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ランクセス  
技術とイノベーションに注力する、世界的な特殊化学品メーカー 

順調なグローバル展開 

 世界31カ国に従業員約17,500名 

 世界中に52の製造拠点 

 2012年度 連結売上高91億ユーロ 

特殊化学品メーカー 
 2004年に独バイエル社から分離独立。2012年より

DAX* 構成銘柄に 

 事業分野: プラスチック、合成ゴム、特殊化学品 

中間体 

 

的を絞った革新的戦略 

 ランクセスの成長に重要な役割 

 工程と製品のイノベーションに注力  

* ドイツ株価指数 

 



ランクセス、化学を活性化 

 プレミアム特殊化学品メーカー  

 幅広い用途向けの5,000 以上の製品 

 顧客の現在および未来の課題を解決に導く高品質の
ソリューション 

プレミアム品質 技術的専門知識 

革新 持続可能性 

 持続可能な発展へのコミットメント 

 世界のメガトレンドに起因する課題に対応するエコソ
リューションを創出 

 環境に優しい技術、資源効率化の生産工程、次世代
製品の開発 

 最も厳しい基準を満たす最先端の素材、サービス、ソ
リューション 

 顧客、環境、当社にとって意義ある価値を創出 

 顧客ニーズに対応する的を絞った革新 

 実践的な企業風土が、製品、工程、そして独創的なイ
ノベーションの活力 

 世界的な実績と地域の専門性を組み合わせた高効率
なイノベーションネットッワーク 

 

ランクセス – 世界的な使命 
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グローバルメガトレンド向けソリューション  

都市化 

農業 車社会化 

水 
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「グリーンモビリティ」を柱とした取り組み  

9 



「グリーンモビリティ」ソリューション 
グローバルな課題である4主要分野でプラス効果 

交通インフラ / 都市計画 

交通手段 

情報管理システム 
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エネルギー 



「グリーンモビリティ」に貢献するランクセスの6つの柱 

– 革新と技術が全ての礎に 

11 

革新 と 技術 

「エコタイヤ」 
持続可能な 

皮革用化学品 
バイオ燃料 & 

再生可能な 

エネルギー 

テクニカル 

製品 

ランクセスの 

貢献 

植物由来 

原料 

軽量化 

素材 
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将来は「環境に優しい」モビリティが必須 

限界に達している現在のモビリティ 

資料：国際エネルギー機関 

* BRIC：ブラジル、ロシア、インド、中国 

主な課題 

 

 地球規模の気候及び環境を脅かすCO2排出量
の増加 

 - 適切な対策がなければ、2050年までに世界の 

     CO2排出量は2倍に 

 特にBRIC*諸国における人口増加と中産階級の
成長がモビリティの需要拡大を後押し 

 化石燃料のような有限資源の必然的な枯渇 

 モビリティにおける消費者ニーズの変化 
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「グリーンモビリティ」の牽引要因  

環境問題 

人口及び 

中産階級の増加 

経済問題 

都市化 

消費者ニーズの 

変化 

政策 
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人口と中産階級の増加が必然的に車社会化拡大をもたらす 

資料： OECD （経済協力開発機構） Transport Outlook 2012； 国際連合人口部 

* 所得階層 BRIC諸国１人当たり6,000米ドル以上30,000米ドル以下 ** 2010年比の乗用車数の変化 

増大する世界人口 

 2050年には世界人口は93億人に達する見込み 

BRIC諸国の中産階級の増加 

 2020年に、BRIC諸国*の中産階級はさらに8億人増加 
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2050年までに、新興国（BRIC含む）における全ての交通手段は飛躍的な成
長が見込まれる** 

乗用車 / 軽トラック:  5.7倍増 

2輪車:   3.8倍増 

鉄道：  3.0倍増 

主な課題：継続的で持続可能な成長を可能にする 

航空機:  2.5倍増 

バス:  1.3倍増 



今日の危機的な現状 

 CO2やその他の温室効果ガスの排出が気候変動の原因となる 

 モビリティが世界のエネルギー消費の約30%を占める 

 世界のCO2排出量の約18%はモビリティに起因              
その内の75 % は道路交通により発生*  

憂慮すべき将来の動向 

 BRIC諸国を含む新興国におけるCO2排出量は2倍以上（2002-2030

年） 

 OECD**諸国でのCO2排出量はさらに約25%増加 

 モビリティに関連する世界のCO2排出量は、最大2.4倍になる見通し
（2010-2050年）*** 

拡大するモビリティ（車社会化）により悪化する環境問題 

排出量削減が喫緊の課題 

資料： OECD （経済協力開発機構） Transport Outlook 2012; 国際関係研究所 * 国によって異なる* *経済協力開発機構：世界で最も発展した国を含む（すべての加盟
34カ国はwww.oecd.orgを参照）* * * 輸送車と乗用車のCO2排出量合計 17 



持続可能な車社会化支援に向けた各国の政策 
– CO2排出量削減に向けた代表的な取り組み 

アメリカ：2005-2020年*に
CO2排出量17%削減を目
指す 

ブラジル：2020年に推定さ
れる温室効果ガス排出量
より少なくとも36%削減を
目指す 

中国：2005-2020年の経
済成長対比で、CO2排出
量40-45%削減を目指す 

日本：主要産業が参加する
場合、2020年までにCO2排
出量25%削減を目指す*** 

インド：2005-2020年の経
済成長対比で、CO2排出
量20-25%削減を目指す 

EU：1990-2020年に温室
効果ガス排出量20%削減
を目指す** 

韓国：2020年に推定され
るCO2排出量（2005年の
4%減）より30%削減を目
指す 

資料 : 気候変動に関する国際連合枠組条約 （UNFCCC） 

*気候変動に関する保留中の規制が予定通りに実施される場合 **EUのエネルギー効率計画の一環; 詳細はhttp://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0109:FIN:EN:PDF参照  ***2013年1月に見直しについて言及 
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持続可能な車社会化支援に向けた各国の政策 
– その他の事例(1/2) 

EU諸国と日本の低CO2排出地域  

 EU11カ国 （例： ドイツ、英国、イタリア、スウェーデン、オランダ）そして日
本（東京） 

EU全域を対象にしたCO2 規制 

 航空炭素税: 2012年1月よりEUの空港を離発着する全ての航空機に課税 

 新車を対象にしたCO2排出量の上限を設定: 2020年までに自動車メーカ
ーに全ての自動車のCO2平均排出量の大幅削減を義務づける** 

ドイツにおける電気自動車化に向けた開発計画 

 目標: 堅調な電気自動車産業および2020年に100万台以上の電気自動車
の普及 

英国における渋滞税 

 午前7時から午後6時の間に指定地区にある車両に課せられる 

*正確な額は、様々な項目による; 低CO2排出飛行機の使用促進のため、一般的に金額は値上がりする予定 

 ** 2009年4月23日の欧州議会及び理事会規則(EC)No.443/2009により、新車を対象としたCO2排出量規制の基準を定めた規則: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0001:0015:EN:PDF 

