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エグゼクティブサマリー 

製薬業界を取り巻く環境は、新薬創出難易度の上昇と医療費削減に向けた薬価引き下げの圧力によ

り、年々厳しさを増している。こうした状況は日本に限らず、多くの先進国において、高齢化や医

学の高度化により高騰する医療費を抑制する圧力が高まっている。 

製薬企業がこうした状況を乗り越えるために、弊社は事業軸・機能軸・地域軸でのビジネスの戦略

的トランスフォーメーションを提案してきた。事業軸での組み換えは、「疾患領域の選択と集中」

や、ペイシェント・ジャーニーの中で横断的にソリューションを提供し、医薬品の価値を最大化し

ていく「Around Drug」、医療機器や AIなどの新しいテクノロジーの活用により医薬品の枠を越え

た事業展開を行う「Beyond Drug」 などが当てはまる。機能軸の観点では、CROや CMO等の外

部組織の活用や競合他社とのリソースの共有などが挙げられる。地域軸では、国内市場から新興国

を含む海外市場へのシフトや研究開発拠点の二極化などの方法がある。今回は、その中でも「疾患

領域の選択と集中」に着目して、国内製薬企業の目指すべき方向性について議論を進める。 

ブロックバスターの特許切れが相次いだ“2010年問題”以後、製薬企業はバイオ医薬品などの新

しいモダリティを用いて、がんや中枢神経疾患、希少疾患などのアンメットメディカルニーズのあ

る領域で研究開発を行う「疾患領域の選択と集中」の方向性へと移行してきた。「選択と集中」に

は創薬の成功確率の上昇や経営資源の集中によるコスト削減といったメリットがある一方、戦略の

柔軟性が失われるリスクというものが存在する。 

本稿では、柔軟性を担保する方法としての「疾患領域」のみならず、「病理」・「モダリティ」も

考慮した集中領域の策定や、その先のポートフォリオマネジメント、Go/No Goの判断基準の要諦

について紹介する。さらに、スペシャリティファーマとしての強みをさらに強化するために、

「Around/Beyond」への進出についても詳述する。  
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1. 製薬業界における抜本的な構造変化 

