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R-M製品ラベルの
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来年の100周年を記念して、R-Mブランドは新しい
ダイナミックなデザインに生まれ変わります。2018
年10月より順次、製品ラベルはさわやかでモダン
なデザインに一新されます。

新しいラベルのデザインにより、缶のレイアウトが
簡素化され、重要な情報をすべて一目で確認できま
す。ヨーロッパのVOC規制に対応した製品にはす
ぐにわかるように特別なマークがついています。缶
の前面の情報は、すべての製品において英語で記載
されます。個々の製品カテゴリの色は変わらないた
め、すでにある製品への高い認知を維持し、お客様

が製品を簡単に識別していただけます。製品のフォ
ーミュレーションもこれまでと変わらず、R-Mの
塗料製品はすべて従来どおりの高い品質を提供しま
す。

R-M、三菱自動車の新色「レッドダイヤモンド（P62）」の
完璧な補修を実現
R-Mは三菱自動車の新型「エクリプスクロス」のた
めに用意された新色「レッドダイヤモンド」の完璧
な補修をグローバル・レベルで実現します。新色の
「レッドダイヤモンド」は「エクリプスクロス」のシ
ンボルカラーとして、その存在感を際立たせます。
R-Mはその新色の補修塗料として、三菱自動車の色

調確認を受けました。これにより、R-Mは三菱自動
車ディーラーや関連のＢＰ工場に向けて、プレミア
ム製品、カラー専門能力、サービス、トレーニング
など、付加価値の高い効率的なソリューションをお
届けすることができます。

テュフ社プラチナ認証取得工場で
初めてキッズファクトリーを開催
BASFジャパンは、8月4日に北海道の日免オート
システム株式会社で初めて開催された、地域の子ど
もたちを対象にした鈑金塗装体験キッズファクト
リーを支援しました。参加した子ども18名は、ス
プレーガンを使って、「空」をテーマに実車への塗
装を体験。また、車のタイヤボルトを締めたり緩め
たりする鈑金整備も体験しました。

日免オートシステムの鈑金塗装工場は、完全水性化
を実現している環境と健康に配慮したボディショッ
プであり、2017年に専業鈑金塗装工場としては、
日本で初めてドイツの第三者認証機関テュフ社より、
鈑金塗装工場認証の最高水準となるカテゴリーであ
るプラチナ認証を取得しています。BASFジャパン

BASF、ベトナムで自動車補修技術の発展に貢献
ベトナムにおけるBASFのR-M補修塗料ブランド独
占販売代理店であるMT Paintは先日、ハノイ公共運
輸専門学校とトレーニング協力契約を結びました。
この専門学校では過去50年間にわたり、およそ6万
人の生徒がベトナム全土のボディショップで必要と
される技能を学んできました。このパートナーシッ
プは、BASFコーティングス事業部が世界各国で才
能ある若い人材を育成し、高いレベルの業界標準を
促進してお客様のビジネスの成長を支援するという
コミットメントを表しています。アジア太平洋地域
における23カ所のBASFリフィニッシュコンピテ
ンスセンターのうち、2つはホーチミン市とハノイ
にあり、MT Paintが運営しています。

（中央）ハノイ公共運輸専門学校のグエン・タン・ロン校長、（左
から5番目）BASFアジア太平洋地域コーティングス事業部地域
戦略アカウントマネジメントのクリス・ジャックマン、（左から
7番目）BASFアジア太平洋地域コーティングス事業部オートモー
ティブリフィニッシュ部バイスプレジデントのクリス・ティット
マーシュ

は、日免オートシステムの環境への取り組みを支援
し、子どもたちにボディショップの仕事を体験して
もらうと同時に、環境保全の取り組みを地域社会に
広めることを目的に、本イベントを支援しています。