Low 
emission 

ZONE 
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持続可能な車社会化支援に向けた各国の政策 
– その他の事例(2/2) 

=   $$$ 

20 
*2011年以降、 「企業（別）平均燃費」 (CAFE)方式を採用。車のサイズ（軸距・車輪間隔）を基に目標値を義務づける規制;この規制によって、燃料消費5%削減（軽トラック3.5%）を
目標 

シンガポールにおけるCO2排出規制車計画 

 2013年1月より、低CO2排出自動車 （例： 160g CO2/km以下） 購入者には
割引制度を適応 

中国における低燃費車と新エネルギー車の開発計画  

 政府主導の目標：2020年までに500万台の電気自動車及びハイブリッド車
を普及 

米国における燃費規制 

 2025年*までに自動車と軽トラックを対象とした新燃費基準（100kmあたり
4.3リットル）  

都会における自転車シェアリング 

 世界300都市（例： バルセロナ、杭州、ニューヨーク、リオ） 

 自転車活用促進は、最も簡単なCO2削減及び交通渋滞軽減対策の1つ 



目標値を超過した場合、罰金は高額になる 規制の目的 

 2020年までに自動車メーカーは、すべての車両のCO2

平均排出量を大幅に削減することが求められる 

 メーカーが目標値を超過した場合、1グラムにつき年間
最大95ユーロの罰金が課せられる（右図参照） 

この規制がOEMメーカーに与える影響 

 目標値は車両の重量に基づき計算される：従って、
OEMメーカーのポートフォリオ*によって、目標値（限界

値）が異なる結果となる 

 可能な限り効率的にガイドラインに準拠するために、
OEMメーカーは様々なソリューションの実行可能な組

み合わせを見い出す必要がある。 

21 
資料: マッキンゼー; 2009年4月23日の欧州議会及び理事会規則(EC)No.443/2009により、新車を対象としたCO2排出量規制の基準を定めた規則: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0001:0015:DE:PDF 

* 高級車の重量は平均より重いためプレミアム自動車メーカーの限界値がより高い 

EU –CO2排出量削減の取組みにおいて道路交通が重要な要素: 
自動車メーカーの義務 

140 g 

95 g 

75 g 

0 

4,035 

12,350 

欧州の車両 

平均 

2010 

目標値 

2020 

推定目標値

2025 

CO2 排出量 
欧州全体における総販売台数の

CO2 平均排出量 / キロ 
 （年別） 

罰金の可能性** 

ユーロ（1台あたり） 

-46% 

** 現時点の欧州におけるCO2 平均排出量：1台あたり140グラム/1kmと比較 

 

規制(2015年から）: 超過の最初の1グラム目につき5ユーロ、2グラム目につき15ユーロ、3

グラム目につき25ユーロ、4グラム目から1グラムにつき95ユーロ   

規制（2013年から）: 1グラムにつき190ユーロ 

新しい規制を考慮し、革新的なアプローチが必要 

130 g 710 目標値2015 
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環境に優しい交通手段が「グリーンモビリティ」に大きく貢献する 

24 

 未来は、優れたエネルギー効
率と最小限のCO2排出量を備

えた進化した交通手段が普及
する。これに貢献するのは： 

- 「エコタイヤ」 

- 革新的駆動系 

- エアロダイナミックな改善   

- 電子機器支援システム 

- 軽量化デザイン 

 

 

 

交通インフラ / 都市計画 情報管理システム 

エネルギー 

交通手段 



特に、車はさらに進化する可能性を秘めている 

25 
資料:ミュンヘン工科大学のホルスト・ ヴィルデマン教授による “Green Mobility – Maßnahmen zur Verringerung von CO2-Emmissionen im Vergleich” (「グリーンモビリテ
ィ」–CO2 排出量削減対策の比較) *データは長距離バスと電車が定員の平均44% 、飛行機が定員の73%、車は1.5人を乗せて運行した場合を仮定; 3人を乗せた車の経費は
11.30ユーロ ** 長距離バス 

 

 車は全ての交通手段の中で最も経費が高い 

 車が環境に与える悪影響の要因 

- 1人当たりのCO2排出量の高さ 

- 他の交通手段と比べて、一番短い走行距離で

1トンのCO2排出量となる 

 

100kmの移動に必要な経費*   

各産業は「環境に優しい車」作りを模索する必要がある 

 １人当たりの平均CO2排出量 

26.00ユーロ 

11.30ユーロ 

 9.90ユーロ 

8.60ユーロ 

380 g/km 

150 g/km 

40 g/km 

20 g/km 

** 

** 



  

車の発展に伴い、車への要求が多様化している 
 世界中で約9億台の車が走行  – 2050年までに

その数は2倍以上になると予測される 

 従って、車はより経済的かつ環境に配慮すること
が求められる 

 さらに、顧客の要求が多様化してきている: 

- より高い安全基準 (例： ABS、エアバッグ、 車

体強化構造) 

- 優れた快適性と品質 (例： エアコン、オーディ
オ、ナビゲーション、駐車システム) 

- 高品質デザイン  

現代の車への要求は拡大している 
– それに伴い車両重量も増加 

26 
資料: ヴァレオ; Klimacampus; Automotive Now 誌(1/2011) - KPMG International; VW; BMW 

1886 

2012 

2016 

2036 

信頼性 

入手可能な値段 

安全性 

燃料消費 

持続可能性 

コネクティビティ 

(接続性) 
??? 

??? 

結果として車両重量は一層増化する傾向 

過去40年間の車両重量の推移 

30% 

法規制 インテリア 安全性 

25% 15% 22% 8% 

快適性 品質 
重量化の要因 

例: ミニクーパー 



長期的に見ると、車の燃料は、代替エネルギーが化石燃
に取ってかわる 

駆動系の新コンセプトも車両の重量化に影響を与えている 

27 

最適化された内
燃エンジン 

準ハイブリッド 

フルハイブリッド 

プラグインハイ

ブリッド 

レンジ 

エクステンダー 

電気自動車 

自動アイドリングストップシステム、
回生ブレーキ 

電気式起動アシスタント、低速度
での電気駆動 

大容量バッテリーとプラグイン機
能を備えたフルハイブリッド 

バッテリー充電用内燃エン
ジンを備えた電気自動車 

??? 