1.1. 製薬業界を取り巻く厳しい環境 

新薬開発を行う製薬企業にとっての国内市場は、年々厳しさを増している。要因は大きく 2

つあり、新薬創出難易度の上昇と“新薬”に対する風向きの悪化である。 

これまで、製薬企業各社は生活習慣病領域におけるブロックバスターをはじめとする新薬

の創出により成長してきた。しかし、日本における新薬創出の中心であった低分子化合物

は標的分子が枯渇し、抗体医薬、核酸医薬、細胞治療など多様なモダリティの出現によ

り、創薬研究はより一層複雑化・高度化してきている。その結果、研究開発費は増大し続

け、DiMasiらの報告によれば、新薬 1つ当たりの研究開発費は 2,558百万ドルで、1970年

代と比較すると 14倍以上に膨れ上がっている。 

このような新薬創出難易度やコストの上昇に加えて、“新薬”に対する風向きの悪化も製

薬企業にとって死活問題になっている。代表的な動きは、医療費削減に向けた後発医薬品

の普及促進である。政府は、後発医薬品の使用割合を 2020年 9月までに 80%にするという

目標を掲げ、急速に普及拡大を進めてきており、2019年 3月末時点で 74.6%にまで達して

いる。また、新薬創出加算や長期収載品の薬価の見直しによる薬価の引き下げ圧力も年々

高まっている。また、日本市場そのものの縮小も国内の新薬メーカーにとっての状況をさ

らに厳しくしている。IQVIAの最新のレポートによると、過去 5年の日本の医薬品市場の成

長率は年平均 1.0%で、先進 10か国で最低となり、今後 5年間の年平均成長率はマイナス 3

～0%と、成長率の鈍化のみならず市場の縮小も顕在化してきている。 

こうした状況は日本に限らず、多くの先進国において、高齢化や医学の高度化により医療

費の増加が著しい。先進国では、政府や保険会社などの payerの医療費の負担率が 80%以

上で、医療費抑制の圧力が高まっている。こうした状況で、薬価算定における医療技術評

価（HTA）の導入が進み、費用対効果が重視されるようになっている。 

1.2. 製薬企業に必要とされる構造変化 

製薬企業がこうした状況を乗り越えるためには抜本的な構造変化が必要である。その具体的

な方法として、弊社は事業軸・機能軸・地域軸でのビジネスの戦略的トランスフォーメーシ

ョンを提案してきた（視点 121号「日系製薬企業の戦略的トランスフォーメーションの進め

方」、図 1）。国内製薬業界に当てはめると、事業軸での組み換えは、「疾患領域の選択と

集中」や、ペイシェント・ジャーニーの中で横断的にソリューションを提供し、医薬品の価

値を最大化していく「Around Drug」、医療機器や AIなどの新しいテクノロジーの活用によ

り医薬品の枠を越えた事業展開を行う「Beyond Drug」 などが当てはまる。機能軸の観点で

は、CROや CMO等の外部組織の活用や競合他社とのリソースの共有などが挙げられる。

地域軸では、国内市場から新興国を含む海外市場へのシフトや研究開発拠点の二極化などの

方法がある。今回は、その中でも「疾患領域の選択と集中」に着目して、国内製薬企業の目

指すべき方向性について論じたい。 
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図 1 製薬企業の戦略的トランスフォーメーション 

 

Source: Roland Berger 

 

2. 「疾患領域の選択と集中」の概要 

2.1. 製薬企業の現状 

圧倒的な売上をもたらすブロックバスターの特許切れが相次いだ“2010年問題”以後、製

薬企業は事業領域の再編を図ってきた。大型市場である生活習慣病領域でブロックバスター

の上市を目指すビジネスモデルから、バイオ医薬品などの新しいモダリティを用いて、がん

や中枢神経疾患、希少疾患などのアンメットメディカルニーズのある領域で研究開発を行う

モデルへと移行してきた。グローバルメガファーマは疾患領域の再定義に向け、多数の

M&Aや事業提携を行ってきたが、その方向性は大きく 2つに分けられる。1つはファイザー

やジョンソンエンドジョンソンのようにカバー領域の拡大により規模の経済を得る方向性、

もう 1つは今回の主題でもある自社が強みを持つ領域に特化する方向性である。 

「選択と集中」の代表的な事例はロシュで、がん領域に特化して最大シェアを誇り、医薬品

事業と診断薬事業を展開している。研究開発が難しく初期コストのかかるがん領域へ他社に

先駆けて参入し優位性を築いた一方、がん関連のバイオ・診断薬関連の企業や事業の買収を

繰り返してきた。直近でも 2017年のがん治療薬開発の米イグナイタ、2018年のがん免疫療

法開発の英 Tusk と、がん領域の強化を続けている。一方で、診断薬部門のバイオマーカー

や組織病理検査、シーケンシング技術を活かして、Around Drugへの進出にも積極的であ

る。2018年には、医療用画像診断装置を提供する GEと提携し、生体情報、検体検査デー
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タ、診療記録、標準治療や最新の研究結果といった臨床診断・治療に必須の情報を統合して

