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ソフト表面加飾技術  

２０２２／０５／１７更新 

MTO 技術研究所 

プラスチックの加飾には多くの技術が使用されているが、その本来の目的は、見た目の

ここちよさ、すなわち“視覚的心地よさ”を付与することである。 

 自動車の内装部品、特に高級車の内装部品では身体に触れる機会の多いインストルメン

トパネル、ドアトリム、シート（座席）などは目で見て、触って心地よい、すなわち“視

覚・触覚的ここちよさ（高度な加飾＝高質感の加飾）”が求められる。 

さらに、近年、スマートフォンのケースなどでもソフトな手触りのものへのニーズが高

まっている。 

 これら柔らかで温かみのある手触り感を付与するソフト表面を有する加飾を、筆者は総

合して「ソフト表面加飾」と称している。 

 ソフト表面加飾は、表１に示したように、従来から自動車の内装部品に使用されてきた

「本格的なソフト表面加飾」とスマートフォンのケースなどに求められる「ソフトフィー

ル加飾」に大別される。 

        表１ 主要なソフト表面加飾 

  

  

１． 日産自動車㈱の高品質内装材の評価と開発１） 

各ソフト表面加飾の説明に先立って、日産自動車の高品質内装材の評価と開発について

の検討内容を紹介する。 

 日産自動車㈱では高品質内装材の評価項目として、硬軟感、温冷感、乾湿感と粗滑感の

4 項目を評価し、これらの値を数式化して嗜好性を計算し、これと感応評価での嗜好性を
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プロットすると良い相関関係があることを見出している（図は省略）。そしてアパレル、家

具用の表皮が優れていることを把握して、上記４項目評価から高級品質内装材を開発して

いると言われている。また、柔らかさとしっとり感を評価し、指の柔らかさよりやや反発

力が大きいものが心地よく感じ、表面の凹凸が指の指紋の間隔の時に心地よい感覚になる

ことを見出している（図は省略）。 

図１１）、２）にこれらの検討結果から開発されたソフトな内装部品例を示す。 

     

       図１ 日産自動車㈱のソフト表面内装部品 

 

２． 本格的なソフト表面加飾 

本格的なソフト表面加飾技術として、ソフト表皮材（ファブリック、クッション層付き

ＴＰＥ等)の貼合成形（インモールドおよび二次加飾）とソフト材とハード材の二材質成形

がある。ドアトリムやルーフライナーなど自動車の内装部品の加飾として欠かすことの出

来ない技術である。人によっては、ソフト表皮材を貼合したり、積層したりするものを、

加飾とは別に取り扱っているが、これは間違いである。これぞ、加飾中の加飾で、フィル

ム加飾などより、高級感のある加飾であり、高度な技術が必要である。本格的なソフト表

面加飾技術をまとめて表２に示す。 
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          表２ 本格的なソフト表面加飾 

 

 

ファブリックやクッション層付き表皮材（例えば、ＴＰＯ／ＰＰ発泡層）は圧力、熱に

センシティブなため、インモールド成形を行う場合、高圧成形法である通常の射出成形で

は、ファブリックの風合い・感触の保持や、クッション層の厚さ保持などが困難であり、

低圧の成形方法が必要である。あるいは、ソフト表皮材の裏面に樹脂層をラミネートした

複合表皮材を使用して、熱、圧力の影響を緩和して、通常の射出成形で成形する。プレス

貼り（木目込み）などの後貼合は、この点では優れているが、複雑な形状に対応できず、

多段工数を要するため、これらを改良する方法が各種検討され、近年、表２に示すような

インモールド成形、シートからの成形法が開発され、多く使用されている。 

シートからの成形法はもともとからあった低圧成形方法であり、この利点を生かして使

用されている。しかしながら、これらの方法では、成形品へのリブの付与などが困難で、

形状にも制約がある。（筆者らはリブなどを付与する技術も開発している） 

このような諸課題を解決する方法として開発されたのが、「射出プレス成形（ＳＰモール

ド）」と「押出プレス成形（ホットフロー）」である。これらの方法が開発されて、1980 年

代にドアトリムなど自動車のソフト加飾内装部品の成形方法が大きく変化した。 

 

２―１ 射出プレス成形（ＳＰモールド、ＳＰＭ）３，４) 