革新的な駆動系システムの重量を相殺するには 
車体の軽量化が必要 

資料: “Lightweight, heavy impact” マッキンゼーより, “Elektromobilität – Anforderungen an Reifen, Fahrwerk, Antrieb und Marktpotenziale” (電気自動車– タイヤ、シ
ャーシ、駆動系への要求と市場の可能性)ミュンヘン工科大学のホルスト・ ヴィルデマン教授より 

* 特に、バッテリー、ブレーキ・断熱システムを大型にする必要がある。 

革新的な駆動系システム基づいた排出量削減対策が車
両重量を増加させる 

50	kg	

100-150	kg	

250	kg	

最適化された内燃エンジン	 ハイブリッド車/レンジエクステンダー	 電気自動車	

結果として:  
システム費用の増加*、ハンドリングに支障、走行

距離の減少 



軽量化デザイン 
– 持続可能なモビリティを実現する重要な技術 

28 

軽量化デザインは、駆動系の新コンセプト（電気自動車のバ
ッテリーなど）のマイナス要因を補完する。軽量化デザインが
施されなければ現代のモビリティーは不可能 

軽量化された車は燃費を向上させ、道路交通においてCO2

排出量を削減する。 それが「グリーンモビリティ」への貢献と
なる 

快適性と安全性への需要の高まりが、車両重量増加の要因
となる。軽量化デザインは、車の経済性を実現する 

 

 

 



質量は、車の走行性に影響を及ぼす抵抗を決定する重要な要素 

– 軽量化デザインは、論理的ソリューション 

わずか100 kgの車両軽量化が大幅な排出量低減となる 

29 

 走行抵抗は、車の燃料消費とCO2排出量に大幅に影
響を与える。 

 −より高い抵抗力は、走行時に、より大きなエネルギー   
     が必要となる。 

 転がり抵抗、勾配抵抗、加速度抵抗は、車両重量に大
きく関係する。つまり、これらは軽量化デザインと密接な
関係がある 

 従って、軽量化デザインは、CO2排出量と燃費低減の
最適な手段。 

加速度抵抗 
質量 x 車の加速 

空気抵抗 
(空気密度/2) x cw* x 車の表面x スピード2  

資料： ミュンヘン工科大学のホルスト・ ヴィルデマン教授による “Green Mobility – Maßnahmen zur Verringerung von CO2-Emmissionen im Vergleich” (「グリーンモ
ビリティ」– CO2排出量削減対策の比較)           **重量1,400kgの車で、100kmにつき、従来型燃料の平均消費が8リットル、1リットルあたりのCO2排出量が2.33kg （比
較の基準：6年間使用し、走行距離120,000km）と仮定した場合 

大体の目安:  
重量100 kg を軽量化することで100 km あたり0.5 リットル
の燃料を節約し、１kmあたり11.65 グラムのCO2排出量を
削減する** 

転がり抵抗 
(質量 x 勾配) x 転がり摩擦 

勾配抵抗 
(質量 x 勾配) x (勾配の高さ/勾配の長さ)  

* Cw 値: 空気抵抗係数 



ドイツの消費者が必要とする走行距離 
 (2009年）（km) 

軽量化デザインが電気自動車のコンセプトを最適化する効果的な方法 

30 

軽量化デザインは、電気自動車の走行距離を延長する 

 バッテリーで走行する電気自動車の駆動系は、内燃エ
ンジンの駆動系よりもはるかに重い 

 重量が電気自動車の走行距離を決定する重要な要素 

 走行距離を延長するには、さらに大型のバッテリー（高
価）を搭載するか、車両重量の低減が必要 

 軽量化デザインを採用することで、バッテリー重量を相
殺し、それにより走行距離も延長可能となる 

 軽量化ソリューションの費用（最大14.50ユーロ/1kg*）

は、大型バッテリーを搭載するより費用効率が優れて
いる 

今日の電気自動車の平均走行距離
は135 kmにとどまる  軽量化デザインは電気自動車の普及に重要な 

役割を果たす 

資料: “Elektromobilität – Anforderungen an Reifen, Fahrwerk, Antrieb und Marktpotenziale” (電気自動車–タイヤ、シャーシ、駆動系への要求と市場の可能性)ミュンヘン工
科大学のホルスト・ ヴィルデマン教授より 

* 2011年のバッテリー価格に基づく 



軽量化デザインを採用できる部位： 軽量化設計手法と軽量化素材により 

車両重量と走行抵抗*を大幅に低減可能 

車両重量はさまざまな方法で削減可能 

31 
* 重量の軽量化は、部品の省略や小型化によっても可能となる。しかし、この方法は、顧客の意向と合致しない場合が多く、販売の課題となる可能性もある。 

駆動系 

シャーシ  

車体 

電子機器 

インテリア 
軽量化デザイン 

軽量化設計手法 軽量化素材 

(車両における各部位の重量の割合%)  

40%	

24%	

16%	

15%	

5%	



軽量化部品と革新的コンセプトの融合により、重量低減 

 例えば、車体に関する様々な軽量化技術が開発されて
いる： 

- マルチ素材の設計: 各部品に最適化された素材が使
用されている 

- ハイブリッド設計: 通常は、スチールとアルミニウムの
複合 

- 立体骨組み構造: 乗員の空間を取り囲む押出し金属
部分に使用 

 車両全体に軽量化設計手法が取り入れられた場合の
み、重量低減が大幅に可能になる 

軽量化設計手法 
– 全ての車両部品の包括的な軽量化設計 
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資料: ミュンヘン工科大学のホルスト・ ヴィルデマン教授による “Green Mobility – Maßnahmen zur Verringerung von CO2-Emmissionen im Vergleich” (「グリーンモ
ビリティ」–CO2 排出量削減対策の比較)  

軽量化設計の成功には、車両全体に新技術を 
取り入れることが必要 



プラスチックと金属のハイブリッド技術など、スマート材料の組み 
合わせで重量を低減 

プラスチックと金属のハイブリッド技術* は車両部品に より多くの機能を統合  

 2つの素材の特性を結合することで、個々の性能の総和より大きくなる 

- スチールやアルミニウムのような金属が優れた強靱性や剛性をもたらす 

- ガラス繊維で強化されたポリアミドのような高性能プラスチックは部品の
性能を向上させ、薄肉化を実現 

スチール100%の部品と比較した場合のメリット 

 最大50%まで車両重量を低減  

 射出成形工程の高機能統合により、組立工程の簡略化が可能。それにより
最大40%のコスト削減を実現 

 高精度、高品質、高剛性 

 すでにいくつかの実用化事例がある 
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ハイブリッド技術は多くの車両部品に
使用されている 

フロントエンド 

ペダルシステム ルーフフレーム 

構造用インサート 

*ランクセスによるハイブリッド技術 



軽量化素材によるデザイン 
– 全ての要求を満たす軽量化素材 
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適切な素材を適切な用途に 

 自動車の重量を低減するには、より軽量化素材
を選択 

 車両部品の性能と、その部品の材料は、使用さ
れる部位により 大きく異なる 

- 例えば、エンジンルームの素材は特に耐熱性
が必要  

 内装では重量だけでなく、美的配慮も必要 



軽量化素材の概要 
– 金属 (1/2) 

資料: マッキンゼー; EMPA Thun; F. Schröter: “Höherfeste Stähle für dem Stahlbau – Auswahl und Anwendung” (スチール設計のための高強度スチール – 選択と用途) 

