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化学業界像の転換を
日本の化学業界をとらえる場合には、経済産業

省の工業統計のような信頼性のある統計を使うこ
とができる。しかし、世界の化学業界をとらえよ
うとする時には、そのような統計はなく、アメリ
カ化学会発行の C&EN 誌掲載の世界化学企業ラン
キング（図表 1）がしばしば使われ、この顔ぶれ
から世界の変化が推測されているにすぎない。と
ころが、この統計をうのみにすることは非常に危
険である。三菱ケミカルホールディングスや住友
化学の数値からすぐにわかるように、C&EN 誌ラ
ンキングでは化学部門売上高に「医薬品」が入っ
ていない。そのほかの会社も点検してみると、「洗
剤」「化粧品」「写真感光材料」などの消費財化学
品も、「タイヤ」「フィルム」のような高分子成形
加工品も化学の対象に入らず、せいぜい「化学肥
料・無機化学・産業ガス」「石油化学 ･ 有機薬品・
高分子化学品」「農薬」「塗料・インキ」を化学と

拡大と変革を続けるダウ・ケミカル

Point
❶  化学工業の成長分野は、戦後の石油化学から、1980 年代以後は消費財化学、医薬品、機能化学

にシフトしてきた。
❷  この変化の中で、米国トップ化学会社は、デュポンに代わって、P&G、ファイザー、ダウ・ケミ

カルが躍り出た。
❸  ダウ・ケミカルは、単純な脱石油化学戦略はとらず、慎重に石油化学と機能化学のバランスをとり

ながら、拡大と企業体質の変革を続けている。
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図表 1　C&EN誌の世界化学企業ランキング

企業名 国
2011年

順位 化学売上高
百万ドル 化学比率

BASF ドイツ 1 85,603 84%
Dow Chemical 米国 2 59,985 100%
SinopeC 中国 3 57,068 15%
ExxonMobil 米国 4 41,942 9%
SABIC サウジアラビア 5 41,730 82%
Formosa Plastics 台湾 6 37,612 63%
DuPont 米国 7 34,763 92%
LyondellBasell オランダ 8 32,214 63%
三菱ケミカルHD 日本 9 29,687 74%
Total フランス 10 27,134 11%
Bayer ドイツ 11 25,198 50%
Ineos Group HD スイス 12 24,500 100%
AkzoNobel オランダ 13 21,868 100%
三井化学 日本 14 21,383 100%
LG Chem 韓国 15 20,818 100%
Braskem ブラジル 16 19,839 100%
Evonik ドイツ 17 19,682 97%
Air Liquide フランス 18 19,158 95%
住友化学 日本 19 18,996 78%
Reliance Ind. インド 20 18,562 40%
東レ 日本 21 16,693 84%
信越化学 日本 27 13,146 100%
旭化成 日本 30 12,044 59%
DIC 日本 38 9,739 100%
東ソー 日本 43 8,621 100%
昭和電工 日本 47 7,819 73%

出所：C&EN　July 30, 2012   Global Top 50
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とらえているにすぎないと考えられる。日本標準
産業分類の「化学工業」の範囲と比べてもかなり
狭いことがわかる。このような狭い化学工業のと
らえ方では、化学業界の大きな変化がとらえられ
ないと考えられる。

筆者は、1980 年代以来、多くの先進国の化学会
社が積極的に事業展開を図ってきた「機能化学」
をとらえるには、日本標準産業分類の「化学工業」
ですら不十分であり、高分子化学品の成形加工業
に該当する「プラスチック製品製造業」「ゴム製品
製造業」、さらに平成 19 年度から「繊維工業」に
移管された「化学繊維製造業」まで加えた範囲を「化
学」ととらえることが必要であると考えている。
そのような立場で世界化学企業ランキングをつく
り直したのが図表 2 である。

図表 1、2 を比較してみると、現在では世界の
化学工業の中で、医薬品工業のウエートが非常に
大きくなっており、また、機能化学、消費財化学
品のウエートも大きくなっている。したがって、
石油化学工業を中心とした化学業界像を大きく転
換することが必要となっている。

