Infiniti brand. This model is using Nissan’s 
partnership with Daimler to share the components of Daimler’s compact car architecture. It is the first European 
production car of the Infiniti brand produced at Nissan Motor Manufacturing UK Ltd.. Q30/QX30 has been devel-
oped to feature high-quality and luxurious design in its interior and exterior. 
This paper describes the CPM with such high-end specification beyond the entry-level premium segment.
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1.　は　じ　め　に
　Infiniti Q30/QX30（以下 Q30）車のコックピットモ
ジュール（以下 CPM）開発においては、プレミアムブ
ランドに相応しい高品質な内装を実現することを目標と
した．特にインストルメントパネル（以下インスト）に
ついては高い剛性感をお客様に提供するため，既に自社
のフロントエンドモジュールで経験のあるグラスファイ
バー入りポリプロピレン材を使用し，さらに内部構造も
工夫する事で従来よりも優れた剛性を実現した．また，
インスト上面への表皮真空圧着技術の採用や，高品質な
ステッチをもつ立体縫製牛本革をラッピングしたソフト
パッド部品の採用により，お客様の目に入る・手に触れ
る部位の品質感を高め高級感を向上した．
　以下にこれらの取り組みを紹介する．

2.　内装仕様の紹介
2.1.　表皮ラッピングの多用

　Fig. 1 に Q30 の内装を示す．インスト上面は真空圧着
による表皮巻き仕様とし、運転席側上面と助手席側正面
にはクラフトマンシップを演出する為に高級車で多用さ

れるステッチを施したハンドラッピング表皮巻きパッド
を配置した豪華な仕様となっている．

Fig. 1 Infiniti Q30 interior
(https://www.infiniti.com)

　特に助手席側正面のパッドには本革・アルカンター
ラ・合皮の３種類の表皮仕様を設定し，それぞれに数色
の革色・ステッチ色仕様を設定している．これにより近
年プレミアムブランドに要求されるパーソナライゼー
ションに対応し，クラスを超えた品質感をお客様に提供
している．

* CPM・内装事業本部　CPM・内装技術開発グループ
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　また，ステッチピッチ・平行度など縫製部の見栄えが
高品質な仕上がりとなるよう，製造方法・品質保証方法
を確立した．

Fig. 2 Infiniti Q30 interior passenger pad
(https://www.infiniti.com)

2.2.　高品質な加飾の設定
　エアコン吹き出し口周りには上質で精緻な印象を与え
るサテンクロームメッキ加飾が配されアクセントになっ
ている．風量調節ダイアルについては２色成形により柔
らかな触り心地と視覚的な風量表現を織り込む事でプレ
ミアムな雰囲気を演出している．オーディオスイッチ周
りはピアノブラック加飾が標準仕様で設定され，また，
オプションとして本木目仕様が設定されており，エント
リークラスを超える上質な仕様設定となっている．

Fig. 3 Infiniti Q30 center-area interior piano black paint decoration
(https://www.infiniti.com)

Fig. 4 Infiniti QX30 center-area interior real wood decoration
(https://www.infiniti.com)

3.　高剛性インスト構造
3.1.　インスト構造

　Q30 車ではプレミアムブランドに相応しい高品質感を
実現する為にインスト全体の高剛性化に取り組んだ．
　Fig. 5 に示すように，インスト上面は剛性確保の為に
ダクトの風流路を開断面としインスト裏面に溶着する事
により流路形状を確保するいわゆるダクテッド構造を採
用した．これにより従来構造ではインスト単品で上面の
剛性を確保する必要があったが，ダクトの断面を剛性体
として使用する事で上面剛性を向上させた．

Fig. 5 Image of “ducted” structure

　また，Fig. 6 に示すとおりインスト前端部を部分的
に溶着するダクテッド構造は当社でも実績があったが，
Fig. 7 に示すように Q30 車では溶着範囲をインスト上面
全体に拡大する事により，さらなる剛性向上を実現した．
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Fig. 6 Existing “ducted” structure welding area

