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デュポンとダウ・ケミカルの合併・分割の発表
発表からすでに半年も経過しているので旧聞に

属するが、デュポンとダウ・ケミカル（以下ダウ
と略す）の合併・分割に関する今までの正式発表
とその概要をまず整理しておく。

最初の発表は 2015 年 12 月 11 日であった。そ
の後、2016 年 2 月 19 日に「農業関連会社の本社
所在地」を発表し、続いて 3 月 1 日に「合併作業
の現況と FORM S-4 ハイライト」（FORM S-4 は
米国証券取引委員会 SEC に提出した事前登録届
出書）を発表した。今（2016 年 5 月下旬時点）ま
での発表内容は、次のように大きく二つにまとめ
ることができる。

（1）関連当局および両社の株主の承認をはじめと
する諸条件を充足した後、対等な合併を 2016 年
下半期に完了させる（見込み）。新会社の名称は「ダ
ウ・デュポン」とし、取締役は両社から 8 名ずつ

出す。ダウの会長兼 CEO のアンドリュー・リバ
リス氏が執行役会長に、デュポンの会長兼 CEO
のエドワード・ブリーン氏が最高経営責任者

（CEO）に就任する。本社はミシガン州ミッドラ
ンドとデラウェア州ウィルミントンの 2 カ所とす
る。合併後、売上高は 2015 年ベースで 740 億ド
ルと見込まれる。合併完了後 24 カ月以内にシナ
ジー効果が 100% 達成された際には約 30 億ドルの
コスト削減効果が見込まれ、さらに 10 億ドルの
成長効果が見込まれる。

（2）合併完了後 18 カ月から 24 カ月以内に節税効
果のある事業分割により、投資適格信用格付けを
持つ、三つの独立した上場会社を設立する。農業
関連会社、素材科学会社、特殊化学品会社である。
農業関連会社は社名の一部に「デュポン」が入り、
本社をデラウェア州ウィルミントンに置く。特殊
化学品会社も本社をデラウェア州ウィルミントン
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に置く。素材科学会社は社名の一部に「ダウ」が
入り、本社をミシガン州ミッドランドに置く。

図表 1 に化学事業の売上高で見た 2014 年世界
の化学会社トップ 20 を示す。参考までに 2015 年
売上高も示すが、石油事業を兼業する会社では化
学事業の売上高を示さないことが多いので 2015
年数値にはまだ不明部分もある。2015 年は原油価
格の暴落によって石油化学製品の価格が大きく低
下した。一方、消費財化学品や医薬品の価格低下
はそれほど激しくなかったので、売上高トップの
化学会社は BASF から P&G に入れ替わった。そ
れでもダウ・デュポンの売上高 740 億ドルは P&G
を大きく追い越して世界最大となる。

これまでのダウ・ケミカルの事業改革
筆者は本誌 2013 年 1・2 月合併号に「拡大と変

革を続けるダウ・ケミカル」として、ダウの着実
な拡大と企業体質の変革を報告した。その要旨は
次のとおりである。先進国の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た。この変化
の中で米国のトップ化学会社は、20 世紀初頭以来

のデュポンから P&G、ファイザー、ダウの 3 社に
代わった。デュポンは 1980 年代〜 1990 年代にポ
リエチレンをはじめとする石油化学事業、2000 年
代前半にナイロンをはじめとする合成繊維事業な
ど汎用化学品事業をすべて売却し、規模よりも投
下資本利益率や 1 株当たり利益を重視する経営に
切り替えた。一方、ダウは、デュポンのような脱
石油化学戦略はとらず、慎重に石油化学と機能化
学のバランスを取りながら、得意分野への集中、
高付加価値化を図って売り上げ規模の拡大と企業
体質の変革を続けてきた。この結果、2000 年代前
半にダウは売上高でデュポンを追い越し、現在で
は 2 倍近くにまで格差が拡大している。

図表 2 には前回の報告と一部重複する部分があ
るが、リバリス会長兼 CEO が行ってきたこの 10
年間の事業改革を示す。重要な M&A としては、
2008 年に米国最大の機能化学品会社であったロー
ム＆ハースの買収、2010 年〜 2011 年にスチレン
系樹脂、合成ゴム、ポリカーボネート、ポリプロ
ピレン事業の売却、2015 年に塩素・アルカリ、塩
化ビニル、塩素系溶剤、エポキシ事業の売却、同
年ダウコーニングの完全子会社化によるシリコー

