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【要約】 

本事業の目的は、製造業全般における諸外国の大型企業買収事例を整理・分析すること

を通して、今後、増加することが予想される我が国企業の大型企業買収・技術提携に対し

て政府・民間企業等のとるべき対策について基本的な考え方を整理する基礎資料を作成す

ることにある。 

本事業が行われるべき背景には、東西冷戦終結後の 90 年代前半から、欧米先進諸国では

大型の企業買収、合併が頻発し、産業界の再編成が進行し、近年では、米英仏独などの主

要国に加え、中東欧など新たな EU 加盟国やロシア、中国、インドなどの新興工業国の企業

をも巻き込んだ世界的な事業や技術の合従連衡が行われている事情がある。わが国でも昨

年の王子製紙による北越製紙に対する買収提案などに見られるように、国内での事業再編

成の動きが顕在化している。 

  さらに、本年 5 月に解禁される三角合併により外国企業との買収、合併の急増が予想さ

れ、様々な経済的、政治的、社会的問題や紛争が惹起される可能性があり、政府・民間企

業共に欧米や中国、インドにおける事業再編成の主要なケースを調査、分析し問題点をあ

らかじめ整理し対策を講じるための基礎資料を作成することは喫緊の課題であることはい

うまでもない。 

産業界の再編成等を管轄する経済産業省経済産業政策局産業組織課からも、国際的な企

業の再編成や技術提携事例をまとめた最新の文献資料がわが国には乏しく、本報告書が完

成すれば産業政策上きわめて有意義な成果となろう、との意見を頂戴している。 

 本事業は、過去 20 年程度にわたって、主要製造業(自動車、鉄鋼、化学、製薬、製紙、

石油、電力)における諸外国の大型企業買収事例を国内外の各種文献、記事、ＨＰ、有価証

券報告書・レポート他データ等を基に収集し、以下の①～⑤について調査分析する。①業



界再編の動向－自動車、鉄鋼、化学、製薬、製紙業界等の業界再編動向を調査する。②業

界上位企業の競争力分析－業界上位企業の成長力・収益力等を株価、財務データ、市場シ

ェアの推移等から分析する。③各企業の対応状況－各業界の象徴的な大型合併(例えば、鉄

鋼業界におけるミタル・アルセロール等)について目的・経緯・結果や買収防衛策の導入・

発動の有無を整理する。④政府の対応状況－業界再編に対する政府の介入の有無・手法、

タイミング、関係者の反応、当該企業の反応や対応、その効果に対する評価等を整理する。

⑤競争環境への影響等－当該業界の競争環境への影響（例えば、サプライチェーンの川上・

川下との価格競争力への影響を整理する。）など、政府・民間企業の取るべき対策等の諸課

題に対する基本的な考え方を整理し、本年 5 月の三角合併解禁に向け、政府・民間が業界

再編成のための対策を立てるため、平成 18 年末までに本事業を完成させ、広く関係者に提

供することを目標とする。 

 また、本報告書に関連する自動車、鉄鋼、化学、製薬、製紙、石油、電力の各業界担当

者ならびに関係官庁担当部局に成果物を送付し、当面する課題に対する普及啓発を行う。 

 実施体制として、株式会社メディアゲインは、本事業の運営と事業計画作成、調査研究

遂行、事業の取りまとめ等を実施するために専務執行役員を総合調整責任者とし、ビジネ

スインテリジェンスアドバイザリーサービス部が、当初の目的を達成すべくこれを推進す

る。 

最後に、本事業の総合調整責任者である㈱メディアゲイン専務執行役員を中心に、同ビ

ジネスインテリジェンスアドバイザリーサービス部員 5 名が数次にわたる会議、外部取材

などを通じて自己評価を実施したことを付記する。 

 

   第１章 鉄鋼業界再編に関する報告書 

   1.鉄鋼業界再編図 

   2.鉄鋼業界上位５社の動向 

   3.業界再編ケーススタディ 

   (ⅰ)《ＪＦＥの誕生》 日本鋼管(ＮＫＫ)・川崎製鉄の経営統合(２００３年４月) 

