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司会 それでは、皆さま、第１部「エーザイのインド戦略～この 10 年を振り返って」につ

きまして、エーザイ株式会社代表執行役グローバル・バリュー＆アクセス・医療政策担当

の土屋裕様にご講演をお願いいたします。 

 それでは、土屋様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。土屋様は 1952 年のお生

まれで、1975 年 3 月北海道大学をご卒業。同年 4 月エーザイ株式会社にご入社。1998 年 8

月研開企画部長。2004 年 11 月エーザイヨーロッパ社長、2005 年 6 月欧州事業担当・執行

役。2012 年 6 月代表執行役専務、2013 年 4 月代表執行役副社長を経て、2014 年 6 月現職

にご就任されました。 

 それでは、土屋代表執行役よろしくお願いを申し上げます。どうぞ皆さま、拍手でお迎

えください。 

（拍手） 

 土屋 ただいまご紹介にあずかりましたエーザイの土屋です。ワドワ大使閣下、マハジ

ャン総領事ならびに廣冨理事長、そして来場の皆さま、今日はエーザイのインドにおける

事業活動を紹介させていただく機会を得て、大変光栄に存じます。私の話が皆さまのビジ

ネスのお役に立てればと願っております。 

 それでは最初のスライドをお願いします。本日はここに示しております順番で発表させ

ていただきます。最初に、インドに関するジェネラルなインフォメーション。そしてイン

ドの製薬市場、続いて今日は製薬分野以外の聴衆の方も多いと思いますので、日本の製薬

産業全般について簡単に述べた後、エーザイのインド戦略についてご紹介させていただき

たいと思います。 

 まず、General overview of India でございます。 

 インドに関しましては、すでに理事長が説明されましたように、最近モディ首相が来日

され、東京宣言ということで両国のパートナーシップが一層深まるということが確認され

ました。 

 ほとんどの方がよくご存じかと思いますが、インドと言いますと国土の広さは日本の 9

倍、人口は 12 億数千万人ということで日本の約 10 倍と、非常に巨大な国でございます。

いくつかの州がございますが、一つの州の人口が 1 億人以上という州がたくさんあって、

非常に大きな国だと理解いただけると思います。 

 図は 2003 年から示しておりますが、人口も右肩上がりに伸びてきており、人口構造は、

年齢を見ますといわゆるピラミッド型で大変に若い人口が多いというところが特徴で、全
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く逆のような形をしている日本と比べれば違いが顕著かと思います。 

 経済的な面です。これはちょっと分かりづらい図ではございますが、インドの実質 GDP

を見れば、大体 4～10％ぐらいの率でここ 10 年ぐらい順調に伸びてきております。それか

ら、右のほうの図は 1 人当たりの per capita で名目のほうの GDP ですが、これを実質で見

れば先ほど申したものと同じような 4～5％の率で毎年順調に伸びてきているというところ

です。もちろん、まだ絶対金額自体はそれほど大きくないと言わざるを得ないと思います

が、成長著しい国であることは確かであります。 

 これは各世帯の収入がどういうような状況かという分布を見たものです。この一番薄い

色の高いバーが 0.09 ミリオンインドルピー（mil INR）・パー・イヤーの年収以下、大体日

本円に直しますと 16 万円以下の年収の方の世帯の数、それと一番上の濃いバーは日本円で

言いますと 179 万円・パー・イヤーということでこの 4 段階に分けておりますが、真ん中

の大体 16万から 179万ぐらいの中間層が確実に増えてきているということが言えると思い

ます。 

 では、インドの製薬市場はどうなっているかについて述べさせていただきます。まず、

製薬のわれわれの市場に関連して、少しインドにおける医療のインフラについて触れてみ

たいと思います。これはメディカルの infrastructure comparison 表ですが、インドと中国

と日本の３カ国を比較しております。一番上には人口で、その次に１人当たりの医療費の

絶対額で、単位はドルで示しています。次が、そのうちの政府の拠出分です。これで見る

とお分かりのように、例えば日本は 1 年に 4751 ドルという拠出があるのに比べて、インド

は 61 ドル、中国が今 480 ドルというレベルで、金額的にはまだだいぶ差がございます。 

 さらにそのうちの政府の拠出部分というのがその下に書いてありまして、例えばインド

においては 20.3 ドルです。つまり、公費のカバー率が少ないということが現在のインドの

特徴かと思います。そして、医師数それから看護師、助産師の 1000 人当たりの数が下に書

いてございますが、病床の数、こういう医療関係のスタッフの人数もまだ日本と比べれば

少ない、例えば看護師、助産師数で中国とほぼ同じぐらいと、大体そういうような状況か

と思います。 

 医療に関する支出と健康関係のインデックスで比較した表でございます。先ほど述べた

ことと多少ダブりますが、例えば左が GDP のうちの何パーセントぐらいをヘルスに使って

いるか。それから、そのうちの公費の部分の負担分を見ますと、対 GDP で見ればインドは

4.2％です。ロシアが 5.6％、中国 5.1％、日本が 2012 年で 8.3％となっておりますので、
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大体 BRIC、他の新興国と同じぐらいの感じです。 