 射出プレス成形は 1982 年に住友化学㈱で、筆者らが「ＳＰモールド（ＳＰＭ）」として

開発した工法で､当初から積極的に低圧成形を指向して開発した方法であり、現在の低圧成

形、ソフト表面加飾成形の発展の先鞭をつけた成形方法である。（採用メーカーがＫＰＭ５）

やＮＰＭ６）、ＮＮＩＰ７）、Ｄｅｃｏ Ｆｏｒｍ８）、その他多数の名称で用いられている生産

工法はＳＰモールド（ＳＰＭ）の派生技術である。 

ＳＰモールド（ＳＰＭ）は応用範囲が広いが、その代表的なものとして、表皮材貼合一

体成形がある。ＳＰモールド（ＳＰＭ）表皮材貼合一体成形法は、「表皮材を雄･雌金型間

に供給し､両金型を適度のクリアランスまで接近させて溶融樹脂を供給し､型閉めして表皮

大分類 小分類 概要

１．射出系 １）射出プレス貼合成形 住友化学 適度に開いた型に樹脂を供給、型締めして一体成形

　　インモールド 　　低圧射出貼合成形 Kraus Maffei他 通常は、予備賦形、余熱なしの表皮材を使用

     成形 ２）予備賦形品射出貼合成形 各社 予備賦形した保護層付表皮を用いて、射出成形

３）多材質（２層）射出成形 Ｅｎｇｅｌ他 硬質／軟質の材料の２層射出成形

２．射出成形 １）押出プレス（ﾎｯﾄﾌﾛｰ) 池貝鉄工、Engel他 外部装置で樹脂を押出供給後、型締めして一体成形

　　以外の ２）S-RIM、R-RIM 各社 ウレタンを注入発泡して、表皮材と一体成形

    インモールド ３）ブロー成形 キョーラク他 パリソンを押出し、各種ブロー成形で一体成形

    成形 ４）（ｲﾝﾗｲﾝ）ｼｰﾄｽﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞ 各社 ｼｰﾄ押出成形し、ｶｯﾄした保温ｼｰﾄと表皮をｲﾝﾗｲﾝで貼合。

３．シート、マット１）表皮材貼合熱成形 各社 表皮材と加熱ｼｰﾄを真空成形、ﾏｯﾁﾄﾞﾀﾞｲ成形で貼合

　　からの成形 ２）KPS膨張成形 ケープラシート 表皮材と加熱した抄紙法ｽﾀﾝﾊﾟﾌﾞﾙｼｰﾄをﾏｯﾁﾄﾞﾀﾞｲ成形で貼合

３）ハイブリッド成形 住友化学 表皮材と発泡シートを両面真空成形、射出機でﾘﾌﾞ・ﾎﾞｽ付与

４．後貼合 １）OMD(ｵｰﾊﾞｰﾚｲ成形) 浅野研究所 接着層を有する表皮材を成形品上に真空･圧空で圧着

　 ２）粉末スラッシュ成形 イノアック他 ｽﾗｯｼｭ成形した表皮と芯材の間にﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝを注入発泡成形

３）プレス貼リ（木目込み） 河西工業他 接着剤を用いて、成形品に表皮材をﾌﾟﾚｽで木目込み貼合
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材と芯材樹脂を一体成形する方法」で､表皮材は､通常別工程での予備賦形や予熱なしで使

用できるが､必要に応じて併用してもよい｡ 

成形装置の型締方向は、竪・横いずれでも良いが、竪方向の方が優れており、多く用い

られている。ＳＰモールド（ＳＰＭ）表皮材貼合一体成形法メインプロセスと装置の１例

を図２に示す。（図右下は、ＳＰＭの派生技術であるＫｒａｕｓｓ Ｍａｆｆｅｉ（ＫＭ）

の装置例８）） 

この場合の工程は、 

① ソフト表皮材を金型間にセットして、金型を適度な位置まで閉める。（図左） 

② 適度な位置で溶融樹脂の供給を開始する（型締め操作と樹脂供給を併用）。（図中央） 

③ 金型を閉じて、賦形する。   （図右） 

④ その後、金型をわずかに開いて、表皮材の回復を促進する。 

（④は必須ではないが、効果は大きい） 

⑤ 冷却後製品を取り出す。              

 （②、③、④は連続して行う） 

  

 図２ 住友化学㈱の射出プレス成形（ＳＰＭ）表皮材貼合成形工程および装置 

 

表皮材貼合一体成形における最大の技術ポイントは表皮材のもともと持っている風合､

感触の低下をいかにおさえるかである｡表皮材の風合に対して､表皮材の品質､表皮材に対

する圧力､圧力をかけている時間、温度等の条件､表皮材の伸長率が大きな影響を及ぼし､

これらをコントロールして成形することが重要である（図省略）｡接着性については､接着

剤、接着層は使用しないで、熱融着またはアンカリング効果で材質破壊する程度の接着性

が得られるが､風合の保持性を上げる方向は接着性を低下させる方向となり､両者のバラン

スが必要である｡また､低温で賦形された断熱性の大きい表皮材と高温の樹脂を貼合一体化

するので樹脂の冷却過程での変形の問題が内蔵しており､変形に対する対策も重要である｡



 
 