    1.目的 

    グローバルな競争時代における生き残りを目的に、経営規模の拡大と効率の最大

化を果たすため経営統合。 

2.背景 

    90 年代後半以降の世界的な自動車業界の再編（6大グループ化）、鉄鉱石業界の再 

編（3大グループ化）、さらに中国鉄鋼メーカーの躍進などの国際環境の中、わが 



国では業界トップの新日鐵以外、従来の企業規模ではグローバルな競争に勝ち残 

ることが困難となり、業界 2位の日本鋼管（NKK)と同 3位の川崎製鉄は 2001 年 12 

月経営統合に関する基本合意書を締結した。 

とりわけ 2001 年 1 月の日産自動車による鋼板調達シェアの見直し（カルロス・ゴ 

ーン CEO の「日産リバイバルプラン」）で、従来同じ芙蓉グループ内企業として 25％ 

程度のシェアを確保していた NKK が 10％に落とされ、新日鐵が 60％に突出（従来 

28％）したことに NKK 経営陣が強い危機感を覚えたことが経営統合へのきっかけ 

となったといわれている。 

(ⅱ)米鉄鋼業界再編の経緯 

    ここでは 02 年 2 月、米投資会社 W.L.Ross & Co の米鉄鋼会社 LTV 社買収による米 

International Steel Group の誕生から、04 年 10 月、蘭鉄鋼会社 Ispat 社と LNM  

Holgings 社(両社とインド系企業家のラクシュ・ミタル氏が支配)の米 ISG 社買収 

による蘭ミタル・スチールの誕生までの経緯を分析する。 

1.政府の関与の仕方 

       02 年 3 月、米ブッシュ政権は、長年の構造的な苦境に喘ぐ米国内の鉄鋼産業に対 

し、国際的な競争力回復に不可欠な改革を実施する為の「一時的な猶予期間」を 

与えるべく、3年間の期限付きで国内鉄鋼産業への一時的な救済策（セーフカード） 

を発動、14 品目の鉄鋼製品に 8～30％の追加関税を課した。これが、その後の米 

鉄鋼業界の再編を促進させる一つの契機となった。 

2.政府が関与した理由・背景 

       米鉄鋼産業は長期的な苦境の中にあり、97 年以降では 42 社が破産申請を行い、8 

万人以上の労働者が影響を受けている。こうしたなかでブッシュ大統領は 02 年 3 

月、3年間の期限付きでセーフガードを発動し、14 品目の鉄鋼製品に 8～30％の追 

加関税が課した。ブッシュ政権はこの措置を「国内鉄鋼産業が国際的な競争力の 

回復に不可欠な改革を実施する“一時的な猶予期間”を与える為のもの」と説明 

した。 

       なお「ブッシュ政権は米大統領選における鉄鋼産業の政治的な重要性を鑑みて、 

これに支援を与える為にセーフガードを発動したのであり、これはむしろ弱い企 

業を助け、逆に業界再編を遅らせた」と指摘する向きもある。(『みずほ米州イン 

サイト―米鉄鋼輸入制限撤廃が意味するもの～ますます強まる「選挙シフト」～ 

―』03 年 12 月 9 日発行 みずほ総合研究所) とはいえ、一連の再編を主導した米 

ISG 社のウィルバー・ロス（Wilbur Ross）会長自身（ISG 社はロス氏率いる米投 



資会社 W.L.Ross & Co が米鉄鋼会社 LTV 社買収して誕生）が「それ（ブッシュ政 

権による関税引き上げ）はとても重要だった。我々の場合、ブッシュ大統領がこ 

れを発表する直前に LTV 買収に踏み切ったが、それは、彼が何か重要な決断を下 

すと予測されたからだ。それなしに、我々は LTV を買収することはなかっただろ 

う」と述べている。（03 年 3月 14 日付英 FT 紙）このことからも、動機の如何は別 

にして、ブッシュ政権によるセーフガードの発動が、その後の米鉄鋼産業の再編 

を促す起爆剤になったのは間違いないであろう。 

4.業界再編と政府の関わり 

   (ⅰ)アルセロール・ミタル 

   (ⅱ)新日本製鐵(１９７０年創立) 

    

   第２章 製薬業界再編に関する報告書 

   1.製薬業界再編図 

   2.製薬業界上位５社の動向 

   3.業界再編ケーススタディ 

   (ⅰ)ヘキスト(ドイツ)とローヌ・プーラン(フランス)合併による 

アベンティス誕生(９８年１２月) 

1．目的 

・両社とも規模の拡大 

 独ヘキストマネージメント・ボードメンバーのホルスト・ウエッシェ氏の見 

解「質・量ともに世界でのトップ、リーディング企業になるため。グローバ 

ル市場でリーディング企業になるためには、十分な規模と一定の営業利益が 

必要。成長を維持するには、年間 20 億ドル以上の研究開発費が必要。ヘキス 

トとローヌ・プーランの 98 年度実績をもとにすると、アベンティスグループ 

の売上高は 177 億ユーロ（一ユーロは約 104 円）、研究開発費は 27 億ユーロ 

の規模になる」（99 年 12 月 15 日付日経産業新聞） 

2．背景 

 90 年代以降、医薬品業界において、欧米企業を中心とした大型かつ国境を越 

えた合併・買収が相次ぎ、売上高で「100 億ドル」、研究開発費で「20 億ドル」 

を目指す動きが活発となっている。医薬品の研究開発に巨額の費用がかかるこ 

とに加え、さらに今後の主戦場である生命科学、バイオの分野への巨額の投資 

も不可欠で、その為にも規模の拡大が不可避となっているからだ。 



   (ⅱ)ロシュ(スイス)による中外製薬の買収(０１～０２年) 

