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電装化、軽量化、次世代自動車に伴って、金属材料からの置換が進展中

自動車部品用ケミカル材料の世界市場を調査
・ケミカル材料市場は自動車生産回復で反転、１０年見込は３兆６,９８２億円（前年比１３.７％増）
・ＰＡＮ系炭素繊維は今後市場拡大…０９年〜１３年平均成長率９４.３％、１３年予測は３４２億円
マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中 一志
03-3664-5839）は、合成樹脂や合成ゴムなど自動車部品用ケミカル材料の世界市場を調査した。その結果を報告書
「２０１０年 自動車用ケミカル材料の現状と将来展望」にまとめた。
自動車市場は、世界的な景気後退の影響を受け２００９年に需要が大きく落ち込んだものの、２０１０年は各国・地域
で減税や補助金などの景気刺激策を実施しており回復しつつある。
一方、電装化による耐熱性への要求強化、また、地球環境への負荷軽減対策として低燃費を実現する車体軽量化や、Ｈ
ＥＶ（ハイブリッド自動車）
、ＰＨＥＶ（プラグインハイブリッド自動車）
、ＥＶ（電気自動車）といったエコカー（低公
害車）を筆頭に次世代自動車の実用化・研究開発が進んでおり、自動車市場は大きな変革期を迎えている。これに伴って、
自動車部品でも金属からケミカル材料への置換や、新規部品や新規燃料に対応したケミカル材料への需要が高まっている。
この調査では、自動車部品用の高分子系ケミカル材料（合成樹脂、合成ゴム）を中心に、高分子系以外のケミカル材料
や、その応用製品である自動車部品など４８品目について、市場の現状を分析し今後の予測を行った。また、ケミカル材
料による車体軽量化の動向や、次世代自動車によって変化するケミカル材料の採用動向についても分析した。

＜調査結果の概要＞
１．自動車用ケミカル材料市場の品目別需要量

数量ベース（２００９年）

２００９年のケミカル材料市場（汎用樹脂、エンプラ、熱硬化性樹脂、エラストマー、合成ゴムが対象。以下同
じ）は８５０万６００トンとなった。下図はその品目別需要量で、汎用樹脂のポリプロピレン（ＰＰ）が４０.０％
を占める。以下、エンジニアリングプラスチック（エンプラ）のポリアミド（ＰＡ）
、汎用樹脂のＡＢＳ樹脂、熱
硬化性樹脂のポリウレタン（ＰＵＲ）
、汎用樹脂のポリエチレン（ＰＥ）と続く。
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バンパー、ドアトリム、エアコンハウジング
インテークマニホールド、ラジエータータンク
ラジエーターグリル、スポイラー類、コンソ
ールボックス、スイッチ類
シートクッション
燃料タンク、エアダクト

UP
PC

ヘッドランプリフレクタ、フェンダー
ヘッドランプレンズ、グレージング
各種ギア類、コネクタ・リレー、モータ周辺
部材など

その他

ウェザーストリップ類、ホース類
ブレーキライニング、ブレーキパッド

自動車の電装化、車体軽量化、環境対応化に伴い、ケミカル材料の使用量は増加している。しかし、車体軽量化
にはコストや安全性なども考慮する必要があり、優先順位は（１）構造合理化（設計技術による改良）
、
（２）高張
力鋼（ハイテン）化、
（３）アルミニウム合金化、マグネシウム合金化、
（４）ケミカル材料への置換、となる。
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２．自動車用ケミカル材料市場の推移 金額ベース（２００９年、２０１０年見込、２０１３年予測）
分 野
２００９年
２０１０年見込
２０１３年予測
平均成長率※１
エンプラ
１兆
６３億円
１兆１,７４８億円
１兆５,２５１億円
１１.０％
汎用樹脂
１兆 ５０１億円
１兆１,７５７億円
１兆４,０８７億円
７.６％
熱硬化性樹脂
６,２６７億円
７,０３７億円
８,７１７億円
８.６％
合成ゴム
４,６３８億円
５,２２７億円
６,５２０億円
８.９％
エラストマー
１,０５８億円
１,２１３億円
１,７０３億円
１２.６％
合 計※２
３兆２,５２７億円
３兆６,９８２億円
４兆６,２７７億円
９.２％
※１：平均成長率は２００９年〜２０１３年予測