(Bauingenieur 9/2003); ATZonline; AutomobilIndustrie      

NB: 様々な軽量化素材に関する全ての情報 (頁 35-38) は、2012年初旬からのデータに基づく 

主な事例  素材 

アルミニウム 

特性 

 通常のスチールに比べ、剛性を備えたス
チールの種類 

 より少ない金属量で同じ要求を満たす 

マグネシウム 

高強度スチール 

(HSS) 

 特に航空宇宙産業で使用されている 

 素材は、自動車メーカーでも重要視されて
きている 

 スチールより低密度にも関わらず、アルミ
ニウムは優れた強靭性を備える  

 広範囲に使用できる最も軽量の金属で軽
量化の大きな可能性を秘めている 

 改良された素材特性を備えた合金として、
また、コンポジットのマトリックス材料として
重要性が高まっている 

 1930年代においてもVW ビートルは、マグ

ネシウムのギアボックスとエンジンブロック
を装備 

 現在、同素材は、アウディとメルセデスベ
ンツのギアボックスに再び使用されてきて
いる 

 内装部品（例： クロスカービーム、
ステアリングホイールリムとシート
フレーム 

 ダイキャストケース 

 剛性と可塑性が要求される部品 
（例： サイドインパクトバー） 

 構造部品と機能部品（例： サブフ
レーム、アクセルキャリア）  

 ダイキャストケース （例： エンジン
ブロック、ギアボックスハウジング） 

 フォルクスワーゲン(VW)のゴルフ VII は、
旧モデルより軽量化されている; 特に車体
はHSSのため約9%軽量  

 アウディQ5の車体の大部分は、（超）高強
度スチールでつくられている 

 メルセデスベンツ SLの車体および他のシ
ャーシ部品の大半はアルミニウムで構成
されている 

 BMW i3 の車体ベースは、後部にバッテリ
ーと駆動ユニットを収納するアルミニウム
立体骨組み構造  
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用途分野 



 生産コスト(火災危険のため高まる安全要
求も含む)は、人手がかかるため、現在は
大変高額 

 

 マグネシウムも、ますます中型車に使用さ
れてきている 

車両等級別の現行の 

使用状況 

部品重量* 

（スチールと比較） 

部品コスト* 

（スチールと比較）** 

軽量化素材の概要 
– 金属 (2/2) 

 主に従来型またはハイブ
リッドの駆動系を備えた中
小型車むけ 

 主に高級中型車、プレミア
ムクラスまたは電気自動
車向け  

 主に高級中型車、プレミア
ムクラス、電気自動車向け 

資料：マッキンゼー： emobility tec  *素材の部品重量と部品コストの比較は、用途によって異なるため、予測が困難である。データは専門家の評価に基づく。 ** 年間
60,000部品を製造の場合 

80% 

要約 

 エネルギーおよび技術の集約的生産工程
のためコストは、スチールより高い 

 

 しかし、中型車においてアルミニウムの使
用は増加している 

 高い剛性と強靱性のメリットは、一方でデ
ザインの自由度の制約となる 

 

 優れた性能のため、HSSは連続生産にお
いて重要な要素となる 
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Material 

Aluminum 

Magnesium 

High-strength steel  

(HSS) 

左側の記号の意味（左から）：小型車、中型車、プレミアムクラス、電気自動車、高級車、レースカー 

 素材 

アルミニウム 

マグネシウム 

高強度スチール 

(HSS) 



プラスチック 

ガラス繊維強化 

プラスチック(GRP) 

 プラスチックは熱可塑性プラスチックと熱
硬化性樹脂に分類され、これらは異なる
特性を備える 

 プラスチックは、例えば、ガラス短繊維で
強化が可能  

炭素繊維強化 

プラスチック(CRP) 

軽量化素材の概要 
– 革新的なプラスチックとコンポジット素材 (1/2) 

 プラスチックマトリックスに組み込まれた連
続ガラス繊維である繊維とプラスチックの
コンポジット素材 

 マトリックス材料の選択(熱可塑性プラスチ
ックか熱硬化性樹脂)が 材料の性能に大
きく影響を与える* 

 Audi R8のギアボックスオイルパンは、ガ
ラス短繊維で強化された熱可塑性プラス
チックで製造されている 

 Audi A8は、アルミニウムの支持体に結合
されたプラスチックのスペアタイヤ収納部
を備えている 

 プレミアム車においてGRPは幅広く使用さ
れている 

  例：メルセデスベンツCLのトランクリッド 

 アルミニウムに代わって、Audi A8のフロン
トエンドの下部ビームにGRPが使用され
ている 

資料: マッキンゼー; EMPA Thun, AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V.; ATZonline; Toho-Tenax 

* 熱硬化性樹脂のGRPは、母材が凝固した後、再加工出来ないが、耐熱性を備える。 熱可塑性プラスチックのGRPは、高温下で軟化するが、成形が容易。熱硬化性樹脂と比
べて、リサイクルしやすい。 

 BMWはi3とi8電気自動車モデルの連続生
産において CRPの使用を計画中  

 ランボルギーニ アヴェンタドールの車体の
モノコック構造は、大部分がCRPで製造さ
れている 

 高い剛性と強靱性が要求される部
品 

例： 車両フレーム、エンジンカバー
テールゲート 

 外部および内部部品、および中レ
ベルの強度が要求されるエンジン
ルームの部品 

  例： ハウジング部品、カバー、 

  ブラケット、ペダル 

 高レベルの強度が要求される部品 

  例：ボンネットとフラップ、フロント 

  エンド、シート構造部、エアバッグ 

     ハウジング 

 プラスチックマトリックスに組み込まれた連
続炭素繊維である繊維とプラスチックのコ
ンポジット素材 

 炭素繊維は、1,300 °Cで燃焼 – それに
より、スチールより40倍高い引張り強度を
持つ 
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主な事例 素材 特性 用途分野 

、 



 CRPは、スケーラビリティが困難で、製 
造時に大きなエネルギーを必要とするた 
め、生産コストが大変高額 

 暫くは、CRPの使用は、限定数の特殊モ 
デルおよび電気自動車に限定される 

軽量化素材の概要 
– 革新的なプラスチックとコンポジット素材  (2/2) 

 プラスチックは、全車両 

等級に使用されている 

 プレミアムクラス、高級 

車、電気自動車、レース 

カーに使用されている 

 高級車、電気自動車、レ
ースカーに使用されて 

いる 

資料： マッキンゼー; emobility tec; Toho-Tenax                                        */** 35頁の説明参照 

*** この予測はマトリックス材料が熱可塑性プラスチックのGRPの場合；熱硬化性樹脂の場合は、コストはさらに高いと予測される。 

 プラスチックの強度は他の素材との複合
や短繊維の補強によって増強する 

 広範囲の用途および高い性能向けに適し
ているため、プラスチックは、自動車製造
に今後も使用される 

 マトリックス材料が熱可塑性プラスチック
のGRPの場合は、大量生産に適し、ま 

た熱硬化性樹脂よりリサイクルしやすい 

 GRPは、長期で見ると連続製造におい 

て重要な役割を果たす 

* 
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車両等級別の現行の 

使用状況 
要点 素材 

ガラス繊維強化 

プラスチック(GRP) 