   (ⅲ)巨大企業合同・ＩＧファルベン誕生(１９２５年・独)の誕生 

   4.業界再編と政府の関わり 

   (ⅰ)サノフィ・サンテラボによるアベンティス買収問題 

    

第３章 化学業界再編に関する報告書 

   1.化学業界再編図 

   2.化学業界上位５社の動向 

 

第４章 自動車業界再編に関する報告書 

   1.自動車業界再編図 

   2.自動車業界上位５社の動向 

   3.業界再編ケーススタディ 

   (ⅰ)独ダイムラー・ベンツと米クライスラーの合併による 

ダイムラークライスラーの誕生(１９９８年の５月) 

   1.目的 

グローバル市場を舞台とした国境なき大競争時代への突入に備え、アジアなどの 

成長市場を含むグローバルな生産、開発、販売体制の構築とコスト競争力の強化。 

2.背景 

1990 年代後半、米国株価は上昇し続ける中、資本がボーダレスに駆け巡る米国主 

導の経済のグローバル化が一挙に進んだ。これに、欧州通貨統合が重なり、国境 

を越えた企業の M&A ブームが巻き起こった。 

   その一方、97 年のアジア通貨危機を切っ掛けに、自動車生産は世界的な供給過剰 

の状態に陥った。その結果、自動車メーカーは、規模の拡大によるコスト競争力 

強化の必要性に迫られた。 

4.業界再編と政府の関わり 

   (ⅰ)米ＧＭによる韓国大宇自動車買収問題(２００１年９月) 

   

 

 

 

 



   第５章 紙パ業界再編に関する報告書 

   1.紙パ業界再編図 

   2.紙パ業界上位５社の動向 

   3.業界再編ケーススタディ 

   (ⅰ)UPM-Kymmene(フィンランド)とインターナショナル・ペーパー(米国)による 

     チャンピオン・インターナショナル(米国)の 

買収合戦の経緯(２０００年２～６月) 

1.目的 

 フィンランドにおける二大紙パルプ企業の一つ、UPM-Kymmene が米チャンピオ 

ン・インターナショナル（以下、CI）買収を企てた主目的は、規模の拡大によ 

るコスト競争力の強化と、世界最大の紙パルプ市場の北米市場への本格進出 

にあった。だがこの企ては、やはり北米市場を中心にその生産・販売体制の強 

化を進める世界最大の紙・パルプ企業、 

米インターナショナル・ペーパー（以下、IP）との買収合戦に敗れ、阻まれた。 

2.背景 

 90 年代後半以降、世界的な紙・パルプ産業の再編が急速に進んだのは、大き 

く分けて 3つの背景がある。 

・ 紙・パルプ産業は、特に成熟市場で、周期的な供給過剰とそれに伴う価格低 

下という構造的問題に直面している。 

・ 北米、欧州、日本といった先進国市場が成熟化する一方、アジア・東欧・ロ 

シアといった新興市場は、低コストの生産拠点としても消費市場としても 

急成長している。 

・ 北欧、カナダなどの森林資源保護の動きが活発化してる上、新興市場での需 

要増が重なり、原料調達が年々困難になっている。 

 以上を背景として、次の３つのパターンの M&A ケースが見受けられる。 

①先進国市場における国内企業同士の合併による再編 

②欧米のトップ企業による海外市場での企業買収 

③原料調達を主目的とした原料生産国での企業買収 

 なお、早くから自国外の市場を意識して、原料調達から生産・販売活動に至 

るグローバルなサプライチェーンの構築を志向しているのは、特に欧州企業で 

ある。これに対して、米国企業は、自国の市場規模が世界最大ということも 

あり、比較的に、国内企業との M&A を優先する傾向にある。例えば、日本企業 



の海外売上比率は１割未満。UPM-Kymmene や Stora Enso といった欧州企業は海 

外売上比率が７～8割と極めて高い一方、IP に代表される米国企業は 3割程度 

に止まっている。 

本ケースは「フィンランドの UPM-Kymmene が、米 CI の買収によって、世界最大 

の紙パルプ市場への進出を企てたが、同国市場内での再編を主導する米 IP も同 

社の買収合戦に参戦し、結局、後者が勝利した」という意味で、②と①の組み 

合ったパターンといえるだろう。 

(ⅱ)Stora Enso(フィンランド)による Vision グループ(ブラジル)買収（２００６） 

    