読者の皆様

前回のニュースレター以降、R-Mでは様々

な取り組みを始めています。来年はR-Mが

誕生して100年になることをご存知でした

か？この節目を記念して、R-Mブランドの

製品ラベルが新しくなります。これについ

ては今号で詳しくお伝えします。また、ベ

トナムおよび中国との間で結ばれた業務提

携契約や日本での技術セミナー、中国での

カスタマーカンファレンスなどの多彩な

ニュースをお伝えします。これらの取り組

みはすべて、当社が各国に才能ある人材を

育成し、業界を牽引する高いレベルの製品

サービスを通じてお客様のビジネスの成長

を支援していくという、当社のコミットメ

ントをはっきりと示しています。

また、日本のチームが実現した、三菱自動

車およびメルセデス・ベンツ日本とのプロ

ジェクトについてご紹介します。BASFの塗

料ソリューションが、どのように中国の電

気自動車企業NIOの次世代スマート電気自

動車の開発に寄与したかについても紹介し

ます。次世代と言えば、BASFコーティング

ス事業部は先日、パッシブ温度管理を可能

にする機能性塗料テクノロジーが評価され、

レッドドット賞（Materials and Surfacesカ

テゴリ）を受賞しました。パッシブ温度管理

とは何か、なぜそれが重要なのかについて

は後述します。最後に、自動車のカラート

レンドに関する2018-19年のレポートが発

表されています。今年のカラートレンド予

測のテーマ「Keep It Real（現実にしよう）」

についてぜひご覧ください。

皆様のR-Mへのご愛顧とご支援に感謝いた

します。今後もR-Mニュースを通じてアジ

ア太平洋地域の皆さんと共有したいニュー

スがありましたら、ぜひお知らせください！

R-Mアジア太平洋地域マネジメントチーム

社説
R-M製品ラベルのデザインを一新



BASFの塗料ソリューションが
NIO社の次世代スマート電気自動車を支援

BASFの自動車用塗料温度管理システムが
レッドドット賞を受賞

BASFは、中国に本社を置く多国籍電気自動車企業、
NIOの高性能電気SUV（スポーツ用多目的車）であ
るES8の印象的な外観と優れた性能の実現に、塗
料ソリューションを通じて貢献しています。7人乗
りの電気SUVであるES8では、表面の前処理やす
べての塗膜層にBASFの塗料ソリューションが使用
されています。さらに、BASFの水性塗料テクノロ
ジーや、シェメタルブランドのOxsilan®が採用され
ています。Oxsilan®は金属を保護し、水性塗料に適
した高度な薄膜テクノロジーです。

「塗料は視覚面で車両の第一印象を生み出します。
塗料は車両独自のスタイルに欠かせない要素です。
しかし同時に車両の性能を保護し、向上させる役割
も担っています」とBASF上海コーティングス事業

本部バイスプレジデントおよびジェネラルマネー
ジャーのニルス・レスマンは述べています。

「電気自動車の塗料には、その双方における独自の
専門性が必要であり、BASFは次世代の自動車開発
への期待に応えるソリューションを提供しています。
例えば、NIO社に提供している前処理材料やコー
ティング材料は、ES8の総オールアルミ製ボディに
合わせてカスタマイズされ、軽量化と走行距離の最
大化に貢献しています」レスマンは付け加えます。
「戦略的パートナーとして、私たちはドイツに拠点
を置くNIO社のデザインチームとES8のデザイン
や開発プロセス、さらには中国における生産開発に
おいて連携してきました。当社のグローバルキーア
カウントチームの体制により、ドイツ・ミュンス

BASFコーティングス事業部は、パッシブ温度管理
を可能にする機能性塗料テクノロジーが評価され、
先日レッドドット賞（Materials and Surfacesカテ
ゴリ）を受賞しました。この賞は、2018年7月9日
にドイツ・エッセンのレッドドットデザインミュー
ジアムで開催されたデザイナーズナイトで授与され
ました。

BASFの温度管理システムは、デザイン性と機能性
を兼ね備えています。高エネルギーの近赤外線
（NIR）を透過するベースコートと近赤外反射フィ
ラーを組み合わせることにより、夏の暑い日の自動