※２：各分野を億円単位で四捨五入しているため、合計と一致しない年がある

２００９年は、中国やインドなどを除き世界的な自動車市場の低迷を受けケミカル材料市場も縮小し、前年比１
４.１％減の３兆２,５２７億円となった。２０１０年は、自動車市場が回復していることから、ケミカル材料市場
も前年比１３.７％増と反転が見込まれる。しかし、２００８年の市場規模（３兆７,８７９億円）には届かず、欧
州を中心とした景気の先行き不透明感、また、日本でも景気刺激策として導入されたエコカー購入の補助金制度が
９月で終了し、税制優遇措置（減税）も来春で終了予定であることから、決して楽観できない状況にある。
今後、世界の自動車市場は中国やインドなど新興国が牽引し、その中心需要が低価格車と考えられることから、
設計思想や材料調達も変化すると考えられる。また、先進国を中心に拡大が見込まれるＨＥＶやＥＶなどの次世代
自動車は、ガソリンエンジン車とは構造が異なることから、ケミカル材料市場にも変化をもたらすのは確実と言え
る。特にモータ駆動のみとなるＥＶでは、エンジン駆動や燃料関係の部品が不要になる。
分野別に概観すると、汎用樹脂は、自動車部品の中心的なケミカル材料であるＰＰが６６％（２００９年、金額
ベース）を占めている。ＰＰは低コストながら軽量で耐熱性や強度などに優れていることから、小型車や大衆車を
中心に多用されている。一方、デザイン性を重視する高級車などでは、ＰＰより成形加工性、塗装やめっき、蒸着
など２次加工性に優れ、着色が容易であるＡＢＳ樹脂の採用が増加しており、中級車にも広がっている。
エンプラは、合成樹脂の中でも機械的強度や耐熱性、成形性などに優れた高機能樹脂である。金属、汎用樹脂な
ど他の樹脂、ガラスの代替として採用が増加している。高コストが採用上のネックとなっているが、各国・地域で
排出ガス削減や燃費抑制など環境対策の規制が進められており、車体軽量化と連動して市場の拡大が予測される。
熱硬化性樹脂は、ＰＵＲがシートクッションなどに、フェノール樹脂（ＰＦ）がブレーキパッドなどに、それぞ
れ欠かせない材料となっており、需要が安定している。
合成ゴム及びエラストマーは、他材料からの置換がほぼ一巡している。エラストマーは開発がまだ進んでおり、
徐々に合成ゴムを置換していくと考えられる。

＜注目市場＞
１．ポリプロピレン（ＰＰ）
【汎用樹脂】
２００９年
２０１０年見込 ２０１３年予測 平均成長率※１
６,９１０億円
７,４００億円
８,６４０億円
５.７％
ＰＰは低コストながら、軽量性、機械的強度、耐熱性、耐薬品性、加工特性などに優れている。その用途は日用
品から工業材料まで多岐にわたる。ＰＰ世界市場のうち自動車部品用は７.６％（数量ベース、２００９年：３４
０万トン）を占める。バンパーなど外装部品やインスツルメントパネル、ドアトリムなど内装部品、エアコンハウ
ジングなど機構部品に幅広く採用されており、自動車用ケミカル材料の中で最も需要量が多い。
２００９年の市場は、自動車市場の不振により需要が大きく減少したことから、前年比１４.６％減の６,９１０
億円となった。
２０１０年は、
自動車市場が回復基調にあることから前年比７.１％増の７,４００億円が見込まれ、
以降も拡大推移が予測される。
車体軽量化の要求は強まっており、特にＨＥＶやＥＶなどの次世代自動車では顕著である。
「金属から樹脂へ」
さらに「より軽量な樹脂へ」という流れの中、ＰＰの需要は多い。また、ＨＥＶのニッケル水素電池ケースや、Ｐ
Ｐを発泡させることで更に軽量化した発泡ＰＰが内装品に採用されるなど、用途も広がっている。
２．ポリカーボネート（ＰＣ）
【エンプラ】
２００９年
２０１０年見込
１,３２２億円
１,４５６億円
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２０１３年予測
１,７３９億円