ところが、ダウ・ケミカルは、成長率の高い医
薬品事業や消費財化学品事業を捨て、1970 年代の
石油危機後は成長率も利益率も低いと見られてき
た石油化学を中心とした事業展開をしながらも、
着実に成長を続けてきた不思議な会社である。な
ぜ、このような戦略で成功したのだろうか。その
成長の軌跡と強みの源泉をたどってみたい。

アメリカ化学会社トップクラスに躍り出た	
ダウ・ケミカル

20 世紀のアメリカを代表する化学会社は、長ら
くデュポンであった。しかし図表 2 に示すよう
に、現在のアメリカを代表する化学会社は、消費
財化学品のプロクター＆ギャンブル（P&G）、医
薬品のファイザー、石油化学・機能化学のダウ・
ケミカルの 3 社に代わっている。デュポンは世界
で第 15 位、アメリカで第 7 位に後退している。
かつてデュポンは、日本の化学会社にとっては雲

の上の存在であった。しかし、今では三菱ケミカ
ルホールディングスや台湾塑膠（FPC）グループ
に並ぶ程度の売上高規模の会社である。このよう
な大きな変化は、主に 1980 年代以後に起こった。

医薬品や消費財化学品市場の急速な成長はデュ
ポンの目にも入っていた。現にデュポンも一時は
医薬品事業への進出を試みたが、しばらくして撤
退した。したがって、ファイザー、メルク、P&G
などがデュポンを追い抜いていくことは、自社が
狙っていない市場で成長している別世界のことに
すぎなかった。しかし、ダウ・ケミカルの成長は、
デュポンにとっては、同じ市場で活動する強力な
ライバルであり、その会社に追い上げられ、追い
越されたのであった。

図表 2　世界化学企業売上高ランキング

企業名 国
2011年

順位 化学売上高
百万ドル 化学主要分野 化学

比率
BASF ドイツ 1 85,603 石油化学、機能化学 78%
P&G 米国 2 71,378 消費財、医薬 86%
Pfizer 米国 3 67,425 医薬 100%
Dow Chemical 米国 4 59,985 石油化学、機能化学 100%
Novartis スイス 5 58,566 医薬 100%
Sinopec 中国 6 57,068 石油化学 15%
Bayer ドイツ 7 50,889 医薬、機能化学 100%
Merck & Co 米国 8 48,047 医薬 100%
Sanofi フランス 9 46,516 医薬 100%
GlaxoSmithKline イギリス 10 43,939 医薬 100%
Shell イギリス 11 43,726 石油化学 9%
ExxonMobil 米国 12 41,942 石油化学 9%
SABIC サウジアラビア 13 41,730 石油化学 82%
Johnson & Jonson 米国 14 39,251 医薬、消費財 60%
DuPont 米国 15 37,961 機能化学 100%
三菱ケミカルHD 日本 16 37,670 石油化学、医薬 94%
FPC 台湾 17 37,612 石油化学 63%
Roche スイス 18 37,005 医薬 86%
AstraZeneca イギリス 19 33,591 医薬 100%
Unilever 英蘭 20 32,986 消費財 47%
ブリヂストン 日本 21 31,828 ゴム加工 83%
住友化学 日本 29 24,440 石油化学、機能化学 100%
武田薬品工業 日本 38 18,933 医薬 100%
三井化学 日本 41 18,244 石油化学 100%
東レ 日本 43 17,796 機能化学、化学繊維 88%
花王 日本 47 15,258 消費財 100%
富士フイルムHD 日本 49 15,188 消費財、機能化学 55%
旭化成 日本 58 13,262 化学品、繊維、電子材料 67%
信越化学 日本 59 13,146 機能化学、石油化学 100%
アステラス製薬 日本 63 12,163 医薬 100%
第一三共 日本 65 11,778 医薬 100%
大塚HD 日本 73 9,815 医薬 68%
DIC 日本 75 9,213 機能化学 100%