提供するデジタルプラットフォームの開発を目指していくことを発表した。 

また、GSKは 2015年にノバルティスとの間で、ワクチン、OTC、がんの 3領域の事業スワ

ップを実施した。この取引の中で、ノバルティスのワクチン事業と GSKのがん事業がスワ

ップされ、ノバルティスと GSKの間に OTC事業に関する合弁企業を立ち上げられた。買収

競争の過熱により有望なベンチャーが買いつくされ、投資額も高騰する中で、GSKに優位

性のあるワクチン領域へのシフトを意図したものであった。 

2.2. 「疾患領域の選択と集中」を実行する上での要諦 

では、実際に疾患領域が絞り込んでいく上での要諦を、最も「選択と集中」戦略を明確に実

行している武田薬品工業の事例から探っていく。武田薬品工業では、2014年にクリスト

フ・ウェーバー氏が社長に就任して以降、疾患領域の「選択と集中」を掲げ、もともとの循

環器疾患・内分泌代謝疾患・呼吸器疾患・消化器疾患・がん・中枢神経疾患・ワクチンの 7

領域から、がん・消化器疾患・中枢神経系疾患・ワクチンの 4領域を重点疾患領域と定め、

他領域の事業や開発品を手放してきた。具体的には、呼吸器疾患事業をアストラゼネカに、

診断薬子会社「和光純薬工業」を富士フィルムに売却した。また、長期収載品の切り離しの

ために、長期収載品と後発医薬品に特化した国内合弁会社「武田テバファーマ」「武田テバ

薬品」を立ち上げた。一方で、重点疾患領域を拡充するため、2018年のシャイアーの大型

買収を含む戦略的な買収を繰り返してきた。 

同社は、「選択と集中」戦略の効果を高めるために、3つのことを重要視し、実行した。ア

ナウンスメント効果による買収・提携の加速化、バイオ・インナーサークルへのアクセス強

化、意思決定の迅速化に向けたシステムづくりである。ここでのアナウンスメント効果と

は、疾患領域の絞り込みを外部に大々的に宣言し、実際に事業の売却や買収を行う姿を示す

ことにより、「注力領域に対する本気度」を関係者に伝えることである。結果、注力領域の

開発医薬品や技術に関する他社からの持ち込み案件が格段に増加し、優秀な研究者の獲得に

もつながった。2つ目については、大学や研究機関、ベンチャーが集中するボストンに開発

拠点の中心を移すことで、外部に出てこない重要なビジネスの情報がやり取りされるインナ

ーサークルへのアクセスを強化し、情報獲得の効率化や情報格差を形成した。最後に、組織

改編や社内ルールの変更により意思決定の迅速化を図った。以上の 3つの活動の結果、自社

の戦略に合った案件情報を他社に先んじて迅速に手に入れ、買収や提携、ライセンス導入な

どを迅速に行っていくことが可能となった。 

2.3. 「疾患領域の選択と集中」によるメリット 

「選択と集中」戦略の基本的な意図は、限られたリソースを、未充足な医療ニーズがあり、

画期的な新薬の開発の可能性のある領域に集中させることで、成功確率を上げていくことで

ある。実際に、1997年以降に 10品目以上の開発項目を創出した企業を抽出して解析したデ

ータによれば、研究開発費の多寡よりも対象疾患領域を絞り込むことが新薬の創出の成功率

の向上に寄与している可能性が示唆されている（政策研ニュース No.51）。その背景には、

専門性を極めることによる目利き力の向上もあるのではないかと考えられる。近年の大手製

薬企業の創薬は探索研究～開発早期の段階で有望な開発品をいち早く発見し、導入すること

で、リスクを減らしつつ成功確率を上げている。疾患領域を絞り、先端の技術や他社動向に

精通した人材が育成されることで、この重要なプロセスにおける目利き力が向上すると予想

される。また、武田薬品工業の例で見たように、専門領域を持って対外的に宣言すること

で、ベンチャー企業からの開発医薬品や技術の持ち込みが増加し、優秀な研究者が集まると
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いう面もある。さらに当然のことながら、経営資源の集中により組織構成や業務プロセスが