5 
 

さらに、設定金型キャビティクリアランスおよび成形品厚さはフィルム成形では単純であ

るが、軟質表皮材では複雑であり、バックデーターと経験が必要であり、高度な技術が必

要になる。表３にフィルム等の貼合成形とソフト表皮材貼合成形の比較を示す。その他の

詳細データーはここでは省略する。 

製品サイズも制約がなく、図３に示すように長さが２．５ｍ強の製品も生産されている。 

 

   表３ ソフト表皮材貼合とフィルム貼合・転写の比較 

    

 

   

    図３ 射出プレス成形（ＳＰＭ）表皮材貼合成形品例 

 

その後、基本技術以外に国内外の関係先で下記のような開発もなされた。 

 ①毛足の長いファブリック貼合成形等での外観改良技術開発 

 ②部分表皮貼合、多種表皮貼合、多材質/部分貼合等の開発  

 ③芯材発泡表皮貼合の開発 

 ④より低圧化システムの開発、表皮材の風合い、厚さ保持率向上 



 
 

6 
 

⑥ ガス注入、膨張表皮貼合の開発 

超低圧化、ならびに２種表皮部分貼合（住友化学㈱）を図４に示す。 

  

本射出プレス成形（ＳＰモールド、ＳＰＭ）技術ならびにその派生技術による加飾は、

広く国内外で、インパネ、ドアトリム等の自動車内装部品の成形技術として利用されてき

たが、現在では成熟状態にある技術になっている。 

 

  

     図４ 射出プレス成形（SPM)のバリエーション 

 

２―２ 各種低圧・適圧射出成形 

射出プレス成形（ＳＰモールド）が低圧成形および軟質系表皮材貼合一体成形分野での

先鞭をつけて以来、射出成形で軟質系表皮材貼合一体成形を行う試みが活発化し、その後

各社が各種名称で方法を発表した。 

射出成形装置、技術の進歩で、射出成形の低圧化（適圧化）が進み、低圧（適圧）射出

成形または射出圧縮成形で予備賦形表皮材を使用して小物部品の成形ができることが、数

社から発表された。しかし、実際には、軟質系表皮材を予備賦形なしで成形するには、一

部を除いて、射出プレス（ＳＰモールド)の技術を利用することが必須であることが確認さ

れ、ほとんど全てのケースで射出プレスの技術が使用されている。 

 ここに分類される最も代表的な方法として、Ｕ＆Ｍプラスチックソリューションズ㈱（旧

宇部興産機械㈱））のダイプレスト９）があるが、軟質表皮材の貼合成形では射出プレス成

形を使用している。（最近も各種検討を継続している） 

これら軟質系の表皮材貼合一体成形は、その用途のほとんど全てが自動車内装部品であ

ったが、その後表面層（レザー、スエードなど）／中間層／ボトム層をラミネートし、こ
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の表皮材を予備賦形し、予備賦形品を金型にインサートして、ノートパソコンや携帯電話

など自動車以外への利用を進めている事が紹介された（現在は継続されていないようであ

る）。 

 

２―３ 押出プレス成形（ホットフロー成形）    

射出プレス成形（ＳＰモールド）にやや先立って、池貝鉄工㈱が押出プレス成形による

表皮材貼合一体成形１０）を開発していた。樹脂の供給を押出成形でプログラミングして供

給することが特徴で、ある程度製品形状に合せた樹脂供給ができ、一般的に射出プレス供

給より樹脂の流動距離を減少させることができるので、細長い成形品等の成形に適する。

しかしながら、押出装置の出し入れに時間を要し、樹脂供給は一筆書きできるパターンに

限定され、射出プレス成形のようなバリエーション（部分貼合、２種貼合成形など）が乏

しく、実質不可能などから、採用はそれほど広がらなかったが、Engel 社１１）など大手海

外メーカーもその派生技術を実用化している（図省略）。 

 

２―４ 抄紙法スタンパブルシートの膨張成形 

抄紙法スタンパブルシートであるケープラシート（ＫＰＳ）１２）は加熱すると、ガラス

繊維のスプリングバックで厚さ方向に数倍から１０倍位膨張する。この特性を生かして、

ＫＰＳを加熱し、表皮材と共にマッチドダイ成形すると、芯材（ＫＰＳ）の目付けが

400-1000gr/m2 程度の軽量で曲げ特性の優れた製品が得られ、自動車のルーフライナー、パ

ッケージトレーなどに採用されている。本技術も筆者らが開発した方法で、方法の概念図

を図５に示す。 

 