炭素繊維強化 

プラスチック(CRP) 

プラスチック 

左側の記号の意味（左から）： 小型車、中型車、プレミアムクラス、電気自動車、高級車、レースカー 

部品重量*  
(スチールと比較) 

部品コスト* 
(スチールと比較)** 



自動車メーカーは、より軽量で環境に優しい車を実現するために 

多様な素材を使用している 

既存の技術と素材に基づいた軽量化素材の促進 
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 熱硬化性繊維強化素材は、 大幅な軽量化の可
能性を持つ; しかし、特にCRP 部品はいまだに 

高額  

 連続繊維強化の熱可塑性プラスチック素材の領
域では、新しい可能性を秘めている 

 現在、製造コストと工程はすでに大量生産向けに
適している 

 OEMメーカー、サプライヤー、素材メーカは、軽

量化素材を早急に利用可能にすべく緊密な連携
が必要 

全ての産業界は未来の軽量化デザインの開発に 
向けて恊働が求められる 

130 g  

( 2012年目標値） 

対策の必要性: EU の目標値には達していない 
 (2011年のOEMメーカーのCO2 排出量  g/1km走行） 

95 g 

(2020年目標値) 

資料: ボストンコンサルティンググループ；マッキンゼー 

素材 軽量化% 

高強度スチール 

連続製造能力 

アルミニウム 

マグネシウム 

プラスチック 

GRP 

CRP 

20% 

30% 

40%  

20% 

35% 

50%  

 

 
 

 
 

 (   ) 



連続製造における軽量化デザインの重要なポイント:  
全てのプレーヤーの密接な協力が必要 
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資料: KPMG’s Global Automotive  ＊複雑なモジュール、または場合によっては、完成した車両を生産するサプライヤー 

金融サービス会社 

既
存

プ
レ

ー
ヤ

ー
 

新
プ

レ
ー

ヤ
ー

 

製造 

 レベル1: 車両モジュール / システム 

 レベル2: 車両部品 

 レベル3: 車両部品と原料 

サプライヤー 

 デザイン、製造、組み立て 

 ブランド管理 

 資金調達 

OEMメーカー 

価値創出のシフト: サプライヤーは、今後ますます重要な役割をはたす 

+ 協力 

+ ネットワーク性 

 新しい部品のサプライヤー  
(例： 軽量化デザイン用部品) 

 情報システムメーカー  

 レベル 0.5 サプライヤー* と新しい OEMメーカー 

上
市

後
 

レンタカーと 

 全車両 

ディーラー 

 モビリティサービスプロバイダー 

€ 



自動車産業における軽量化デザインの傾向に伴い 

軽量化素材の製造量が増加 

軽量化素材市場は急成長 
– 今後の見通し 
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自動車産業において軽量化素材の使用比率は最速で成長 

資料: マッキンゼー; Financial Times Deutschland: “Kunststoff im Autobau” (自動車メーカーにおけるプラスチック) 

* 同じような傾向がGRP向けに予想される (これに関するデータはなし)   ** 高強度スチール、アルミニウム、マグネシウム、プラスチック (現在使用されている量以上)、
CRP, GRP     *** 予想は、原料価格の動向に左右する 

全ての市場関係者にとって 
軽量化素材の重要性が高まっている 

15.3

51.2 52.9

2010 2020 2030

(年間生産量/100万トン、年間成長率%) 

0.03

0.3

0.4

2010 2020 2030

軽量化部品市場は約700億ユーロから、2030年には約
3,000億ユーロ以上に成長が見込まれる*** 

+13% 

+1% 
+17% 

軽量化素材のシェアの推移** 

(素材全体に占める％) 

販売量 

(100万トン) 

2010 

2030 

+38 PP 

67 

29 

自動車 

109.5 

139.7 

34.1 

0.2 

2010 2030 

風力発電 

航空 
8.0 
0.1 

101.4 

174.0 

市場規模 

(10億ユーロ) 70 300 
8%  

(CAGR) 

自動車産業の 

CAGR 

+2% 

例： 炭素繊維強化 
プラスチック* 

例： 高強度スチール 



他の輸送部門における軽量化デザインの使用 
– さらなる可能性 (補足) 
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資料： マッキンゼー; Dr. Bittmann: “Leichtbau Zug um Zug” (着実に進む軽量化構造), in “Kunststoffe” 10/2004; Hacotech; Focus magazine 

* EU トラクターユニット(40t) 

航空 

 航空産業で使用されているあらゆる素材のうち、軽量
化素材は、すでに80%以上を占めている 

- 特に炭素繊維強化プラスチック(CRP)および高強度
スチール(HSS)の使用量の増加が見込まれる 

電車 

 洗練されたデザインを実現する上で、ガラス繊維強化プ
ラスチック(GRP)とCRPは、電車の内装および外装車体
パネル向けの素材として定評がある 

船舶 

 GRPを使用することで、アルミニウムで製造された船に

比べて燃料消費を大幅に削減できる 

トラック 

 従来のトラック*の無積載状態は約13トン  

 CRPの使用で5.5〜6トンの重量削減が可能 



目次 
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1. ランクセス、「グリーンモビリティ」を推進 

2. なぜ「グリーンモビリティ」が必要か？ 

3. 軽量化デザインが「グリーンモビリティ」を可能にする 

4. ランクセスは軽量化デザインを実現する 



ランクセスの軽量化デザイン向けの革新的な素材
と技術 

 車を軽量化し、デザインの自由度を大幅に向上 

 燃費向上とCO2排出量を削減 

ランクセスの製品、技術、革新を活かし、自社およ
び顧客が、現在だけでなく、未来に続く持続的なモ
ビリティを実現するソリューションを創出 

ランクセスが推進する革新的な軽量化デザイン 
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 ハイパフォーマンスマテリアルズ(HPM)ビジネスユニットのの

専門家による顧客へのサポート。顧客の成功に持続的に貢
献する最先端のソリューションを提供 

 2012年から2014年の間に、1億2,500万ユーロを投資し、最
先端プラスチック向けのグローバル製造ネットワークを拡大 

 例： アントワープ拠点に世界規模のポリアミドプラスチックプ
ラントを新設 

 高性能プラスチックとコンポジット製品の革新に注力。それに
よって、顧客に、拡大するモビリティの課題に対応できる軽量
化ソリューションの開発の可能性を提供する 
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研究開発 

製造拠点 

技術的サポート 

ランクセス、軽量化用途向けの製品に注力  
– 特に高性能プラスチックとコンポジット製品 



ピッツバーグ、米国 

ガストニア、米国 

クレフェルド・ユルディンゲン, ドイツ 

アントワープ、ベルギー 
ドルマーゲン、ドイツ 

ハッム・ユントロプ、ドイツ 

 無錫、中国 

香港、中国 

ジャガディア、インド 

ポルト・フェリース、ブラジル 

ブリーロン、ドイツ 

フィラーゴ、イタリア オレンジ、米国 

レバクーゼン、ドイツ 

R&D センター 
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ランクセス、グローバルネットワークを通した軽量化ソリューション
向けの製品の開発と製造 