 ただしその次に示しましたように、そのうちの政府の公費で賄っている部分がインドは

約 30％ぐらいで、いわゆる患者さんとかわれわれのアウト・オブ・ポケットで自己負担分

が大きいという特徴を持っております。 

 そして、右側に健康関係のインデックスが書いてございます。まず、平均寿命です。日

本は皆さんもご存じのように世界で最も長寿の国ですが、そういう点で比較するとインド

は平均寿命 65 歳ということで、まだまだ延びる余地があると考えられます。その原因の一

つとして新生児死亡率、乳児死亡率が非常に高いと言え、これが原因だと考えられます。

また、妊産婦の出産における死亡率も比較的高いです。この点からいけば、まだインドに

おける医療の分野は改善の余地、伸びしろがあると言いかえることができると思います。 

 これはインドにおける、いわゆる医療保険の状況を見た図でございます。2010 年でプラ

イベートなヘルス・インシュアランスのカバーも入れて、大体国民の 4 人に 1 人のカバー

です。これが 2020 年には一気に 45％まで伸びると予測されており、医療事情が大きく進

展すると考えられています。ただし、これも日本のような皆保険の国と比べれば様相を異

にするという状況でございます。 

 われわれが事業を展開する上でその国の何を気にするかというものは、一つは疾病構造

を注意して見ます。例えばインドは死亡原因を communicable diseases 感染性疾患と、Non- 

communicable 非感染性、つまりがん、糖尿病、心疾患とか他の慢性の肺疾患、こういうも

のと比較して分類しております。インドは比較的まだ感染性疾患がある程度あると言えま

すが、一方ではいわゆる非感染性の疾患による死亡率が上がってきており、この点では欧

米または日本と疾病構造がかなり似通ってきている。 

 そのような意味で言えば、例えばわれわれが日本で開発、販売するような医薬品がイン

ドにおいても十分の患者さまに使われる意義があるだろう。そこにわれわれが出ていくス

ペースがあるというように言えます。 

 このスライドは世界の医薬品のマーケットの順位だけを示しております。経済的な成長

とも相まって、インドは 2007 年で 16 位、2012 年で 13 位、2017 年には 11 位に上る。そ

ういうような意味で、非常に成長著しい市場だというふうに見られております。絶対金額

で今が大体 1.6 兆円かそれぐらいで、日本が 10 兆近い市場だと考えるとまだ数倍の差がご

ざいますが、その伸び率は非常に大きいと思います。 

 その市場の中身をもう少し見てみたいと思います。左のほうにインドと中国、ロシア、
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ブラジルを、医薬品の使われているカテゴリーで見たものです。皆さんもご存じかと思い

ますが、日本でわれわれはいわゆる先発品メーカーということで新薬をつくりますが、新

薬の特許が切れると日本語でいうと後発医薬品というものが市場に出てきます。そのよう

な後発品をジェネリックと言い、ここでは濃い青のバーですが、それにブランド名をつけ

て「ブランド・ジェネリック」という言い方もございます。 

 基本的には両方同じようなジェネリックと考えていいと思いますが、そういう点でいけ

ば、インドはジェネリックが約 70％のボリュームの市場で、中国もロシアもブラジルもほ

ぼ同じ、これは欧米とほぼ同じ構成です。 

 ちょっと細かくて申しわけないのですが、右のほうはこのような医薬品市場が将来どう

伸びるかということを見た図です。一番上はいわゆる Developed country で、米国とか欧

州とか日本がこのカテゴリーに入ります。2012 年から 2017 年まで横ばいの成長率でほと

んど伸びません。 

 一方、pharmerging いわゆる emerging market、つまり新興国市場ですが、ここにおい

ては 224 ビリオンダラー・マーケットが 1.5 倍から 2 倍ぐらいに増えていくという予測が

立っております。さらにその中身を見れば、赤がジェネリック、左がいわゆる新薬でブラ

ンド品です。この比率が、もちろんジェネリックのシェアは大きく伸びておりますが、全

体のパイが大きく広がっていますので、いわゆるブランド品、オリジナル品も 2012 年から

2017 年で約 40％伸びるという予測があります。ジェネリックはもっと伸び率が大きくて

70～80％伸びるということです。 

 いずれにしても、インドは経済成長により、いかに医薬品の市場として今後期待される

かということがこの予測から言えると思います。 

 では、インドの製薬企業がどのような状況かと申しますと、左の図の上の茶色のところ

が OPPI という、いわゆるインドから見れば外資系のマルチナショナルな製薬産業のシェ

アで、下がローカルのインドの製薬企業のシェアです。大体 7～8 割がローカル企業で 3 割

ぐらいがマルチナショナルのシェアとなっています。右側のほうにはインドにおける製薬

企業のランキングを示しており、下がローカルの leading Pharmaceutical Companies、上

は全体のトップテンで見ています。 

 1 番大きいものは実は Abbott というアメリカの会社で、2 番目の Cipla はインドの会社、

3 番目が Sun、これもインドです。それから 4 番目の GSK（Glaxosmithkline）はイギリ

スの製薬企業で世界で 2 位ぐらいの製薬産業です。このようにマルチナショナルもインド
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のローカル・カンパニーもコンペティションをやっているという状況です。 