最適化され、コストの削減につながることも大きなメリットである。 

2.4. 「疾患領域の選択と集中」によるリスク 

一方で、「選択と集中」によるデメリットとしては、一度選択した領域に固執してしまうこ

とが挙げられる。選択に際しては、市場性の評価や自社のコアコンピタンスの理解が重要に

なるが、ここで読み違えてしまった場合のリスクは強調しすぎることはない。他業界にはな

るが、選択と集中の失敗事例として、シャープが挙げられる。同社は、2000年ごろから他

社に先駆けて液晶テレビに積極的に取り組み、成功を収めた。その流れに乗り、選択と集中

を進め、大型工場のへの巨額投資を行った。しかし、リーマンショックでの需要の落ち込み

に加え、中国などの安価なメーカーの台頭により価格競争が激化し、収益が悪化、地デジ対

応テレビ特需の終わりとともに巨額の経常赤字を計上するに至った。シャープの失敗は、自

社のコアコンピタンスである液晶部門の技術が他社によって追随可能であるという事実と、

競合他社による価格競争が起きるという市場動向を見落としたまま、「選択と集中」の実行

をしてしまったことにある。同様の読み違えの可能性は製薬業界でも当てはまる。現代は環

境の変化がますます早くなり、不確実性が増しており、「選択と集中」によって戦略の柔軟

性を欠いてしまうリスクは十分に考慮すべきだろう。特に、製薬業界では一つの薬剤を開発

するのに 10年以上の長い期間がかかるが、その間にも市場や規制環境などは刻々と変化し

ていく。製薬業界における「選択と集中」のメリットは大きいものの、そのリスクに対して

どのように対処していくのかという視点も同時に持つことが重要である。 

3. 「疾患領域の選択と集中」戦略の先へ 

このように製薬業界で浸透した「選択と集中」戦略であるが、各企業の集中領域の実際を鑑

みるに、標的分子が枯渇した生活習慣病領域から、市場の大きいがん領域や、未だに治療薬

の存在しない中枢神経疾患や希少疾患に移行している傾向が認められ、競争はむしろ厳しく

なっているような印象を受ける。自社アセットの中で製薬成功確率が上がるメリットはある

ものの、ただ疾患領域を絞り込むだけでは激しさを増す競争の中で勝ち残れる保証はない。

そこで、「選択と集中」を実行した後に、どのように戦っていけば自社のアセットを効率的

に活用し、他社との差別化を図れるかについて論じていきたい。 

3.1. 「病理」・「モダリティ」も考慮した「選択と集中」 

現在、各社が定義している「疾患領域」は中枢疾患領域やがん領域など、多様な病態の疾患

が含まれ、使用される薬剤のモダリティも多岐にわたっている。例えば、中枢疾患領域には

自閉症や遺伝性脊髄性筋萎縮症、てんかんなど、病態も必要となる治療アプローチも全く異

なる疾患群が混在している。「疾患領域」を絞り込んだとしても、アセットの効率活用につ

ながるとは限らない。 

そこで、実際にアセットの集中を図り、創薬の成功確率を上げていくために、「疾患領域」

の絞り込みのみならず、研究テーマがターゲットにしている疾患の「病理」や使用する「モ

ダリティ」の絞り込みも適正かどうか判断することを提案したい（図 2）。「病理」は疾患

の原因となるメカニズムや治療のターゲットとするメカニズムを意味し、線維症や自己免疫

疾患、がん免疫などが挙げられる。「モダリティ」は治療に用いる方法論を指し、低分子化

合物や抗体医薬、核酸医薬、遺伝子治療、細胞治療などを包含する。これらの要素をバラン

スよく持っているかどうかを総合的に判断することで、「疾患領域」は絞れているものの、
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「病理」や「モダリティ」が多岐にわたり、リソースが分散するという事態を防ぐことがで

きる。さらに、「疾患領域」、「病理」、「モダリティ」を俯瞰することにより、「疾患領

域」の数に固執することなく、共通の「病理」や「モダリティ」を用いる研究テーマ間のシ

ナジーを重視した研究テーマの設定が可能となる。これは、「選択と集中」の弱点である柔

軟性の欠如に対する対応策ともなりうる。 

 

図 2：適正な「選択と集中」に向けた研究テーマの管理 

 

Source: Roland Berger 

 

3.2. 軽重をつけたポートフォリオマネジメント 

適正なリソース配分を実現するには、研究テーマに軽重をつけることが重要である。その際

には、薬剤価値と創薬実現性の 2軸を基本として判断するのが有用と考える（図 3）。薬剤

価値は、患者数や予想される薬価、競合環境などから複合的に判断し、創薬実現性は基礎研

究の進捗度や疾患モデルの有無、自社ケイパビリティなどから判断する。いずれも正確な予

想が難しい内容であるが、個々の企業なりの基準を設けて可視化し、基準を社内で共有する

ことが判断力を鍛えていくことにつながる。研究テーマをマッピングした結果、戦略の異な

る領域に著しい偏りがないか確認し、それぞれの戦い方に合わせたメリハリの利いたリソー

ス配分をしていく。さらに、それぞれの戦い方に合わせたマイルストンを設け、目標達成の

ために導出、導入、提携なども見据えながら、研究開発を進めていく。薬剤価値、創薬実現

性は外部環境により変化していくため、定期的に評価をアップデートし、ポートフォリオの

バランスが取れるように研究テーマの立案、撤回を行う。 
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図 3 軽重をつけたポートフォリオマネジメント 

 

Source: Roland Berger 

 