売上高単位：百万ドル

会社名 2014年 化学主要分野 2015年暫定
化学売上高順位 化学売上高 化学比率％

BASF 1 78,698 79.6% 石化、機能化学 63,718 
P&G 2 72,501 90.1% 消費財、医薬 68,838 
DOW Chemical 3 58,167 100.0% 石化、機能化学 48,778 
Novartis 4 57,996 100.0% 医薬 49,414 
Sinopec 5 57,953 12.6% 石油化学 不明
Bayer 6 56,169 100.0% 医薬、機能化学 51,377 
Pfizer 7 49,605 100.0% 医薬 48,851 
Johnson & Jonson 8 46,809 63.0% 医薬、消費財 44,937 
SABIC 9 46,564 92.8% 石油化学 36,686 
Sanofi 10 44,907 100.0% 医薬 41,099 
Merck & Co 11 42,237 100.0% 医薬 39,498 
Roche 12 40,118 77.3% 医薬 38,835 
ExxonMobil 13 38,178 9.7% 石油化学 不明
GlaxoSmithKline 14 37,926 100.0% 医薬 36,584 
FPC 15 37,059 60.4% 石油化学 不明
Unilever 16 35,775 55.5% 消費財 33,531 
ブリヂストン 17 34,745 100.0% ゴム加工 31,299 
DuPont 18 34,723 100.0% 機能化学 25,130 
三菱ケミカルHD 19 34,578 100.0% 石化、医薬 31,570
LyondelBasell 20 33,898 74.3% 石油化学 26,178 

図表 1　世界化学企業売上高ランキング（2014 年）

（注）2015年為替レート：1ドル=0.902ユーロ=121.1円=0.96126スイスフラン=3.746サウジリアル
出所：  各社アニュアルレポート。2014年の化学売上高を発表しない場合および為替レートは

C&EN July27.2015による。
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ン事業獲得がある。スチレン系樹脂と塩素・アル
カリおよびその誘導品事業は、戦後のダウの大発
展を象徴する事業であり、日本でも 1952 年〜
1982 年に存在した旭ダウ（旭化成との合弁会社）
を通じてなじみの深い事業であった。ダウが長年
にわたって競争力世界 No1 を誇ってきたアスベス
ト法食塩水電気分解技術が、日本で開発・工業化
されたイオン交換膜法電気分解技術に敗れ、2014
年に製造法を切り替えざるを得なくなったことは、
塩素・アルカリおよび塩素誘導品事業を売却する
根本的な要因になったと考えられる。

しかし、ダウは石油化学から全面的に撤退する
戦略を取っているわけではない。2013 年には世界
で最初にポストメタロセン触媒を使ったエラスト
マー EPDM プラントの建設に着工し、翌年には
シェールガスから得られるエタンを使った 150 万
トンの大規模なエチレンプラントおよびエチレン
系ポリマーを中心とした誘導品プラントの建設に
着工した。いずれもダウの石油化学の中核地域で
ある米国メキシコ湾岸である。さらに 2015 年に
はシェールガスから得られるプロパンを使った、
接触脱水素法による 75 万トンのプロピレンプラ
ントを完成させた。同年には気相法ポリエチレン
技術（プロセスと触媒）を販売しているエクソン
モービルとの合弁会社ユニベーション・テクノロ
ジーズの完全子会社化にも成功し、エチレンおよ
びエチレン系ポリマーにおいて世界 No1 の地位を

着々と強化している。2016 年には長年の悲願で
あったサウジアラビアでの石油化学事業が全面的
に稼働を開始する。サウジアラムコとの合弁会社
サダラによるエチレン、エチレン系ポリマー、ウ
レタン原料（芳香族イソシアネートと塩素を使わ
ない過酸化水素法によるプロピレンオキサイド、
ポリエーテルポリオールなど）の生産である。販
売は全量ダウが担当する。

このようにダウは石油化学の中のエチレン系事
業（エチレン系ポリマー、エチレンオキサイドお
よびその誘導品）、ウレタン系事業に集中し、その
高付加価値化を図りながら、農業科学、コン
シューマー・ソリューションズ、インフラストラ
クチャー・ソリューションズの機能化学を伸ばす