出所： 各社決算、為替レートは、C&EN　July 30, 2012   
Global Top 50と同じ
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図表 3 にダウ・ケミカルとデュポンの化学品売
上高推移を示している。1950 年代、60 年代は、
ダウ・ケミカルにとってデュポンは、数倍の売上
高を持つ巨大企業であった。しかし、1970 年代に
ダウ・ケミカルは、急速に追い上げ、1980 年代か
ら 90 年代は、ほぼ同じ規模で並走した。この時
代にデュポンが、石油会社コノコを買収し、全社
売上高としては、著しく巨大化したことが、か
えって化学部門の課題を見えにくくさせた。そし
て 2000 年代にダウ ･ ケミカルはデュポンを一気
に追い抜き、その差を大きくしていった。

電気分解会社として創業
ダウ・ケミカルは、ハーバート・ヘンリー・ダ

ウ（H.H. ダウ）によって 1897 年に設立された。
デュポンの創業の約 100 年後であった。電気分解
によって臭素を製造する会社であった。臭素は、
19 世紀半ばに発明された写真のキーマテリアルと
も言える臭化銀の原料として、需要が拡大してい
た。臭素イオンを含むかん水（食塩水）を二酸化
マンガンで処理するそれまでの製造法に対して、
H.H. ダウの製造法は、臭素イオンを含むかん水を
電気分解して臭素を得る画期的な方法であった。
しかも H.H. ダウは、当時欧州で発明された電気分
解技術を導入するのではなく、独自の隔膜電解槽
をつくり、地下からかん水が得られるミシガン州
ミッドランドに電気分解工場を建設した。この工
場は今でもダウ・ケミカルの本社工場である。そ
の後、ダウ・ケミカルは、臭素だけでなく、かん
水から大量に得られる塩素、苛性ソーダを製造し、
さらに塩素からは、さらし粉、塩化カルシウム、
クロロホルムを製造した。第 1 次世界大戦によっ
て、欧州化学品の米国への輸入が途絶した機会を
とらえて、塩素の有効利用先として、クロロベン
ゼン、フェノール、アニリンなどの合成染料原料、
さらに合成染料まで製造するようになり、無機化
学から有機化学への展開の糸口を得ることができ
た。また、電気分解技術を、かん水から得られる
塩化マグネシウムに適用して、金属マグネシウム

の製造も始めた。金属マグネシウムは、1906 年に
ジュラルミン（アルミニウム、マグネシウムの合
金）が開発されると、航空機用需要が著しく拡大
し、ついには地下からのかん水では不足するよう
になったので、1940 年には海水を原料にするため
にテキサス州フリーポートに工場を設置した。こ
の工場は後に石油化学の主力工場に発展する。

このようにダウ・ケミカルは、1910 〜 20 年代
に事業を大きく拡大したが、まだデュポンから見
れば、取るに足らない規模の電気分解会社にすぎ
なかった。しかし、この時点からすでにダウ・ケ
ミカルの強さの源泉が見えている。ダウ・ケミカ
ルは、デュポンやドイツの BASF、バイエルのよ
うに世界初の製品を生み出す研究開発力を強みと
するのではなく、既存製品をいかに安く、安定的
に供給するかに強みを持つ会社である。

高分子材料への参入
高分子材料の工業化は、19 世紀後半に欧州で、

天然高分子であるセルロース（パルプなど）を原
料にレーヨン繊維やセルロイドをつくることから
始まった。続いて 20 世紀初頭にアメリカで、初
めての合成高分子であるフェノール樹脂（ベーク
ライト）の生産が始まった。

ダウ・ケミカルも、遅ればせながら、1930 年代
に高分子材料の生産を開始した。それは、電気分
解で得られる塩素から塩化エチルをつくり、それ
とアルカリセルロースを反応させてエチルセル

図表３　ダウ・ケミカルとデュポンの売上高推移
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ロースをつくるものであった。クロロホルム、ク
ロロベンゼン・フェノールなどと同じく、塩素の
有効利用先の 1 つとしての事業展開であった。エ
チルセルロースは、塗料やプラスチックとして使
われたが、性能面からそれほど主要な高分子材料
にはならなかった。しかし、ダウ・ケミカルにとっ
ては、これが高分子材料に参入するきっかけと
なった。