図５ ケープラシート（ＫＰＳ）膨張成形 

補強リブなどの付与に別手段が必要（本件は筆者らが開発済み）、廃棄時のガラス繊維の処

理問題などの課題がある。 
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２―５ ハイブリッド成形 

 住友化学㈱がＰＰ発泡シートの両面真空成形＋リブ・クリップ座付与のハイブリッド成

形を開発し、軽量のドアトリムへの展開が期待され１３）、検討討されたが、実用化に至ら

なかったようである（図省略）。 

 

２―６ ＯＭＤ（アウトモールド成形、オーバーレイ成形） 

真空・圧空成形の型の代わりに加飾対象の基材を置き、その上に加熱した表皮材を真空 

and/or 圧空で貼合するオーバーレイ成形も古くから利用されている。多孔質の木質系基材

等へのオーバーレイ成形は自動車のドアトリム等に利用されたが、プラスチック基材の場

合は基材に真空穴を開ける必要があり、ほとんど普及しなかった。 

 近年、布施真空㈱が、新しい技術を開発し、３次元形状の製品への適用性を広げている（Ｔ

ＯＭ工法）１４）。 ㈱浅野研究所も同様な技術を開発（ＴＦＨ）し、その改良装置で、ＴＰ

Ｏ／ＰＰＦ表皮材での成形に成功１５）しており、今後の展開を期待している。㈱浅野研究

所による成形品例を図６に示す。 

     

   図６ TPO/PPF の OMD 成形による浅野研究所の成形品例 

 

２―７ ソフト表皮材の木目込み（プレス貼り） 

 ソフト表皮材貼合の代表的な２次加飾としては、人形の木目込みと同様に表皮材の端部

を溝に押し込んで見切りとする「木目込み（ＫＩＭＥＫＯＭＩ、プレス貼り）１６）」があ

り、ドアトリムのオーナメント部の貼合などに使用されている。工程と成形品例を図７に

示す。図の下左は。ＳＰＭ表皮材貼合成形品の中央部にファブリックを木目込みした例、

下右は、ＳＰＭ表皮材部分貼合成形（＝インモールド木目込み）である。 
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         図７ 木目込工程とドアトリム 

 

２―８ 発泡ＰＵ注入成形 

浮遊させた塩ビ樹脂（ＰＶＣ）、サーモプラスチックオレフィン（ＴＰＯ）、ポリウレタ

ン（ＰＵ）などの粉末を加熱金型表面に付着させて、焼結・融合して均質な皮膜（パウダ

ースラッシュ表皮材）を作り、この表皮材と芯材をセットして、その間にＰＵを注入発泡

させることで、インパネなどの高級感のある表面を有する成形品が得られる。最近では、

パウダースラッシュ表皮材の代わりにＫＴＸ１７）のポーラス電鋳金型を用いた凹引き真空

成形による表皮が使用されることが多くなっている。上記表皮材を用いた発泡ＰＵの注入

成形によるインパネの成形工程を図８１８）に示す。 

  

図８ 発泡ＰＵ注入によるインパネの成形 
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２―９ ソフト材／ハード材の２材質成形 

サーモプラスチックエラストマーと硬質プラスチックの二層成形でソフト表面を有する

部品が得られ、自動車部品やその他の部品として使用されている。図９にＥｎｇｅｌ社の

Ｄｏｌｐｈｉｎ法によるインパネ１９）を示す。本技術では、ソフト層はミューセル発泡成

形したＴＰＥ（サーモプラスチックエラストマー）を使用して、クッション性を向上させ

ている。また、硬質層はＧＦ強化ＰＢＴを使用して強度を上げている（詳細図は省略） 

 

    

  図９ Ｄｏｌｐｈｉｎ 成形（ソフト／ハード２層成形） 

 

２―１０ ＳＯＬＩＤＵＸ 

ＡＲＴ＆ＴＥＣＨ㈱２０）が特殊な前処理をしたファブリック（テキスタイル）をバッキン

グ材、接着層なしで特殊な方法で前処理、プリフォーム（プレスで）して、プリフォーム

品を金型にインサートして、通常の射出成形で貼合一体化する技術、ＳＯＬＩＤＵＸを開

発した。図１０に示すように、小さく、浅い成形品では、薄いテキスタイルやクラリーノ

を１．２mm厚のＰＰの基材に貼合し、表面のダメージも変形もない良好な成形品を得てい

る。ただ、テキスタイル毎に特殊な前処理が必要、浅い成形品でも予備賦形が必要、大き

な成形品への展開に疑問、アンダーカット、表皮巻き込みが実質困難、さらに試作に時間

がかかり、試作費が高いなど課題も多いと言われている。大きい物の成形への対応、トー

タルコスト等の課題が解決されれば、展開が可能だと思われるが、ハードルは高く、小さ

く、浅い製品に限定されると思われる。 
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図１０ ＳＯＬＩＤＵＸ）成形品ー１ 