年 区分 内容
2008年 買収 ローム＆ハース社（2009年4月完了）
2010年 売却 スチレン系樹脂事業、合成ゴム事業、ポリカーボネート事業
2011年 売却 ポリプロピレン事業
2013年 着工 ポストメタロセン触媒活用のEPDMプラント
2013年 売却 ポリプロピレン・ライセンスおよび触媒事業
2014年 稼働・停止 三井物産とのIM法電解稼働、アスベスト隔膜法電解閉鎖
2014年 着工 シェールガス利用150万トンエチレンおよび誘導品ポリマー工場
2014年 売却 アンガス・ケミカル社（ニトロアルカン）、水素化ホウ素ナトリウム
2015年 売却 メキシコ湾岸の塩素・アルカリ、塩化ビニル事業、全世界の塩素系溶剤、エポキシ事業
2015年 売却 農産物鮮度保持のアグロフレッシュ事業
2015年 買収 エクソンモービル社との合弁ユニベーション・テクノロジーズ社を完全子会社化
2015年 売却 クウェートとの合弁事業の出資比率引き下げ
2015年 買収 ダウコーニング社の完全子会社化
2015年 稼働 シェールガス利用のプロパン脱水素工場（プロピレン75万トン）
2016年 稼働 サダラ社（サウジアラムコとの合弁事業）全面稼働

図表 2　ダウ・ケミカル・リバリス会長兼 CEO の主要な事業改革

出所：ダウ・ケミカル日本HPのニュースリリース

単位：百万ドル

部門名 内容 売上高
2015年 2014年

農業科学 農薬、遺伝子組換え種子 6,381 7,290 

コンシューマー・
ソリューションズ

コンシューマー・ケア、オート
モーティブ・システムズ、エレ
クトロニック・マテリアルズ

4,379 4,639 

インフラストラク
チャー・ソリュー
ションズ

塗 料 、 建 設 化 学 品 、 エ ネ ル
ギー・水薬品、パフォーマン
ス・モノマー

7,394 8,429 

パフォーマンス・
マテリアルズ&ケ
ミカルズ

塩素・アルカリ、塩化ビニル、
塩素化有機物、エポキシ樹脂、
インダストリアル・ソリュー
ションズ、ポリウレタン

11,973 15,114 

パフォーマンス・
プラスチック

エラストマー、電線材料、パ
フォーマンス・パッケージン
グ、原料

18,357 22,386 

コーポレート 294 309 
合計 48,778 58,167 

図表 3　ダウ・ケミカルの事業部門

出所：アニュアルレポート

業界展望



2016.6　経営センサー
2525

戦略をますます明確にしてきた。しかし、図表 3
に示すように事業部門別売上構成としては、石油
化学事業が依然として 6 割以上を占め、研究開発
費などを集中的に投入している割には農業科学部
門が期待通りに伸びていない。

これまでのデュポンの事業改革
デュポンは、チャールズ・ホリデー先々代 CEO

の 10 年間に汎用化学品事業の売却がすべて終わ
り、市場重視型のサイエンスカンパニーを目指す
戦略が定着した。2015 年 10 月に退任したエレン・
クルマン前 CEO は、7 年間に、この戦略を深化さ
せ、ライフサイエンス関連事業を大きく成長させ
た。図表 4 に示すように、現在のデュポンの事業
構成は、ライフサイエンス関連事業が 6 割、機能
化学事業が 4 割となっている。2011 年にはデン
マークの産業用酵素・機能性食品素材製造会社ダ
ニスコを買収して栄養食品・健康関連事業を強化
した。一方、世界的にはトップクラスの地位に
あっても非戦略的と考えられる事業は次々に売却

した。2012 年の塗料、2014 年のクロロプレンゴム、
酢酸ビニル関連（ポリビニルアルコール、自動車
安全ガラス用中間膜のポリビニルブチラールシー
トなど）、2015 年のフッ素樹脂（テフロンの商標
名で有名）、酸化チタンなどである。

しかし、2015 年は原油の大暴落だけでなく、穀
物価格も大きく下落した。このため図表 5 に示す
ように世界の主要なアグリビジネス会社の農業化
学部門の売上高は大きく減少した。アグリビジネ
スのこのような大きな景気変動の波の存在は、同
じライフサイエンス関連事業である医薬品事業と
まったく異なっている。しかし、デュポンもダウ
も医薬品事業では失敗し、早々に撤退しているの
で、この出口は存在しない。

経営統合発表前から明らかとなった舞台裏
デュポンとダウの経営統合については、2015 年

12 月 11 日の正式発表の前からウォールストリート
ジャーナルなどに舞台裏の事情も含めて報じられ
た。このため、売上高で世界最大の化学会社が誕

単位：百万ドル

部門名 内容 売上高
2015年 2014年 2014年＊

ライフサイエンス関連事業
農業関連事業 農薬、遺伝子組換え種子 9,798 11,296 11,296
産業用 バイオサイエンス事業 酵素、バイオ法1,3-プロパンジオール、PTT 1,478 1,624 1,244
栄養食品・健康関連事業 バイオ法による食品成分、栄養成分 3,256 3,529 3,529