車の表面温度を最大20°C低減します。さらに、車
内の温度がそれほど高くならないため、車内温度を
調節する空調システムの使用を減らすことができま
す。これは特にエレクトロモビリティの分野におい
て、エネルギー消費の面でメリットとなります。こ
の塗料システムは、車両の保護や高品質な仕上げを
提供するだけでなく、快適性と効率性も高めること
ができます。

「自動運転やエレクトロモビリティといった最新の
モビリティコンセプトは、開発者やデザイナーに
とって新たな課題を生み出します。温度管理システ
ムは、将来のモビリティを見据えた私たちのプロ
ジェクトの1つにすぎません。私たちは現在、自動
車のデザインに影響を与えずにLiDARセンサーの
認識性を向上させる、より反射率の高い塗料システ
ムの開発に取り組んでいます。今後数年間で、これ
は自動運転における重要なテーマの1つになるで
しょう」とBASFコーティングス事業部EMEA地域
Pigments, Dispersions & Innovative Colors部 門 を
率いるシュテファン・シュヴァルテは説明します。

今年のレッドドット賞の審査員の1人であるマテリ

アルエキスパートのサッシャ・ペーター博士は、温
度管理テクノロジーの持続可能なアプローチに注目
します。「この塗料システムは、持続可能なモビリ
ティの発展を後押しする非常に優れた例です。ス
マートな方法で資源の利用を削減することができま
す。将来電動モビリティへ移行する際は、このよう
なさらなるソリューションが期待されます」

年に一度選出される「レッドドット賞：プロダクト
デザイン」は、約40名の審査員が革新性、機能性、
持続可能性といった評価基準を用いて、すべての応
募を審査します。2018年には、59カ国のデザイ
ナーやメーカーから、6,300点を超える応募があり
ました。

ターのBASFのオートモーティブカラーデザイン
チームを介し、直接デザインサポートを提供できま
した。その後、中国の現地チームに共同開発のアプ
ローチが引き継がれ、ローカライズが行われまし
た」

ブルームバーグニューエナジーファイナンスが先日
発行したレポートによると、電気自動車およびプラ
グインハイブリッド車の世界販売台数は、2017年
に110万台だったものが、2025年には1,100万台
に達する見込みです。この成長は主に中国での高い
需要が後押しすると見られています。電気自動車市
場も、都市部の公害を減らし、充電インフラストラ
クチャーのアクセシビリティを拡大する中国政府の
取り組みによって加速しています。

レスマンはさらに述べます。「長い走行距離を備え
たスマートな電気自動車モデルに対する自動車メー
カーからの需要が増えるなか、私たちはお客様の成
長をサポートし、中国の自動車市場の発展に積極的
な役割を果たしています。上海の最先端自動車塗料
工場も、厳しい排出量規制を満たす革新的かつ持続
可能な塗料ソリューションに対する業界からの需要
増大に対処していきます」

ES8は中国・合肥の製造拠点にあるNIO社の世界ク
ラスの完全自動化工場で生産されています。NIO社
の創業者であり、会長兼最高経営責任者のウィリア
ム・リー氏は次のように述べます。「より多くの人が、
スマートな電気自動車に関心を持ってくれることを
期待しています。最先端の製品やサービスを提供す
ることで、青空を取り戻すという当社の企業構想を
実現できるでしょう」



2018-2019年、自動車のカラートレンド予測のテーマは「Keep It Real（現実にしよう）」

コーティングス事業部オートモーティブリフィニッ
シュ部の2018年度年次カスタマーカンファレンス
中国大会が、BASFイノベーション・キャンパス・
アジア・パシフィック（上海）で6月に開催されま
した。今年のイベントには、政府、塗装協会、自動