第６章 石油業界再編に関する報告書 

   1.石油業界再編図 

   2.石油業界上位５社の動向 

   3.業界再編ケーススタディ 

   (ⅰ)エクソン・モービル合併(１９９９) 

    1.目的 

世界規模での巨額の投資を続けながら、企業体質を強化し、規模を拡大するため、 

エクソンは買収金額 753 億ドルでモービルを買収、合併後の新会社の売上高は 

2,031 億ドル（24 兆円・当時）のスーパー・メジャーを誕生させた。 

2.背景 

    97 年アジア経済危機、ロシア危機、中南米通貨危機の発生、イラクの石油輸出再 

開、98 年 OPEC の原油増産などにより、世界的に原油需要が減退して石油価格が下 

落（97 年 1 バレル＝18 ドル、98 年 1 バレル＝12 ドル）、精製・販売マージンも著 

しく低下した。98 年の６大メジャー上流部門の利益は前年比 57％減を記録した。 

    また、90 年代に米国および欧州でガソリン販売競争が激化、薄利多売のローコス 

ト・スタンドが欧州に出現し、価格破壊が進行した。欧州市場ではエンジンオイ 

ル販売で BP とモービルが業務提携を行い、米国市場ではシェルとテキサコが精 

製・販売部門で提携し、それぞれコスト削減と競争力強化に取り組んでいた。 

    こうした厳しい環境の中でも国際競争力を増強しつつ一定の収益を確保し、世界 

の有望鉱区への巨額の開発投資を続けていくためには、強靭な財務体質と企業規 

模の拡大が必要とされた。 

世界最大のオイル・メジャーであるエクソンにとって、98 年 8 月の BP・アモコの 

巨大合併発表後、提携相手としては仇敵ロイヤル・ダッチ・シェルを除けば当時 



これに次ぐ売上のモービルしか選択肢がなく、モービルの持つ LNG 事業の取り込 

みも含め、シナジー効果が発揮できるモービルとの合併に踏み切った。 

ジョン・D・ロックフェラーが 1882 年に結成したスタンダード・オイル・トラス 

トが、1911 年反トラスト法によって分割され、エクソンの前身スタンダード・ニ 

ュージャージー、モービルの前身スタンダード・ニューヨークなど 34 社に分割さ 

れたが、今回の両社の巨大合併はスタンダード・オイルの再来といわれた。 

4.業界再編と政府の関わり 

(ⅰ)トタルフィナ(仏・ベルギー)による 

  エルフ・アキテーヌ(仏)買収の経緯(１９９８年１２月～２０００年２月) 

   (ⅱ)中国石油(ＣＮＯＯＣ)によるユノカル(アメリカ)買収失敗問題 

   (ⅱ)ガスプロム(ロシア)によるサハリン２プロジェクト参入の経緯 

 

第７章 電力業界再編に関する報告書 

   1.電力業界再編図 

   2.電力業界上位５社の動向 

   3.欧州統一エネルギー市場の創設を巡る攻防 

 ・EU は 2003 年に定めた指令（法律）で、07 年 7月までに全ての消費者が自由に 

電力・ガスの供給会社を選べるようにする電力・ガス市場の完全自由化（＝完 

全競争状態にある欧州統一電力・ガス市場の創設）の方針を決定している。 

・ ところが完全自由化の期限を目前に控え、電力・ガス市場の完全自由化のプロセ 

スは遅々として進んでいない。依然として、各国では少数の巨大なエネルギー 

企業が市場を支配しており、国境を越えた競争が少ない。また、国境を越えて 

電力・ガスを融通可能にする供給インフラの整備も遅れている。 

・ 欧州委員会はバロッソ委員長とクロース競争政策担当委員を中心に、期限までの 

完全自由化実現に向けた懸命のキャンペーンを展開中。勿論、エネルギー企業 

間の国家横断的な企業再編にも支持の立場である。 

・欧州委員会は、欧州エネルギー市場の完全自由化という目標を達成すべく、「欧州 

統一エネルギー規制機構の創設」と「エネルギーの生産・供給とインフラを併せ 

持ち、各国で寡占的な立場にある独 Eon、独 RWE、仏 EdF、仏 GdF、伊 Enel と 

 いった統合エネルギー会社の分割」の２つを政策上の切り札と位置づけている。 

4.業界再編ケーススタディ 

(ⅰ)イベルドロラによるスコティッシュ・パワー買収提案(２００６年１１月) 