機能化学事業

電子・情報事業 電子情報材料、太陽電池材料 2,070 2,381 2,381
高機能化学品事業 フッ素樹脂、酸化チタン 6,317
高機能材料事業 エンジニアリングプラスチック、エラストマー 5,305 6,059 6,059
安全・防護事業 高強度繊維、高耐熱性繊維とその応用製品 3,039 3,304 3,892
その他 184 213 5

合計 25,130 28,406 34,723

図表 4　デュポンの事業部門

出所： アニュアルレポート、2014年＊は高機能化学品事業売却前の2014年12月期決算値

単位：百万ドル

会社 国 農業化学部門売上高
2015年 2014年比 農薬 種子 肥料

モンサント アメリカ 15,001 -5% 4,758 10,243 
シンジェンタ スイス 12,843 -12% 10,005 2,838 
ヤラ ノルウェー 11,739 -8% 11,739 
バイエル ドイツ 10,590 -9% 9,173 1,416 
デュポン アメリカ 9,798 -13% 3,037 6,761 
モザイク アメリカ 8,895 -2% 8,895 
BASF ドイツ 6,455 -11% 6,455 
ダウ・ケミカル アメリカ 6,381 -12% 4,913 1,468 

図表 5　世界の主要なアグリビジネス会社の売上高（2015 年）

（注）2015年為替レート：1ドル＝121.1円、１ユーロ＝134.31円、１NOK＝15.03円で換算
出所：各社アニュアルレポート
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生するという正式発表もしらじらしく感じられた。
舞台裏の一つは、経営統合・企業分割というス

トーリーはデュポン、ダウの両社にいる「もの言
う株主（アクティビスト）」の圧力によるというも
のであった。多くの研究開発費を注力して育成を
図ってきたアグリビジネスが期待通りに急速に成
長しないことに対して株主の不満が大きいことは、
デュポン、ダウだけの問題ではない。2016 年 2 月
には中国国営企業である中国化工集団（ケムチャ
イナ）による世界最大の農薬製造会社であるシン
ジェンタの買収（430 億ドル）が発表された。中
国化工は 2011 年にイスラエルのジェネリック農
薬製造会社アダマも買収している。短期的視野で
文句を言う欧米企業の株主と景気変動の波を利用
して、中国がアグリビジネス関連技術をやすやす
と入手している構図が見える。

もう一つの舞台裏は、今回のデュポンとダウの
取引が本来であれば事業交換で済む話であったと
いうものである。節税効果をねらうためにいった
ん合併して大仰にも世界最大の化学会社を誕生さ
せ、そのあと事業分割を行うという方法をとっ
た。この舞台裏事情は、図表 6 に示すように合併
前の両社の事業部門と企業分割後の新会社の対応
関係を眺めてみれば十分に裏付けられる。すなわ
ち、ダウにとっては、金がかかっている割に期待
通りの成果が出ていない農業関連事業と電子材料
事業を分離・売却し、素材科学事業の高機能化・
高付加価値化に集中したいという思惑があった。
デュポンの高機能材料事業（エンジニアリングプ

ラスチック、エラストマー）を入手することは、
ダウの狙いに合致する。一方、デュポンにとって
は性格が大きく異なる農業関連と特殊化学品の二
つに会社を分割したいという思惑があった。企業
分割はこの狙いに一致しているばかりでなく、「も
の言う株主」が前々から要求してきたことでもあっ
た。思い切った企業分割としては、2013 年にア
ボット・ラボラトリーズが研究開発を軸とする、
研究開発型の医療用医薬品のアッヴィとジェネ
リック医薬品、医療機器・診断事業、栄養事業の
アボットになった例が記憶に新しい。

分割後の会社の行方
素材科学会社、農業関連会社には、それぞれダ

ウ、デュポンが名前の一部に入るので、事実上、
両社の後継会社とする意向なのであろう。ダウ後
継会社が合併前のダウの延長線上にあるのに対し
て、デュポン後継会社は長年積み上げてきたデュ
ポンの伝統的事業とはまったく異なる会社にな
る。図表 4 に示したライフサイエンス関連事業と
いう、事業の広がりの可能性を持った会社でなく、
農業関連事業のみに限定した会社をデュポン後継
会社とした。これは現在のデュポンのブリーン会
長兼 CEO の意向なのであろう。ブリーン氏はモ
トローラ、ジェネラルインスツルメント、タイコ
などエレクトロニクス会社の経営者として名を挙
げた経歴を持つものの、2015 年 2 月にデュポンの
取締役に就任し、同年秋に CEO になったばかり
である。化学事業の性格・特徴をどこまで理解し