車メーカー、OEM企業、保険会社、BASFディー
ラーおよび補修塗装専門学校から、300名の代表者
が参加しました。

カンファレンスでは、中国の環境規制や自動車保険

業界の動向から、ポルシェ・カレラ・カップ・アジ
ア・パシフィックの自動車レースに関するエキサイ
ティングな洞察まで、幅広いテーマが取り上げられ
ました。また、BASFコーティングス事業部の中国
チームは、パートナーおよびお客様とともに
STAMPPプログラムの10周年を祝う機会に恵まれ
ました。STAMPPは、中国全土の19の専門学校か
ら成るネットワークで、BASFとの緊密な協力の下、
過去10年にわたり補修塗装業界の新しい才能を
800人以上発掘、育成してきました。

「私たちはお客様に寄り添いながら、世界最大の市
場で補修用塗料事業の持続的な成長に引き続き寄与
していきます。業界のインフルエンサーやエンド
ユーザーの皆様とともに、業界の課題について議論
し、さらにこのダイナミックな市場でお客様が成長
し繁栄するためにBASFが提供しうるスマートなソ
リューションについて検討します」とアジア太平洋
地域コーティングス事業部オートモーティブリフィ
ニッシュ部バイスプレジデントのクリス・ティット
マーシュは述べます。

2018-2019年の自動車のカラートレンドにおける
包括的テーマは、「Keep it Real（現実にしよう）」で
す。このテーマは、現実と非現実の境界線が技術に
よって曖昧になっている時代に、本物を見失わずに
いたいという人々の想いを背景にしています。

BASFコーティングス事業部のカラーデザイナーで
構成される国際的なチームが、社会における最新の
動向を観察した結果、自動車市場の発展を映し出す
65色の新しいカラーインスピレーションを生み出

しました。彼らが観察した2つの大きな動向は、日
常生活にシームレスに統合されていくテクノロジー
と、ますます人工的になりつつある世界で本物を求
める人々の欲求でした。

人々は、オンライン上で多くの時間を費やし、日中
は多くの作業にテクノロジーを使用しています。人
工知能やバーチャルリアリティといった分野での急
速な発展は、生活のより多くの部分をデジタル世界
に移行させ、現実を大きく作り変えようとしていま

す。そのため、未来的なテクノロジーを反映するグ
レー系のカラーがこのコレクションの中心となって
います。グレー系はカラフルかつナチュラルなアク
セントを加える複雑なエフェクトと組み合わさり、
現実と非現実世界の融合を表現しています。スク
リーンやデジタルライトを映し出すブルー系は、ナ
チュラルなテクスチャーとカラーエフェクトと組み
合わさり、バーチャル世界における人間性の追求を
象徴しています。

カーシェアリングコンセプト、アプリを使った配車
サービスや自動運転により、個人の所有物だった車
が、公共の輸送機関に近いものへと変わりつつあり
ます。将来的には、車を個人で所有するよりも複数
人で使用するケースが増えると考えられます。シェ
アリング目的に設計された車の場合、普遍的な訴求
力のあるカラーパレットが重要な役割を果たすと思
われます。今年のコレクションでは、精巧なテクス
チャーと入り組んだエフェクトにより、それぞれの
カラーが真にユニークなものとなっています。

アジア太平洋地域の人々は、テクノロジーに対して
相反する感情を抱いています。一方では生活の利便
性を高める革新的なソリューションを望み、他方で
は現実世界での人間同士の交流や実体験を求め都市
部の公共の場を再構築しようとしています。Grey 
Ambivalence（グレー・アンビバレンス）は、日常
への高性能技術の融合を表すギラギラ輝くメタリッ
クグレーです。ソリッドフロップによりバランスを
とることで、現実世界へのつながりを表現していま
す。