最近、ＰＭＭＡフィルム／前処理ファブリック、突板、本皮、金属シートなどのハードな

貼合成形の開発も進められており、こちらの方が注目されている。成形品例を図１１に参

考に示す。 

   

      図１１ ＳＯＬＩＤＵＸ成形品ー２ （参考） 

 

２－１１ その他の貼合成形 

 京都・丹後のコンポジットプロジェクト２１）の成形品例を図１２、九州大栄㈱の 

ＤＡＩＥＩ新インモールド工法成形品例２２）を図１３、に示す。 
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      図１２ その他の貼合ソフト成形品例－１ 

 

   

        図１３ その他の貼合ソフト成形品例－２ 

 

２―１２ 静電植毛、ファイバーコート 

 静電植毛は、被対象物に接着剤を塗布し、これに強い電界(直流高電圧）をかけて短繊

維（ フロック、パイル ）を植え付け、ビロード様の仕上がりを得る表面加工技術２３）

である。ファイバーコート２４）も同様な方法である。従来は、自動車の内装部品等にも使

用されていたが、現在は、楽器ケースや宝石箱の内装として利用されることが多い。成形

品例を図１４に示す。 
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      図１４ 静電植毛およびファイバーコート成形品  

 

２－１３ 最近のソフト加飾自動車部品 

 １９８０代～２０００前半位にかけて、軽自動車も含め大量に使用された、ソフト表皮

材貼合自動車部品は、表皮材そのものが高い、成形に専用装置が必要、高い成形技術が必

要などから、その後適用例は減少し、ＮＳＤ（特別な表面層を使用しない加飾）や、フィ

ルム加飾内装部品に移行するものが多くなっていた。しかし、やはり、視覚的、触覚的こ

こちよさに対するニーズは根強く、近年、ソフト表皮材貼合自動車部品の復活が見られる。

図１５～図１７に例を示す。 

 

図１５ 最近のソフト加飾自動車内装部品例 
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図１６ ソフト加飾デイスプレ 

 

図１７ ファブリック加飾内装部品例 

３． ソフトフィール加飾 

自動車の内装部品の成形はコスト面から、本格的なソフト表皮材貼合成形からシボ付き

金型を用いた通常の射出成形、高品位転写成形に、あるいはフィルム貼合・転写成形等に

移行するものも多くなっているが、目で見た心地よさ以外に手に触れた心地よさに対する
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ニーズは高く、近年自動車内装部品やスマートフォンのケースなどでソフト感が感じられ

る程度の「ソフトフィール加飾」のニーズが高まっている。表１に示すような色々の技術

が利用されている。以下代表的な例を紹介する。 

 

３－１ ソフトフィールフィルムおよび起毛シートによる成形 

ＮＩＳＳＨＡ㈱２５）などが特殊コーティング材塗布ソフトフィールフィルム、ファブリ

ック調シート、龍田化学㈱２６）がロールファブリック調シート（ＴＯＭ成形品）、デンカ

２７）は起毛シートを開発した。本サンプル例を図１８に示す。 

  

   図１８ ソフトフィールフィルム、起毛シート 

 

３－２ ソフトフィールシボ 

日産自動車㈱１）がソフトフィーフシボを自動車の内装部品に使用している。図１９に

示すように、ソフトフィール塗装と同等のソフト感があることが示されている。 

Ｄ３テクスチュアは、シボパターンの調整が容易で、よりソフトフィール感が出しやす

いと考えられる。 
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   図１９  ソフトフィールシボの例(日産） 

 

３－３ ソフトフィール塗装 

塗装は、塗料の組成等の調整で比較的簡単に、かつ確実にソフトフィールが達成でき、

少なくとも現時点では最も広く使用されていると思われる。図２０に例を示す。 

  

           図２０ ソフトフィール塗装 

 

３－４ ソフトフィール着色 

涛和化学３０）がセルロース系のフィラーを配合したソフトフィール着色材を開発した。

着色のみではソフトフィール感は乏しいように感じるが、シボとの組合せで効果があると

思われる。例を図２１に示す。 

     

      図２１ ソフトフィール着色 
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