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ソルベイの取締役会は、3 月 1 日をもって、Ilham Kadri を、当グループの執行
委員会会長および CEO に任命します。
ブリュッセル、2018 年 10 月 9 日--ソルベイ取締役会は、2019 年 3 月 1 日をもって、Ilham Kadri を、
当グループの執行委員会会長および CEO に任命することを発表します。その日を持ちまして、Ilham
Kadri が、正式にジャン=ピエール・クラマディュー（Jean-Pierre Clamadieu）の後任に就任し、ジャ
ン=ピエール・クラマディューは執行役員とグループ取締役を辞任いたします。
Ilham Kadri は、2019 年 1 月 1 日にソルベイに入社し、2 ヶ月の移行期間を経て、ジャン=ピエール・
クラマディューの後任としてグループを率い、変革のための戦略を展開していきます。
Ilham Kadri は現在、彼女が 2013 年以来代表を務めている衛生技術とサービスを専門とする米国の会
社、ディバーシーの CEO 兼社長です。 彼女は同社の変革と再建に取り組み、最終的にプライベート
エクイティファンドに売却しました。
Ilham Kadri は、米国、ヨーロッパ、中東、アジアにおいて、Shell-Basell、UCB-Cytec、Huntsman、
Dow Chemical などさまざまな大手のグローバルグループで蓄積した多様な国際経験を、今後ソルベ
イに提供していきます。
「取締役会は、ソルベイグループヘッドへの Ilham Kadri の就任を、全会一致で承認しました。彼女の、
強力な顧客志向に支えられた戦略的市場に関する知識と、ダイナミックなビジョンを構築する能力が、
リーダーとして展開されることを当グループは今必要としており、それによってグループは文化的変
革を加速し、成長の可能性を切り拓くことができるでしょう。このミッションを実現させるためソル
ベイの強力な経営チームは、全力で彼女を支えていくことでしょう。」と、ニコラ・ボエルは述べて
います。
「私は、私に信頼をお寄せくださいました取締役会に対して感謝の意を表します。私は、ソルベイグ
ループの科学への情熱、価値観、そして最近の変革に、私自身が参加できることに大きな喜びを感じ
ています。就任し次第私は、チームと一丸となってイノベーション、コラボレーション、顧客中心の
文化、共通のビジョンに基づいて価値創造への歩みを加速させたいと思います。以上の基本的な理念
が、ソルベイグループの指揮を執るにあたっての私の抱負です。」
フランスとモロッコの両国籍を持つ Ilham Kadri は、フランスストラスブールの欧州化学学校で工学学
位を取得し、ストラスブール・ルイパスツール大学の高分子物理化学の博士号を取得しています。
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Solvay is an advanced materials and specialty chemicals company, committed to developing chemistry that addresses
key societal challenges. Solvay innovates and partners with customers worldwide in many diverse end markets. Its
products are used in planes, cars, batteries, smart and medical devices, as well as in mineral and oil and gas extraction,
enhancing efficiency and sustainability. Its lightweighting materials promote cleaner mobility, its formulations optimize
the use of resources and its performance chemicals improve air and water quality. Solvay is headquartered in Brussels
with around 26,800 employees in 61 countries. Net sales were €10.1 billion in 2017, with 90% from activities where
Solvay ranks among the world’s top 3 leaders, resulting in an EBITDA margin of 22%. Solvay SA (SOLB.BE) is listed on
Euronext Brussels and Paris (Bloomberg: SOLB.BB ‐ Reuters: SOLB.BR) and in the United States its shares (SOLVY) are
traded through a level‐1 ADR program. Financial figures take into account the announced divestment of Polyamides.
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