カスタマーカンファレンスで中国の業界動向
および戦略的方向性を議論



お問い合わせ

BASFジャパン株式会社
コーティングス事業部
オートモーティブリフィニッシュ部

TEL 045-546-8020

http://www.rmpaint.com/jp/

アジア太平洋地域におけるBASFのリフィニッシュコンピテンスセンター（RCC）
BASFは世界中に70カ所以上、アジア太平洋地域に20カ所以上のリフィニッシュコンピテンスセンターを開設しています。自動車補修用塗料産業を盛り立てるとと
もに、若く才能あふれた人材を自動車補修事業に従事する取り組みに貢献してきました。昨年は世界中で約20,000人、アジア地域で3,500人以上の塗装技術者のト
レーニングを行いました。

ダイハツ工業社向け
技術セミナーを
新羽RCCにて開催

2017年11月、BASFは新羽リフィニッシュ
コンピテンスセンターにおいて、大手OEM
のダイハツ工業社との塗装技術交流を目的
に、技術セミナー（TechDay）を開催しまし
た。水性塗料の動向や現状を知りたいといっ
たニーズを満たすため、当日はＢＰ業界を取
り巻く環境や特化則、カラーツール、BASF
の環境対応塗料について説明をし、R-Mの
水性塗料「オニキスＨＤ」の技術講習を行い
ました。

ダイハツの参加者からは「現在ダイハツ工業
はダイハツ販売会社に対し『作業者および地
球環境に優しい』水性塗料の普及を図ってい
る。今回の講習で、外資系塗料メーカーの1
つであるR-M製品の良さを理解でき、塗料
の扱いやすさも確認できた」とのコメントを
いただきました。

BASF、
メルセデス・ベンツ日本の
推奨塗料メーカーに指定

BASFの自動車補修用塗料のプレミアムブラ
ンドR-M®がメルセデス・ベンツ日本株式会
社の「推奨純正塗料」に指定されました。
R-Mは、日本においてメルセデス・ベンツ
正規販売店指定板金塗装工場に水性塗料を
提供しています。この度の認定は、R-Mの
水性塗料が、最先端のデザインや技術、そ
して優れた品質を誇るメルセデス・ベンツ
により厳重な品質と性能要件を満たす製品
として認定された証です。

BASFジャパン株式会社コーティングス事業
部オートモーティブリフィニッシュ部シニ
アマネジャーのジャン・ポール・ラコンブ
は、次のように述べています。「今回の指定
をとても嬉しく思います。推奨塗料メーカー
になったことで、今後もパートナーシップ
を通じてプレミアム製品や、トレーニング、
ビジネスコンサルティング、完全水性化、
カラーサポートなどのサービスを、あらゆ
る指定板金塗装工場に提供していきます」

メルセデス・ベンツの指定板金塗装工場に
おけるペインター向けのトレーニングコー
スでは、補修用塗料に関する具体的な情報
も提供しており、日本全国の板金塗装工場
に対しても包括的なサポートを提供してい
ます。現在、トレーニングコースは横浜市
のR-Mトレーニングセンターで提供してい
ます。

BASFアジア太平洋地域、
R-Mのニュースを紹介する
Facebookページを開設

このたび、アジアにおけるR-Mの新しい
Facebookページを開設しました。これによ
り、アジア太平洋地域全体のR-M関連の最
新情報を今まで以上に早くお届けできるよ
うになります。この地域にとどまらず、世
界各地からの製品やトレンドに関する最新
ニュース、わくわくするような楽しいR-M
ブランドのイベントや活動、ビデオ、人物
紹介などについてご紹介します。

当面は、この四半期ごとのR-Mニュースレ
ターをFacebookページと並行して発行し
ていきますが、アジアのFacebookページ
が軌道に乗ればニュースレターを段階的に
廃止していく予定です。日本でもFacebook
やその他の方法で、お客様とのコミュニケー
ションをより充実させるべく検討していま
すので、決まり次第お知らせします。

R-Mアジアの新しいFacebookページは、9
月に正式に公開されました。Facebookで
「R-M Paint Asia Pacific」と検索すると表示
されます。（英語のみ）ぜひチェックして、
「いいね！」を押してください！