単位：10億ドル
合併前の両社の事業部門 分割後の会社ダウ・ケミカル デュポン

農業科学　約6 農業関連　約10 農業関連会社　約16
パフォーマンス・プラスチック、パフォーマンス・マテリ
アルズ&ケミカルズ、インフラストラクチャー・ソリュー
ションズ、コンシューマー・ソリューションズのコン
シューマー・ケア、オートモーティブ・システムズ　約40

高機能材料事業　約5 素材科学会社　約46

コンシューマー・ソリューションズのエレクトロニック・
マテリアルズ　約2

電子・情報事業、産業用バイオサイエンス事業、
栄養食品・健康関連事業、安全・防護事業　約10 特殊化学品会社　約12

図表 6　合併前の事業部門と合併・分割後の会社の関係と売上規模

出所：Dow,DuPont 2016年3月1日、MERGER UPDATE &FORM S-4 HIGHLIGHTS
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て、このような選択をしたのか大いに疑問であ
る。ちなみに、ドイツのバイエルは 2015 年にマ
テリアルサイエンス事業（ウレタンとポリカーボ
ネート）をコベストロ社として分離し、ライフサ
イエンス関連事業のみに集中する会社になった。
それでも医薬品事業と農業関連事業という二つの
大きな出口を持っている。

一方、デュポンが主導権を握ることになる特殊
化学品会社については、デュポンの伝統を引き継
ぐ事業内容の会社である。しかし、デュポンの名
前はつかない。「もの言う株主」からは評価されな
い会社なのであろう。ライフサイエンス事業（産
業用バイオサイエンスと栄養食品・健康関連）と
機能化学事業（電子情報材料と安全・防護）とい
う性格の異なる事業の寄せ集めのためアイデン
ティティーが確立できず、事業売却を繰り返して
解体に向かう可能性が大きいと考えられる。もは
や機能化学事業の基盤となるエンジニアリングプ
ラスチックやエラストマーなどの高機能材料事業
を持たず、単に市場に近い機能化学事業だけを
持っていても、根のない生花を並べたに過ぎず、
機能化学事業がこれから大きく成長するとは考え
にくい。厳しい見方かもしれないが、他社による
買収のターゲットにされることが十分に予想さ 
れる。

しかし、2015 年 5 月 19 日にバイエルがアグリ
ビジネス業界第 1 位のモンサントの買収交渉を始
めたことを発表したことから、特殊化学品会社の
買収懸念だけでなく、デュポンの名を残す農業関
連会社にも、買収される恐れが十分ありうること

が明らかとなった。バイエルはかねてからモンサ
ントを狙って、BASF と競合しているとのうわさ
も絶えなかったが、いよいよそれが正式に表面化
した。ダウ・デュポンから分離独立する農業関連
会社は、売上規模ではモンサントより少し大きい
程度である。したがって、このデュポン後継会社
も、アグリビジネス再編の嵐の中では買収のター
ゲットにされる可能性は十分にある。投下資本利
益率や株価の上昇だけを狙った経営を追求してい
くと、最後は案

か

山
か

子
し

のような単独事業だけの会社
になる。順風の下では良いが、ちょっとした逆風
で、あっさり買収される可能性が大きい。ブリー
ン氏が率いるデュポンは、事業を次々に売却して
最後は塗料事業だけになり、その後アクゾノーベ
ルに買収されて名前が消えた名門会社 ICI と同じ
道をたどっているように思えてならない。

節税手段としてM&Aの利用
図表 7 に示すように 2015 年に発表された大型

M&A 案件のうち、医薬品、化学の 2 件が奇しく
も節税手段として M&A を利用するものになっ
た。最大の M&A 案件であったファイザーによる
アラガンの買収は、税金逃れとの批判と米政府の
規制強化の動きによって今年 4 月にあっさりと撤
回された。ダウとデュポンの経営統合、企業分割
については、税金逃れとの批判は出ていないが、
節税が目的であることには変わりない。今後、
M&A 案件の意図、狙いを考える際に、節税の手
段になる可能性にも留意する必要がある。

順位 業種 買収企業 被買収企業 総額（億ドル）
1 医薬品 ファイザー（米） アラガン（アイルランド） 1,600
2 ビール アンハイザー・ブッシュ・インベブ（ベルギー） SABミラー（英） 1,174
3 石油・ガス ロイヤル・ダッチ・シェル（英蘭） BGグループ（英） 815
4 通信 チャーター・コミュニケーションズ（米） タイム・ワーナー・ケーブル（米） 795
5 化学 ダウ・ケミカル（米） デュポン（米） 685

図表 7　2015 年の大型 M&A 案件

出所：日本経済新聞夕刊2016年1月20日

ダウ・ケミカルとデュポンの経営統合の行方