3.3. Go/No Goの判断基準の設定 
研究テーマの優先度の設定に加え、重要になるのが研究開発の各段階における Go/No Goの

判断基準の設定である。開発後期になるほど必要な費用は増加するため、後期に進んでから

の撤退は可能な限り避けるべきである。一方で、研究開発に携わる者にとっての目標は候補

化合物を次のステージに進めることであり、苦労して開発してきた製品を取り下げる判断は

下しにくいものである。このような背景があるからこそ、各開発段階において細かくマイル

ストンを設け、各所にできるだけ客観的な基準を示す必要がある。ここでは、医薬品開発プ

ロセスを辿りながら、それぞれの段階における要点について述べる。 

まず、臨床試験前の基礎研究や探索研究段階での基準設定についてである。この段階では、

安全性や効果、用量用法などは未確定であり、また、上市タイミングも振れ幅が大きいた

め、市場性評価や売上予測などの事業性評価は困難であり、科学的評価が主体となる。一般

的には、創薬可能性、科学的競争力を主として判断していくことになる。創薬可能性は、研

究チームの経験や保有技術から創薬に成功する可能性がいかほどか推定する。科学的競争力

については、候補化合物が、近年初めて明らかになった疾患病理をターゲットとしている、

全く新しい作用機序に基づいている、などの科学的事実から判断する。後者に関しては公表

されている文献情報に基づいて判断できるため、比較的客観的に評価可能であるが、前者は

研究者の恣意的な判断になりうるため、判断根拠を明文化し、過去の実績から基準を組み立

てていくことが必要である。 

臨床研究段階では、事業性評価が可能になってくるため、ある程度定型的な判断基準を設け

ることが可能である。具体的には、アンメットニーズ、当該疾患の治療実態、医師の処方動

向、他社化合物の実績／パイプラインから候補化合物の処方対象患者セグメントや薬価を想

定し、必要な開発費用、開発期間などから算出する NPVが基本となる。期待する NPVを実

現するために必要なプロファイルを臨床試験の（社内向けの）エンドポイントとして設定

し、それに基づいて客観的に評価する。Phase3に入るタイミングでは、PMSコストや市販
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後試験コスト、プロモーションコストなどの上市後コストもある程度丁寧に考慮し、市場で

勝ち抜くための厳しい基準を設けることが、研究開発効率の向上には不可欠である。 

全体を通して強調しておきたい点は、判断基準には絶対的な正解はないため、定期的に過去

の基準と実績を比較し、基準をアップデートする必要があるということである。医薬品開発

においては各段階で担当部署が異なり、自身の関わる段階のみを見てしまいがちであるが、

全体を通した振り返りをすることで、全体最適に向けた基準の再設定が可能となり、成功確

率の向上が見込まれる。また、上市されたとしても他製品との差別化が困難で売上が伸び悩

んでしまっては意味がない。そのためには、創薬成功確率のみならず上市後の結果も考慮し

て、判断基準の妥当性をアップデートしていくことが求められる。場合によっては、人事評

価体制を整えることも考慮が必要になってくるだろう。グローバルメガファーマと比べて研

究費が限られている内資系企業こそ厳しく基準を設定し、限られたリソースを最大限に活用

していく必要がある。このプロセスを通して、マーケティングの視点をもつ研究者や科学的

視点をもつマーケティング担当者が育つことも企業にとって大きな財産となる。 

3.4. さらなる成長に向けた「Around/Beyond」への進出 

適切な「選択と集中」を実施し、最適化したポートフォリオマネジメントや Go/No Goの判

断基準を設定により、薬剤開発の成功確率を上げ、効率的な事業運営を行ったとしても、薬

価の引き下げは続くため、利益の確保は以前より困難になることが予想される。そこで考え

られる打ち手が「Around/Beyond」への進出により、スペシャリティとしての強みを強化す

ることである（図 4）。つまり、医薬品単独の販売ではなくペイシェント・ジャーニーの上

流や下流（予防、診断、予後管理）に向けた医薬品に限らない製品の組み合わせの提供によ

って、患者に対して新たな価値を提供するのである。例えば、「降圧薬」を売る「モノ売

り」から、ペイシェント・ジャーニーを通して、血圧の測定・記録機器や自社・他社を含め

た最適な降圧薬の組み合わせ・スイッチング、合併症に応じた最適な予後管理などをトータ

ルでサポートする「最適な血圧を維持するためのソリューション」という「コト売り」へと

変化するビジネスが考えられる。実際に、それに近い動きは随所で見られている。例えば、

中外製薬は、親会社のロシュの関連会社、ファンデーション・メディシン社の固形がん診断

サービスを日本へ導入し、診断領域へと進出している。また、糖尿病領域に強いサノフィ社

は、糖尿病予防アプリや食事管理アプリを提供し、心疾患に強いノバルティス社やメドトロ

ニック社は心不全患者の体重や血圧など、遠隔モニタリングサービスの提供を始めている。 

こうした新たな提供価値の創造には、ペイシェント・ジャーニーの中での患者のニーズ起点

で考えることが重要である。今まで以上に、医師や患者とのコミュニケーションを密にし、

地域包括医療に積極的に関わっていくことも大切である。また、新たなサービスの提供には

デジタル技術の活用が重要になり、異業種との協業によるオープンイノベーションが鍵とな

る。ヘルスケア業界におけるデジタル技術の活用については、弊社の既報告に詳しい（視点

132、138、140号）。 
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図 4 「Around/Beyond Drug」の動き 

 

Source: Roland Berger 

 

4. 終わりに 

以上、製薬業界の現状から企業が「選択と集中」に舵を切った背景と「選択と集中」を実行

する際に考慮すべき点、その先の戦い方について概説してきた。今後、外部環境はより厳し

くなることが予想されるが、これまで以上に患者にとっての価値を考えて製薬に留まらない

事業展開を行っていく中に、逆にチャンスが見えてくるのではないかと思う。「選択と集

中」を考えるにあたり、どこに患者の不便があり、どうすることで解決できるのかという観

点を軸に、戦略を練ってみてはどうだろうか。 
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