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An anti-allergenic agent was developed to inactivate allergens accumulating on automotive seat fabrics  

as a result of being carried into the vehicle, for example on occupants’ clothes.  

The aim of the project was to render allergens inactive by denaturing their protein structure  

through the action of the anti-allergenic, and the resulting agent is effective in the case of both mites and cedar pollen. 

Using a measurement method based on the actual automotive environment, the durability and persistence  

of the effect were verified. 
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1．まえがき 

近年，日本におけるアレルギー症状の有症率は増加傾向に

あり，特に目鼻アレルギーの有症率は高い（1）． 

また健康，快適志向の高まりにより，自動車室内において

も乗員への健康，快適に配慮する機能を持たせた付加価値技

術が多く提案されている． 

自動車室内のアレルゲン低減機能として既に量産されてい

るアレルフリー高性能脱臭フィルタは，空調装置を介して外

気から侵入するスギ花粉などのアレルゲン物質については低

減が可能であるが，乗員の衣服などに付着して車室内に持ち

こまれるアレルゲン物質については十分に除去することが難

しい．これらのアレルゲン物質は,特にシート表皮へ多く蓄積

していく．またシート表皮には目鼻アレルギーの要因となる

ダニアレルゲンも蓄積する（図 1）． 

本研究では，スギ花粉とダニアレルゲンの双方に対して不

活性化を示すアレルゲン低減自動車用シート表皮について，

実際のお客様の使われ方に近い方法で試験し,その効果と耐久

性を検証した．また併せて抗アレルゲン剤と消臭剤とを同時

に加工したシート表皮を試作しその性能を検証した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Mite and cedar pollen allergen count 

on automotive interior fabric 

 

2．抗アレルゲン剤とは 

一般的なアレルギー症状発症メカニズムとしては，肥満細胞

に付着した抗体へアレルゲン物質（抗原）が接触（反応）す

ることにより抗原抗体反応(図 2)がおき，炎症物質（ヒスタミ

ン等）が放出されることで,神経や血管を刺激し，アレルギー

症状が発症する(2)． 

抗アレルゲン剤とは，アレルゲン物質を吸着,変性などによ

って活動を抑制させることで，抗原抗体反応を低減する各種

処理剤を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Generally mechanism of allergic reaction 
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Reaction in body (image) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Seat Door Roof

A
lle

rg
en

 q
ua

nt
ity

  
(n

g/
m2 )

Cedar allergen

Mite allergen

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Seat Door Roof

A
lle

rg
en

 q
ua

nt
ity

  
(n

g/
m2 )

Cedar allergen

Mite allergen

Antigen-antibody reaction 

→Produce symptoms  

   of allergy 

 

Mast cell 

Allergen 

Anti body 



 

 
 
 

3．開発のねらい 

本研究では，自動車用シート表皮としての実際の使われ方，

求められる性能および使用環境に基づき，アレルゲン低減シ

ートの不活化特性テスト方法の設定をおこなった．また更な

る付加価値として，抗アレルゲン剤と消臭剤加工の組合せを

おこなった場合の各性能検証を実施した． 

 

（１）実車想定での不活化特性の検証 

対象とするアレルゲンを一般的にニーズの高いダニアレル

ゲンとスギ花粉アレルゲンとし不活化率目標値を定めた． 

ダニアレルゲンについては WHO にて発症閾値が設定され

ている．実車で検出されたダニアレルゲン量をもとに，一晩

（8 時間）おいた後，WHO の発症閾値以下となるよう，不活

化率（低減率）を定めた． 

スギ花粉アレルゲンについては，環境省の花粉飛散量目安

の中で最も飛散量が少ないと数値設定されている 10 個/cm2

以下を参考に，シート表皮上のスギ花粉アレルゲン量が常に

10 個/cm2以下相当となるように不活化率目標値を定めた． 

 さらに，実車の使われ方を考慮した不活化率テスト方法に

ついても検討し設定をおこなった． 

 

（２）自動車用シート表皮としての実用性 

厳しい自動車の環境条件下でも不活化性能を発揮し，かつ

変色などによる商品性の低下がないことを目標とした． 

性能目標達成のため，均質加工性,耐久性,量産性，ASSY 外観

性などの観点から最適な加工法，バインダ材料等の設定をお

こなった． 

 

（３）消臭加工との組合せおよび性能確認 

アレルゲン不活化性能のみならず，消臭性能も付与するこ

とにより，さらなる商品魅力の向上を図った． 

 

4.抗アレルゲン剤基本仕様 

上述の開発目標を満足する抗アレルゲン剤仕様として，水

酸基をもつ芳香族ヒドロキシルと酸化ジルコニウムの 2 種類

を配合した(図 3)． 

さらに，表皮へ加工した際の剛軟性,伸び率への影響を最小

限に抑え，かつ少ない塗布量でも接触回数を上げることで高

い不活化性能が発揮できるよう，粒子径を微細化した材料を

採用した． 

 

Fig.3 Structure of anti-allergenic compounds (image) 