続いて 1937 年にポリスチレンの生産を始め
た。ポリスチレンは、後にダウ ･ ケミカルを代表
する石油化学製品となる。ポリスチレンは、透明
で硬い成形性の良いプラスチックである。ポリス
チレンを工業化するには、その原料であるスチレ
ン（モノマー）の大量生産がポイントであった。
スチレンは 18 世紀終わりには、ある種の木材か
ら得られる芳香性樹脂（バルサム）から単離され
て知られていた（参考資料 1）。しかし重合しやす
いので、工業化が難しかったが、ドイツでは 1933
年に IG ファルベンがスチレンの生産を開始し、
ダウ・ケミカルも 1937 年に米国で初めて工業生
産に成功した（参考資料 2）。ただし、なぜ、ダウ
･ ケミカルがこの時期に米国で初めてスチレン事
業に乗り出したのか、その理由やそれを可能とし
た技術的な背景は不明である。IG もダウ ･ ケミカ
ルもエチルベンゼンの脱水素法であったと言われ
ている（参考資料 2）が、古くからの製造法とし
て知られていたエチルベンゼンの塩素化 ･ 脱塩酸
法（参考資料 3）が、ダウ・ケミカル参入のきっ
かけとなったのではと推定される。

さらに 1943 年には、コーニング・グラスと合
弁でダウコーニングを設立し、ケイ素樹脂（シリ
コーン）の生産を開始した。シリコーンは、最近
は電子レンジ用調理容器にまで使われる身近なプ
ラスチックとなったが、当初は、優れた耐熱性・
耐候性を生かしてもっぱら軍需用に使われた。シ
リコーン原料の製造には、マグネシウムと塩素が
不可欠であったために、ダウ・ケミカルはその安
定供給者として合弁会社に参画でき、高分子材料
の技術をますます蓄えることができた。

このように、ダウ・ケミカルが飛躍する基盤と
なった高分子材料への参入には、かん水電気分解
会社としての塩素利用という側面が見え、自社の
強みを生かしながら、慎重に事業を拡大する戦略
がうかがわれる。

石油化学進出からUCC併合まで
第 2 次世界大戦中に蓄えた高分子材料への技術

をもとに、ダウ・ケミカルは戦後直ちにポリスチ
レンを中核として、高分子材料の民生用需要拡大
に着手した。ポリスチレンは、戦時中はレーダー
用高周波絶縁材料など限られた用途に使われたが、
戦後はその優れた性能から、成形用プラスチック
として、また発泡スチロールとして、家電製品

（ケーシング）、照明パネル、家庭製品（透明コッ
プ、雑貨おもちゃ）、包装材料などに爆発的に需要
が伸びた。

さらにダウ・ケミカル得意の塩素の有効利用先
として、1953 年に塩化ビニリデン樹脂のラップ
フィルム「サランラップ」も発売を開始した。ダ
ウ ･ ケミカルは、戦後日本に最も早く進出した米
国会社であり、1952 年に旭化成と合弁で旭ダウを
設立し、ポリスチレン、塩化ビニリデン樹脂ラッ
プを発売したので、スタイロン、スタイロフォー
ム、サランラップなどのダウ・ケミカルの商標は、
日本にはなじみのあるものになった。

ダウ・ケミカルは、1950 年代半ばにはフリーポー
トに巨大な石油化学コンビナートを建設し、得意
のスチレン系製品だけでなく、エチレン、ポリエ
チレンなどにまで石油化学製品事業を拡大した。
また、欧州にも積極的に進出し、1961 年にはオラ
ンダ・テルノイツェンに大規模な工業用地を取得
し、1970 年代初めには石油化学コンビナートを稼
働させた。また北ドイツ・ハンブルグ近郊のシュ
ターデでは得意の塩素系製品を展開した。しかし、
1960 年代末では、まだデュポンの半分、UCC の 6
割程度の売上規模で、モンサントに次ぐ米国 4 番
目くらいの会社にすぎなかった。