 グローバルコンパウンディングネットワーク 

X-Lite®軽量化皮革用化学品向け技術 

高性能プラスチック 

他の軽量化素材 

サンパウロ、ブラジル 

ムンバイ、インド 

川上統合用の拠点 

テルバン® 高性能ゴム 
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技術専門性と安定した供給を提供 

川上統合** は品質の鍵 

原料 

 ガラス繊維 

エンジニアリング 
ノウハウ 

 シクロヘキサン 

 硫黄 

 アンモニア 

 カプロラクタム* 

 シクロヘキサノン 

 KA オイル 

 発煙硫酸 

 二酸化硫黄 

 ヒドロキシルアミン 

* カプロラクタムはポリアミド６の重合向けの基礎原料 

** 川上統合:効率向上のため、川上段階で他社と事業提携またはパートナーシップを組む 

ランクセスの効果的なバリューチェーンから得られる顧客のメリット 

HPM 中間体 
高性能プラスチック /  

コンポジット 

重
合

 

コ
ン

パ
ウ

ン
デ

ィ
ン

グ
 

ポリアミド (PA)系高性能
プラスチック 

ポリブチレンテレフタレー
ト (PBT)系高性能プラス
チック 

連続繊維で強化された熱可塑性プラ
スチック 

高性能コンポジット 

卓越した製品
開発と用途開
発 

TEPEX®  



ランクセスの高性能プラスチックは金属の理想的な代替品 

 スチールやアルミニウムと比べて、ポリアミドの「デュレタン®」と「ポカン®」 

はより低密度のため、軽量デザインが可能 

 さらなるメリット 

- デサインに関して新たな選択肢  

- 異種素材との組み合わせによりテーラーメードのソリューションが可能  
(例：ハイブリッド技術) 

- 化学品、腐食性バイオ燃料、酸化などに対する耐性 

- 効率的な加工技術によりコスト低減 

 現在の車1台あたりのプラスチックの使用比率は、すでに約15%を占めて
おり、この傾向は、革新的素材の複合により、増加の一途をたどっている 
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高性能プラスチックの専門性を活かし、ランクセスは市場の主導的
役割を果たす 

プラスチックの単一素材、あるいは金属との複合  
 ランクセスのプラスチックは軽量化ソリューションの理想的な素材 



ランクセスは、構造部品* 向け「テペックス®」コンポジットシートで、ハイブリッ
ド技術に革新をもたらす 

 「テペックス®」 コンポジットシートは、熱可塑性ポリマーマトリックスを使用し
た連続繊維で強化された素材 

 プラスチックとプラスチックのハイブリッド技術は、「テペックス®」 と 「デュレ
タン® 」 射出成形の複合 

 多様なテーラーメードのランクセスのプラスチック、繊維素材、射出成形コン
パウンドは、各部品の要求性能に応じて使用可能   

 ハイブリッド部品は、スチールおよびアルミニウム部品の卓越した代替品 

- 低密度が、最大50%の軽量化を可能にする 

- 高い剛性と強靱性が、より安全性を確保する 

- 製造過程が経済的で、連続製造がすでにスタート 
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* Audi A8の下部ビームとBMW M3のバンパーに使用されている 

右下画像 : Audi A8 フロントエンド 

ランクセス、革新的技術を提供  
テペックス® ：さらに軽量化自動車を可能にするハイブリッド技術 

TEPEX®  



ランクセスは先進部品開発における全過程を通した包括的な専門知識を 

有する  

 先進用途の開発には特殊専門知識と関係する全ての部門の協力が必要 

 ランクセスの卓越したエンジニアリング知識は、高性能と軽量化の両方を
備えた革新的軽量化ソリューション 

 顧客の全体のバリューチェーンに沿った専門的なサービス 

- 素材開発 

- CAE 

- コンセプト開発 

- 部品試験 

- 加工 
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ランクセス: 卓越したエンジニアリング 

ランクセスの蓄積したエンジニアリング知識が、カスタマイズされた
軽量化ソリューションを可能にする 



ランクセス製品によって多くの自動車部品は軽量化が可能 
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ステアリングロッド 

シリンダーヘッドカバー トランスミッションベルト 

ギアボックスオイル   
パン 

エンジンオイルパン 

車の構造 ランクセスの技術を使用した部品 

車体 

駆動系 

シャーシ 

ガスタンクライナー 

ブラケット 

シート構造 

軽量化皮革 

ペダルブラケット 

内装 
エアバッグハウジング 

フロントエンド 

クロスカービーム 

スペアタイヤ収納部 構造用インサート ルーフフレーム 



 プラスチックと金属のハイブリッド技術を使用したルーフフレーム 

 スチールソリューションと比べて、同じコストにもかかわらず、部品は30% 

軽量化 

ハイブリッド技術を使用したフロントエンド  

 プラスチックと金属のハイブリッド技術を使用したフロントエンドは、オール
金属製のものより、約10〜40%軽量。ハイブリッド技術を使用したアルミニ
ウム製のフロントエンドは、「テペックス®」 製のインサートでさらに重量を削
減可能 

 プラスチックと金属のハイブリッドのフロントエンドは、すでに広く使用されて
いる; プラスチックは「テペックス®」と強固に接着するため、さらに重量が削
減可能* 

ランクセスによる軽量化のためのソリューション 
– 車体の事例(1/2) 
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*すでに連続生産されているアウディA8のフロントエンドの下部ビームは「テペックス® U-profile」が使用されている  

ルーフフレーム 

フロントエンド 

車体 駆動系 内装 シャーシ 



ランクセスによる軽量化のためのソリューション 
– 車体の事例(2/2) 
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スペアタイヤ収納部:  

正面図 

構造用インサート 

 ガラス繊維で強化されたポリアミド6製の射出成形されたインサートは、大
幅な重量削減が可能となり、さらには車内の乗員の保護機能も高める 

60%ガラス繊維強化プラスチックで製造されたスペアタイヤ収納部 

 部品は車体の枠組みに接着されている。スペアタイヤとツールを収納する
だけでなく、車両の後部を補強する機能も担っている    

クロスカービーム 

 プラスチックと金属のハイブリッド構造を用いたクロスカービームは、多くの
メリットをもたらす。例えば、クロスカービームにケーブルダクトとエアダクト、
またはステアリングコラムのブラケットを容易に統合可能  