5.表皮への加工方法 

一般的に自動車の表皮材へ樹脂加工する際に用いられる工

程である DIPPING 法を採用した．また，シートの乗降時に

摩耗することを防ぐため，DIPPING 加工時にバインダ剤を混

合し，より強力に抗アレルゲン剤を表皮へ定着することをね

らった．図 4 に工程イメージおよび加工前後の表皮の電子顕

微鏡拡大写真を示す． 

 

Fig.4 Processing method for seat fabric 

 

6. 表皮性能 

6.1.実車想定での不活化特性の検証 

開発表皮のアレルゲン不活化性能を評価するにあたり，測

定方法としては，一般的に適用されている ELISA 法を用いた．

アレルゲン濃度などのテスト条件については，図 1 に示した

実車測定値などの値を参考に設定した．また，アレルゲン物

質の形体は一般的に用いられている水溶液状のものを用いた．

図 5 に示す通り，高い不活化性能が得られた．  

          

 

Fig.5 Test results for inactivation rate (initial) 
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しかしながら，水溶液化したアレルゲン物質をシート表皮へ

付着させる手法では，実車のシート表皮上へ蓄積する固体状

のアレルゲン物質の形体とは異なってしまう．そこで本研究

では,固体状のアレルゲン物質とシート表皮を規定時間接触

させた後，固体アレルゲン物質を回収し，水溶液化したもの

を ELISA 法により不活化率を測定するという，実車状況に基

づいた方法で追加検証をおこなった(図6)．この手法で不活化

率を測定した結果を図7に示す. 

 固体アレルゲン物質を用いた不活化テストでは，水溶液ア

レルゲン物質でテストした場合に対し，不活化性能が低下す

る．しかし，塗布量の調整をおこなうことで高い不活化性能

を発揮することができた.本開発表皮の効果は，実車状況下で

も，有効であると考えられる. 
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Fig.7 Test results for inactivation rate (automotive seat conditions) 

 

 

6.2. 自動車用シートとしての実用性 

自動車の厳しい環境下でも抗アレルゲン剤の効果が損なわ

れることがないよう，各種耐久性試験を実施し不活化特性を

確認した.結果を図 8，図.9 に示す． 

また，シートの使い勝手を考慮し，シート表皮をテーバー

摩耗試験機により摩耗させた後の不活化特性の検証もおこな

った(図 10)． 

 

 

Fig.8 Test results for inactivation rate after light resistance 

 

 

Fig.9 Test results for inactivation rate after heat 

resistance(100℃) 

 

・Taber abrasion test : Inactivation rate of after 3000 cycles 

 

Fig.10 Test results for inactivation rate after taber abrasion 

 

さらに，DIPPING 樹脂加工表皮特有の課題となる白化、チョ

ークマークなどの項目を中心に，シート ASSY で外観検証を

実施した．用いた表皮材は，外観性が確認しやすいよう，黒

色無地を選定した． 

表 1 に示す通り，シート ASSY として求められる外観商品

性を満足した． 

Pile 

yarn 

Solution-type allergen Solid-type allergen  

Solution-type allergen reacts readily with fabric 

 

Fig.6 Image of reaction between fabric and allergen  



 

 
 
 

 
Table 1 Seat ASSY appearance 

 

以上の結果より，開発したアレルゲン低減シート表皮は，

自動車用シートとしての実用性について，問題ないレベルを

保持している． 

 

7.消臭加工との組合せおよび性能確認 

アレルゲン低減性能のみならず，多岐にわたるユーザニーズ

に応えて行くため，消臭性能との組み合わせについても検討

をおこなった． 

消臭剤に関しては，著者らが以前の研究において確立したシ

リカへアミン化合物と酸化亜鉛系触媒を担持させた仕様を適

用した〔3〕． 

表皮材への加工方法は,抗アレルゲン剤を DIPPING し乾燥

させた後，消臭剤をバックコートした．このような構造（図

11）を持たせることで，表皮表層部に付着するアレルゲン物

質を不活化し，表皮に入り込むにおい物質に対して,裏面加工

した消臭剤による吸着と触媒作用により，消臭効果を発揮さ

せることが可能となる． 

 

 

Fig.11 Fabric processed odor neutralization and anti-allergenic 

compounds 

 

図 12 に示す通り，消臭性能とアレルゲン不活化性能を同時

に発揮させることができる表皮仕様を確立した． 

今後，さらなる商品魅力向上に貢献する技術となることを

期待する. 

  

 

Fig.12 Test results for allergen inactivation rate and odor 

neutralization 

 

8.まとめ 

本研究において，自動車用シート表皮として求められる性

能および使用環境に耐えうるアレルゲン低減シート表皮の仕

様を確立した． 

（１） ダニ，スギ花粉アレルゲンに対して,実車の使われ

方を考慮したテスト方法により，高い不活化性能

を得る事ができた． 

 

（２） 自動車用シート表皮として,さらされる環境条件

下や摩耗後などにおいても，不活化特性を保持で

きる仕様を確立することができた． 

 

（３） アレルゲン不活化特性および消臭性能の二つの機

能を同時に発揮できる仕様を確立し，さらなる商

品魅力向上を図った． 
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