1970 年代の 2 度にわたる石油危機は、ダウ・ケ
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ミカルにとって大きな試練となった。長引く世界
的な能力過剰の中で、1982 年に旭ダウからの撤退、
サウジアラビア計画の中止など海外事業縮小の一
方で、国内事業の合理化を急速に進めた。合理化
が一段落した 1990 年代からは、再び石油化学事
業の拡大に走り、1995 年にフリーポートとカナダ・
アルバータ州で大型エチレンプラントを新設し、
シェルを抜いて北米エチレン能力ではトップに
なった（図表 4）。また新型ポリエチレン触媒であ
るメタロセン触媒を開発し、世界のポリエチレン
市場ではエクソンモービルと並ぶ存在になった。
石油化学会社として、超一流になったと言える。
さらに 1997 年には旧東ドイツの中心的なコンビ
ナートであった BSL（ブナ、ソウ、ロイナ工場群）
の取得手続きを完了させ、2000 年 6 月には再建 ･
近代化計画を完了させた。一方、この間にデュポ
ンは脱石油化学戦略を進めたので、ダウ・ケミカ
ルは急速に売上高でデュポンに追いつくことと
なった。

このように石油化学で再攻勢をかけている時
に、UCC 併 合 の チ ャ ン ス が 訪 れ た。UCC は、
1898 年に 4 社合併によって設立され、20 世紀前
半に世界で最初に石油化学を展開した巨大な老舗
総合化学会社であった。しかし 1984 年にインド・
ボパールの農薬工場で史上最悪の毒性ガス漏洩事
故を起こしたため、1980 年代後半から多くの事業
売却に迫られ、20 世紀末にはダウ・ケミカルの 3
割程度の売上高にまで急激に縮小していた。ただ
し、残った事業内容が、オレフィン、ポリオレ
フィン、エチレンオキサイド・グリコール、塗 
料 ･ 接着剤に集中し、しかもダウ ･ ケミカルの進
出が遅れていた資源国（クウェート、マレーシア）
で石油化学事業を展開していたため、ダウ・ケミ
カルとしては、非常に魅力ある合併相手であっ
た。2001 年 2 月に買収を完了すると、ダウ ･ ケミ
カルは、世界のエチレン能力としても、エクソン
モービル、シェルを追い越して世界 1 位となり、
また化学品売上高としてもデュポンを一気に追い
越した。

機能化学品への苦難の展開
石油化学事業に比べると、医薬品や機能化学品

への展開は苦難の連続であった。石油危機後の
1980 年代からダウ ･ ケミカルは積極的に石油化学
以外への展開を図ろうとした。1981 年には医薬品
会社リチャードソン・メレルを買収、さらに 1989
年には医薬品会社マリオンを買収し、医薬品子会
社としてマリオン・メレル・ダウを設立し、一挙
に医薬品事業に参入した。1990 年代は次々にブ
ロックバスターが生まれて医薬品業界が急成長し
た時代であったので、非常にタイミングのよい新
規参入のはずであった。ところが、意外にも医薬
品事業の収益は低迷し、ついに 1995 年にはこの
子会社の売却にまで至り、ダウ ･ ケミカルは医薬
品事業から短期間で撤退に追い込まれた。また、
長年育ててきたサランラップ、ジップロックなど
の消費財化学品事業も 1998 年には売却した。

こうして、医薬品、消費財化学という成長分野
を捨てることになったが、ダウ ･ ケミカルは、機
能化学品事業への展開を続けた。農薬事業につい

図表 4　	1990 年代以後ダウ・ケミカルの	
主要な再編成活動

年 区分 内容

1995 拡張 テキサス州フリーポートとカナダ・アルバータ州のエチ
レン新増設

1995 売却 マリオン・メレル・ダウの72%持分をヘキストへ
1995 買収 伊エニケム子会社PTA、PET樹脂の80%
1996 買収 東独BSLコンビナートの80%（1997年9月手続き完了）
1997 買収 農薬合弁ダウ・エランコのイーライ・リリー持分40%
1998 売却 ダウ・ブランドの消費者製品事業をSCジョンソンへ
1999 合併 UCCと株式交換で合併（2001年2月完了）