平均成長率※１
７.１％
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ＰＣはエンプラの中でも高い透明性を有しており、電気・電子、光学、建材など幅広い分野で利用されて
いる。ＰＣ世界市場のうち自動車部品用は９.２％（数量ベース、２００９年：２８万トン）を占める。車体
軽量化の要求に対してヘッドランプレンズのガラス代替需要として市場が確立し、ドアハンドル、ドアバイ
ザー、メーター類など外装部品、内装部品に採用が広がっている。
２００９年の市場は、自動車市場が厳しい状況下でも減少幅は比較的小さく、前年比６.８％減の１,３２
２億円となった。ヘッドランプレンズやメーター類など透明性を要する部品には必須である。サンルーフを
中心にグレージング（樹脂ガラス）や、また、ボディパネルなどでも需要量が増加していることから、２０
１０年以降は順調な市場拡大が予測される。
特にガラスの代替としてグレージング用途の拡大が期待される。
３．ＰＡＮ系炭素繊維※３【その他】
２００９年
２０１０年見込 ２０１３年予測 平均成長率※１
２４億円
４９億円
３４２億円
９４.３％
金属に比べ軽量ながら高強度、高弾性で、導電性、耐熱性、耐薬品性、耐食性など炭素の特性を有する。
産業、スポーツ、航空宇宙などの分野で採用が広がっており、自動車でも大幅な車体軽量化が実現出来るも
のの、成形性の低さ、高コストなど課題が多い。現状では一部車種のプロペラシャフトやボディ部品など極
僅かな採用に留まっている。今後は金属の代替として、徐々に採用が広がっていくと考えられる。特に欧州
では２０１５年までに排出ガス規制が強化されるため、
高級車向けの部品を中心に需要の増加が予測される。
※３：当市場は「自動車用ケミカル材料市場」の合計（数量、金額とも）には含んでいない

以上
＜調査対象＞
汎用樹脂

エンプラ

熱硬化性樹脂
エラストマー
合成ゴム
その他
部品編

ポリエチレン（PE）
、ポリプロピレン（PP）
、塩化ビニル樹脂（PVC）
、ABS 樹脂、メタクリル樹脂（PMMA）
ポリアミド（PA）
、耐熱 PA、ポリカーボネート（PC）
、ポリアセタール（POM）
、変性ポリフェニレンエ
ーテル（m-PPE）
、ポリブチレンテレフタレート（PBT）
、ガラス繊維強化ポリエチレンテレフタレート
（GF-PET）
、ポリフェニレンサルファイド（PPS）
、ポリエーテルイミド（PEI）
、ポリエチレンナフタ
レート（PEN）
、液晶ポリマー（LCP）
、サルフォン系樹脂（PES､PSU）
、シンジオタクチックポリスチレ
ン（SPS）
、フッ素樹脂
フェノール樹脂（PF）
、ポリウレタン（PUR）
、不飽和ポリエステル樹脂（UP）
オレフィン系エラストマー（TPV、非架橋 TPO）
、スチレン系エラストマー（非架橋水添 TPS コンパウ
ンド）
、エステル系エラストマー（TPC）
、ウレタン系エラストマー（TPU）
NBR･HNBR、エチレンプロピレンゴム（EPM､EPDM）
、アクリルゴム（ACM）
、エピクロルヒドリンゴム（CHR）
、
フッ素ゴム（FKM･FFKM ほか）
、シリコーンゴム（Q）
バイオプラスチック、カーボンナノチューブ（CNT）
、PAN 系炭素繊維
ヘッドランプ、ウィンドウ（グレージング）
、合わせガラス中間膜、燃料タンク、自動車用 LED、低燃
費タイヤ、電子制御ユニット・ECU ケース、自動車駆動用モータ（絶縁フィルム）
、二次電池、車載用
二次電池ケース（ニッケル水素電池）
、燃料電池、パワーモジュール放熱材（放熱シート）
、高圧ワイ
ヤーハーネス

＜調査方法＞富士キメラ総研専門調査員による参入企業、関連企業、関連団体などへのヒアリング調査
＜調査期間＞２０１０年５月〜７月
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