背面図 

構造用インサート 

クロスカービーム 

シャーシ 車体 内装 駆動系 



ポリアミド6製のライナーを備えた車のガスタンク 

 高圧コンテナーは、プラスチックを使用することで、はるかに容易でコスト効
率よく製造可能 

 連続繊維強化プラスチック製のコーティングにより、オールスチール製のタ
ンクと比べて、同じ積載量で最大75%の軽量化   

トランスミッションベルト向け高性能ゴム 

 従来の駆動チェーンと比べて、ゴムベルトは軽量なだけでなくエンジン寿命
を向上し、燃費を高める* 

ガラス繊維強化プラスチックで製造されたシリンダーヘッドカバー 

 ランクセスの「デュレタン®」 は、対高温特性と良好な表面品質のため、この
用途に広く使用されている 

ランクセスによる軽量化のためのソリューション 
– 駆動系の事例(1/2) 
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* 100km走行につき最大１リットルの燃料を節約 

シリンダーヘッドカバー 

トランスミッションベルト 

ガスタンクライナー 

車体 シャーシ 駆動系 内装 



ポリアミド66で製造された車のエンジンオイルパン（ターボチャージ
ャーエンジン向け） 

 ポリアミド66で製造されたエンジンオイルパンは、スチール製に比べ
て約1kg軽量化; アルミニウム製より約50% 軽量化 

ガラス繊維で高度に強化されたポリアミド6で製造されたギアボックス
オイルパン 

 高性能素材の剛性により、オイルパンの浅皿形状が可能、それにより
さらに軽量化  

ランクセスによる軽量化のためのソリューション 
– 駆動系の事例(2/2) 
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エンジンオイルパン 

ギアボックスオイルパン 

シャーシ 車体 内装 駆動系 



「テペックス®」 を使用した、助手席用エアバッグハウジング  

 「テペックス®」ハイブリッド技術を使用することで、剛性および強靱性を犠牲
にすることなく側壁の厚さを3-4mmから0.5-1mm に削減可能  

 結果として、ケーシングは、射出成形の熱可塑性プラスチックでデザインさ
れたものより30%軽量化が可能 

「テペックス®」ハイブリッド技術* を使用した車のブレーキペダル  

 連続ガラス繊維で強化され、大量生産向けにデザインされた、世界初のポ
リアミド製のブレーキペダル  

 従来のスチール製ブレーキペダルより約50% 軽量化、しかも機械的強度
は同じ  

ランクセスによる軽量化のためのソリューション 
– 内装の事例(1/2) 
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エアバッグハウジング: 

背面図 

シャーシ 内装 

355g:  

テペックス® 

ハイブリッド技術 

526g:  

プラスチック/金属 

ハイブリッド技術 

794g:  

スチール 

ブレーキペダルの進化 

* プラスチックとプラスチックのハイブリッド技術  

車体 駆動系 



軽量化皮革 

 ランクセスの皮革用化学品は皮革製造の全工程段階おいて使用されてい
る。革新的な X-Lite® の工程により、最大20% まで軽量の高品質皮革を可
能にする 

プラスチックのシート構造 

 オールプラスチック製のシート構造と比べると、「テペックス® 」インレーは車
のシート部品を最大50% まで軽量化を可能にする 

ランクセスによる軽量化のためのソリューション 
– 内装の事例(2/2) 
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車のシート用皮革 

プラスチックのシートの枠組み 

シャーシ 内装 車体 駆動系 



ステアリングロッド 

 ステアリングロッドなどシャーシの構造部品に高性能プラスチックを使用す
ることで、金属と比べて多くのメリットをもたらす 

- 重量軽量化  

- 効果的な製造および組み立て過程により、費用効率に優れる 

- 高い動的機械的応力においても信頼性がある 
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ステアリングロッド 

車両 シャーシ 内装 

ランクセスによる軽量化のためのソリューション 
– シャーシの事例 

駆動系 



革新的な軽量化ソリューションを実現するランクセスの主要製品 
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* X-Lite® と テルバン® を使用することで、様々な環境メリットをもたらすだけでなく、軽量化も可能にする 

革新 & 技術 

「エコタイヤ」 
持続可能な 

皮革化学品 

バイオ燃料＆ 

再生可能な 

エネルギー 

テクニカル 

製品 

ランクセスの 
貢献 

植物由来の 

原料 

軽量化 

素材 

TEPEX®  



 自動車 (例： フロントエンド、コネクター、インテークマニフォールド、ドアハンル) 

 電車、航空機 

60 

デュレタン®  

– ポリアミド (PA)系高性能プラスチック 

 重量低減は燃費の向上とCO2排出量の削減に直接影響を与える 

 仕上げ工程を必要とせず、廃棄物の排出量も少なく、サイクル時間を短縮し、
コーティングなしで使用可能 

 「デュレタン®」などの高性能プラスチックは、金属部品の代替として車両を軽量
化し、燃費の向上とCO2排出量の削減に直接貢献する。耐腐食性を有し、より
高度な機能性を備えた自由なデザインが実現可能 

 

 車両の重量を低減し性能を向上 

 ハイブリッド技術： 「デュレタン®」は特定の構造部品の重量を最大50%低減 

（金属との比較） 

 デザインの自由度を向上 

注記: デュレタン®  は、ハイパフォーマンスマテリアルズビジネスユニットの製品 

用途 

特性 

環境効果 

製品概要 

Innovation & Technology 

“Green Tires” 
Sustainable 

Leather 
Management 

Bio-based 
Raw 

Materials 

Biofuels & 
Renewable 

Energy 

Technical 

Products 

LANXESS 
Contribution 

Lightweight 

Materials 



 自動車 (例：コネクター、ハウジング、電気モーターのハウジング)  

 電車、航空機 
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ポカン®  

– ポリブチレンテレフタレート(PBT)系高性能プラスチック 

 軽量化が燃費の向上とCO2排出量の削減に直接影響を与える 

 仕上げ工程を必要とせず、廃棄物の排出量も少なく、サイクル時間を短縮し、
コーティングなしで使用可能 

 「ポカン®」などの高性能プラスチックは、金属部品の代替として車両を軽量化
し、燃費の向上とCO2排出量の削減に直接貢献する。耐腐食性を有し、より高
度な機能性を備えた自由なデザインが実現可能 

 自動車産業における金属部品の代替となる軽量化プラスチック 

 車体用途向けの経済的な製造工程 

 デザインの自由度を向上 

注記: ポカン®  は、ハイパフォーマンスマテリアルズビジネスユニットの製品 
 

用途 

特性 

環境効果 

製品概要 

Innovation & Technology 

“Green Tires” 
Sustainable 

Leather 
Management 

Bio-based 
Raw 

Materials 

Biofuels & 
Renewable 

Energy 

Technical 

Products 

LANXESS 
Contribution 

Lightweight 

Materials 



 自動車 (例：フロントエンド 、シート構造、ペダル) 

 電車、飛行機 
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テペックス® 

– 連続繊維で強化された熱可塑性コンポジットシート 

 軽量化が燃費の向上とCO2排出量の削減に直接影響を与える 

 資源の効率化、リサイクルが容易 

 熱可塑性コンポジットシート (テペックス®) は、ガラス、炭素、アラミド繊維によ
って強化されることで、優れた機械的性質を備える。また、低密度のため、軽
量化デザインを実現する多大な可能性を持つ。 さらに、コンポジットシートは、
大量生産に適し、資源を有効活用した加工、リサイクルが容易となる 