2001 取得 UCC・エクソンモービル合弁のユニベーションテクノロ
ジー（メタロセン触媒と気相法プロセス）の50%

2001 売却 メタロセン触媒技術をBPへ
2001 買収 ローム＆ハースの農業化学品事業
2001 買収 欧州最大の自動車用接着剤グルト・エセックス
2002 拡張 マレーシア・ペトロナスとの合弁クラッカー
2003 合意 クウェートPICとの石化合弁第2期（2008年破談）
2004 売却 カナダのEG設備、PTA・PET事業の50%をPICへ
2008 買収 ローム＆ハース（2009年4月完了）

2010 売却 スチレン系樹脂、合成ゴム、ポリカーボネートを金融
ファンドのベイン・キャピタル・パートナーズへ

2011 売却 ポリプロピレン事業をプラスケムへ
2011 拡張 米国エチレンを新増設で2017年までに230万トン増

2011 合意 サウジアラムコとの合弁石化コンビナート（ジュベー
ル）

出所：化学経済「世界化学工業白書」をもとに筆者作成
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ては、1989 年にイーライ・リリーと合弁会社ダウ・
エランコを設立し、1997 年には、この会社を買い
取って 100％子会社のダウ・アグロサイエンスと
し、農薬、遺伝子組み換え種子事業の中核会社と
した。2001 年には、ローム＆ハース（R&H）の
農業化学品事業を買収するなど、現在まで多くの
買収攻勢によってアグロ事業の拡大を図っている。

さらに 2009 年には、米国最大の機能化学品会
社 R&H（塗料 ･ 接着剤、電子情報材料）を買収し、
売上高構成を 2008 年の基礎化学・石油化学 48%、
機能化学品 52% から、2009 年には基礎化学・石
油化学 38%、機能化学品 62% へと大きく転換させ
ることに成功した。しかし 2008 年秋に金融危機
が起こったために資金面では非常に苦しい買収と
なり、2010 年には、スチレン系製品、合成ゴム、
ポリカーボネート事業を、さらに 2011 年にはポ
リプロピレン事業を売却して資金処理を終えた。
このために、機能化学品へのシフトはさらに進ん
だ。2011 年決算から事業セグメントを変更したの
で、数字の連続性が見えにくくなっているが、
2011 年の事業構成を図表 5 に示す。

再度の石油化学攻勢
このように、ダウ・ケミカルは、石油化学を柱

としながらも、機能化学事業を急速に拡大するこ
とによって利益の安定も図るという両面作戦を進
めてきた。この点は、1980 年代から早々と石油化
学事業からの撤退を進め、1994 年ポリエチレン事
業売却で撤退を完了して、機能化学品のみに特化
し、しかも買収にできるだけ頼らないで内部成長
を図ってきたデュポンとは、非常に対照的である。

ダウ・ケミカルは、単独主義の伝統の強い会社
であったが、UCC 合併頃からその伝統を大きく変
え、カナダの石油化学事業をクウェート国営石油
化学会社（PIC）との合弁に移行させた。また
1980 年代以来の懸案となってきたサウジアラビア
計画についても、2011 年にサウジアラムコとの合
弁計画がまとまるなど、従来とは違う柔軟な経営
戦略を採るようになった。その一方で、2000 年代
半ばから起こった米国シェールガスブームにいち
早く対応して、2017 年までに 2 百万トン以上のエ
チレン新増設計画を発表するなど、単純に石油化
学事業を捨て去るという姿勢はまったく見せてい
ない。

このようにダウ・ケミカルは、石油化学と機能
化学のバランスを慎重に取りながら、企業体質の
変革を図りつつ、大胆に事業拡大を図っている。
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図表 5　ダウ ･ケミカルの 2011 年事業構成
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学事業に相当

出所：ダウ・ケミカルのマニュアルレポートをもとに筆者作成

拡大と変革を続けるダウ・ケミカル