Fig. 7 Q30 “ducted” structure welding area

3.2.　インスト材料選定
　インストに使用する材料について，従来はポリプロピ
レン（PP）材にタルクを混錬した材料（通称 PPT 材）
を使用していたが，剛性向上の為に PP 材にグラスファ
イバー（GF）を混錬した材料を使用し，特に成形後で
も繊維長を保持すれば材料物性を高められる長繊維材

（通称 PP+LGF 材）を使用した．
　Table 1 に PPT 材と PP+LGF 材の物性比較を示す．
PP+LGF 材は PPT 材に対し主に以下の特徴を持つ．

(1) 剛性が高い
(2) 耐熱性が高い

Table 1 Characteristic comparison of PPT and PP+LGF

Characteristic PP+LGF PPT
Flexual modulus (Mpa) 4450 2140

HDT (℃) 170 120

　これにより従来構造以上のインスト剛性・耐熱性を確
保する事が可能となった．ただし PP+LGF 材の採用に

は下記二つの課題があった．
(A) 成形後の残存繊維長確保
(B) 成形変形の防止

　PP+LGF 材の材料物性は Fig. 8 に概念的に示す通り
残存繊維長により大きく異なり，必要な物性を達成す
るには一定以上の残存繊維長を確保する必要がある．ま
た，繊維の影響により成形後の材料収縮に異方性が有り，
PPT 材と比べて成形変形が発生しやすい．

Fig. 8 Influence of remaining fiber length (image)

3.3.　PP+LGF 材の成形
　Fig. 9 に示す通り成形機への材料投入から型内への充
填までの過程で繊維が裁断され繊維長が短くなる．そこ
でスクリューを通常のダブルフライトスクリューからシ
ングルフライトスクリューに変更し，繊維の裁断を最小
限にとどめる事とした．また，金型鋼材についても繊維
による磨耗防止を目的として鋼材グレードを変更して対
応した．

Fig. 9 Remaining fiber length in molding process (image)

　成形変形を少なくする為に流動解析により成形後の繊
維方向が最適となるようなゲート位置・射出タイミング
を見出した．この際にインスト強度に影響を与えない位
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置にウェルドが発生するよう留意し，また成形条件の調
整で変形を抑えられない部位については製品形状を工夫
した．

Fig. 10 Warpage prediction by CAE analysis

4.　真空圧着技術
4.1.　工法選定

　従来の Infiniti 車ではパウダースラッシュで表皮を成
形しウレタン発泡でクッション層の形成・芯材との接
着を行うインスト構造を採用していたが，Q30 車にお
いては昨今のデザイントレンドである上面が低くて薄い
INST を実現する為，クッション層厚をミニマム化しつ
つお客様にソフト感を提供出来るクッション層ラミネー
ト表皮を採用した．これにより約 5mm の薄型化が可能
となり造形意図通りの形状を実現する事が出来た．
　ラミネート表皮の成形・芯材との接着には各種工法が
あるが，真空圧で表皮の成形と芯材への圧着を同時に行
う「真空凸引き同時圧着」工法を採用した（Fig. 11）．

Fig. 11 Vacuum forming and press process image

4.2.　成形性・意匠性確保
　真空凸引き同時圧着工法では予めシボ加工を施した表
皮を引き伸ばして成形する為，シボ伸びによる見栄え悪
化の課題や，表皮の伸び率が限界を超えると成形中の破
断等の不良が発生する課題がある．そこで成形解析によ
り伸び率を予測し，伸び率の高い部位については製品形
状と工程を工夫する事で均一なシボの伸びとなるように
した．また，助手席側の上面が最もお客様の目に入り易

い部位であり，この部位のシボ見栄えが最適となるよう
に成形前の表皮原反のシボ深さ・サイズを調整した．

Fig. 12 Vacuum forming CAE analysis

5.　お　わ　り　に
　Q30 車の開発により他のエントリープレミアムクラス
を凌ぐ高品質な CPM を提供する事が出来た．これらの
技術を今後の車種へも拡大採用していきたい．

宮崎　祐也