 軽量化用途のカスタマイズされた熱可塑性コンポジットシート(テペックス®)  

 「テペックス®」 は、重量を最大50%低減可能（金属との比較）  

注記: テペックス®  は、ハイパフォーマンスマテリアルズビジネスユニットの製品 
 

用途 

特性 

環境効果 

製品概要 

TEPEX®  

Innovation & Technology 

“Green Tires” 
Sustainable 

Leather 
Management 

Bio-based 
Raw 

Materials 

Biofuels & 
Renewable 

Energy 

Technical 

Products 

LANXESS 
Contribution 

Lightweight 

Materials 



 自動車 (先進の部品開発の全工程段階に関する高度な技術的ノウハウを包
括的に提供するサービスブランド) 
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HiAnt® 

– 卓越した製品と用途開発 

 高性能素材を効果的に応用し、最適な軽量化構造を実現 

 その結果、燃費の向上とCO2排出量の削減に繋がる、電気自動車化の実現  

 高度な用途の開発には、関係する全機関の特別な専門知識と協力が必要とさ
れる。 HiAnt®は、先進の部品開発の全工程段階に関する卓越した技術的ノウ
ハウを提供するブランド(例：軽量で強靭な革新的コンポジットシステムの提供) 

 高レベルのサービスで技術的ノウハウを提供: 素材開発、CAE、コンセプト 

開発、部品テスト、加工 

 素材を可能な限り最適化(例えばハイブリッド技術)することにより、ランクセス
はスマートソリューションを推進 

注記 HiAnt®  は、ハイパフォーマンスマテリアルズビジネスユニットの製品  

用途 

特性 

環境効果 

製品概要 

Innovation & Technology 

“Green Tires” 
Sustainable 

Leather 
Management 

Bio-based 
Raw 

Materials 

Biofuels & 
Renewable 

Energy 

Technical 

Products 

LANXESS 
Contribution 

Lightweight 

Materials 
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革新的な軽量化デザインを実現するその他の製品 

 電車や飛行機などの輸送用車両の表面用原料 

 無水マイレン酸は軽量化デザインと表面抵抗の低減を可能にし、燃費向上と
CO2排出量を低減し、地球環境の保全に貢献 

Maleic Anhydride 

無水マイレン酸
(MSA) 

(アドバンスト工業化学品 
ビジネスユニット) 

TP LXS 51066 

TP LXS 51099
 

メザモール® 

(機能性化学品 
ビジネスユニット) 

TP LXS 51066 

TP LXS 51099 
(機能性化学品 

ビジネスユニット) 

 自動車産業向けのポリウレタン・ポリ塩化ビニル（PVC）・ゴム用可塑剤 

 非フタル酸系可塑剤の「メザモール®」は、プラスチックに高い弾性と柔軟性を
与える。さらにポリマー素材の加工特性を最適化し製品の品質向上を実現  

 トラックのターポリン向けボンディングエージェント  

 非フタル酸系及び無溶媒系ボンディングエージェントのTP LXS 51066 / 

51099を使用することで、柔軟なポリ塩化ビニル（PVC）コーティングをポリエス
テルやポリアミド繊維と結合可能 

Innovation & Technology 

“Green Tires” 
Sustainable 

Leather 
Management 

Bio-based 
Raw 

Materials 

Biofuels & 
Renewable 

Energy 

Technical 

Products 

LANXESS 
Contribution 

Lightweight 

Materials 
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X-Lite® 

– 軽量化皮革の製造を実現する技術 

 X-Lite®を使用することで、皮革の耐久性、心地よい柔らかい触感、魅力的な外
観を確保し、さらには、従来の皮革より、最大20%の軽量化を可能にする。この
重量軽減効果により自動車や航空機の燃費が向上 

注記: X-Lite®  は、皮革用化学品ビジネスユニットの製品 

用途 

特性 

環境効果 

製品概要 

 自動車、航空機、電車の座席 

 軽量の座席向け皮革用化学品 

 軽量化が自動車、航空機、電車の燃費の向上とCO2排出量の削減に直接影
響を与える 

Innovation & Technology 

“Green Tires” 
Sustainable 

Leather 
Management 

Bio-based 
Raw 

Materials 

Biofuels & 
Renewable 

Energy 

Technical 

Products 

LANXESS 
Contribution 

Lightweight 

Materials 
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テルバン®  

– 水素化ニトリルゴム 

注記: テルバン® は、ハイパフォーマンスエラストマーズビジネスユニットの製品  

 自動車 (タイミングベルト) 

 鉄道 (鉄道ケーブル) 

 航空宇宙産業 

 優れた耐油性と耐温度性を備えた高性能エラストマー 

 チェーンに替わる軽量素材 (例： 駆動ベルト、タイミングベルト) 

 軽量化とより優れた伝動効率が燃費の向上とCO2排出量の削減に直接影響
を与える 

 耐久性を向上  資源の効率化 

 卓越した特性(耐熱性、耐油性、優れた機械的挙動)により、「テルバン®」(水素
化ニトリルゴム)は、例えば自動車のバルブ・トレインのタイミングベルトに使用
される。軽量で効率性が高いため、金属の駆動チェーンの持続可能な代替に
適している 

用途 

特性 

環境効果 

製品概要 
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ランクセスは持続可能なモビリティ向け軽量化ソリューションを可能に
する 

持続可能なモビリティを実現するために、自動車メーカーは、今後
車のエネルギー消費とCO2排出量を大幅に削減することが求めら
れている 

ランクセスは、革新的素材と軽量化デザインにおける専門性を活 
かし、自動車産業において金属部品から軽量化部品への代替に 
貢献する - ランクセスが推進する軽量化デザイン 

 

 軽量化デザインは、この過程において重要な役割を果たす： 
 燃費向上、CO2排出量削減、新しい駆動系技術に関する重量増加  

 を相殺 
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このプレゼンテーションには、将来予測に関する記述が含まれています。この記述にはランクセスの予測、意見、見解、そ
して第三者からの引用が使用されています。様々な既知あるいは未知のリスクや不確実性、またその他の要因により、実
際に発生する結果、財務状態、発展及び業績が、明示的または黙示的に示されている将来予測と大幅に異なる可能性が
あります。ランクセスは、将来予測に関する記述で示される予測に誤りがないことを保証をするものではありません。この
プレゼンテーションで示される将来予測に関する意見の正確性や進展が実際に起こりえるかどうかに関しても責任を負う
ものではありません。ここに示されたいかなる情報、予測、推定、目標、意見に関して、明示的あるいは黙示的な表明や保
証を行うものではなく、又、これらの記述に全面的に依存されることは控えて頂きますようお願いします。またここに示され
るいかなる間違いや脱漏、誤った記述に関して責任を負うものではありません。この資料を使用することにより直接的ある
いは間接的に生じる事項に関して、ランクセス及びその親会社、子会社、役員、責任者、従業員は一切の責任を負うもの
ではありません。 
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