 インドに日本の製薬産業はどれぐらい出ているのかをお示ししたのがこの図でございま

す。これはアルファベティカルに書いておりまして、上からアステラス、大塚、第一三共、

エーザイ、協和発酵キリン、明治製菓、参天、武田というかたちで出ていて、場所と一番

右に事業の内容を示しております。 

 後ほど触れますが、エーザイは製造とプロセス研究と販売フルレンジの活動をやってお

りますが、インドは非常に将来性有望な市場であるとはいえ、製薬産業の場合はフルで出

ているところはまだ少ないと言えると思います。また、セールスの規模においても、各社

それほど大きな売り上げに至っていないという状況かと思います。 

 それでは、日本の製薬産業どういうふうな状況かということに入りたいと思います。こ

の図は何を意味しているかといいますと、世界のベスト・セリング・ドラッグで、トップ

100 の薬が元々どこの国で生れたものかということを示すチャートでございます。青いバー

が 2006 年、赤が 2008 年、黄色が 2010 年の数を示しております。 

 やはりアメリカが世界のトップで、100 品のうちの 40 数品は米国が生んでいます。しか

し、日本はスウェーデン、UK というあたりと 2 位を争っているという状況でございます。

その他はフランス、デンマーク、それからドイツの会社とございまして、世界でいわゆる

新薬をつくれると言われている国は大体 7 つぐらいしかないと言われていて、これらがそ

の国です。日本はその中でいえば第 2 集団ということで、そういう意味でいうと日本の製

薬産業というのは新しい医薬品を生み出す力の非常にある産業、企業だということができ

ると思います。 

 ちょっと小さくて見にくくて恐縮ですが、日本の製薬企業が生み出した医薬品の一覧表

をここに出しています。例えば 1997 年の時点では、世界で 500 億円以上売れている製品は

5 品ぐらいしかなかった。トップに当時は三共、それから山之内、武田、武田、田辺です。

これが 2012 年になりますと、世界で売れている 236 品のうちの 26～27 品は日本生まれだ

ということで、非常に多くの製品が日本の製薬メーカーから生まれております。シオノギ

のクレストールは世界で 5 番目の売り上げを誇るものでありますし、大塚のエビリファイ

は 2012 年 14 位で、今はもうちょっと上だと思います。 

 車とか電気とか海外に多くの輸出をして、または多く現地生産をする産業が目立ってお

りますけれども、日本の医薬品産業もそういう意味でいえば、かなり世界のいろいろなと

ころで製品を生み出し、そして届けているということが言えると思います。 
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 これは最近の日本の製薬産業の一つのイニシアティブです。2013 年に日本政府とビルア

ンドメリンダ・ゲイツファウンデーションという財団、それとあと日本の製薬企業５社が

一緒になって官民で途上国向けの医薬品を開発、研究にファンドを出すという GHIT Fund

というものをつくりました。しかも日本政府の外務省と厚生労働省の両方がお金を出して

くれるという財団でございます。年に全部で大体 20 数億、5 年間コミットしておりますの

で百数十億の資金を途上国向けの医薬品の開発に用いる、ファンドするということです。 

 途上国向けの医薬品にどのようなものがあるかといいますと、もちろんエイズ、それか

らマラリアというものがございます。もう一つはいわゆる Neglected Tropical Diseases、

つまり顧みられない熱帯病ということで、最近は日本でも見つかって大きく話題になって

いるデング熱のウイルスなどもこの対象に入ります。これは昨年スタートして、いま順調

にいろいろな日本の研究機関や製薬産業にファンドを出して、そういう薬をつくることに

貢献し始めているというところです。 

 日本の製薬産業は研究開発力があると言いましたが、実際、他の数字で見るとどうかと

いうと、これは青いバーが売り上げに対する研究開発投資比率です。製薬産業は全産業の

中で最も研究開発比率が高い産業であります。売り上げの全体の平均で 12％、大手トップ

の 10 社ぐらいになると売り上げの約 2 割を研究開発に投じております。絶対額では、自動

車などのトランスポーテションの産業のほうが多いのですが、比率でいえばずば抜けてい

るという状況です。 

 また、ときどき医薬品に関して日本は輸入超過ではないかという議論が出ることがござ

います。しかし、実際にはここにあるように業界全体として見た場合でも、約 4 割を海外

で売っていて、大手で見れば約半分を海外で売っている状況です。 

 これは必ずしも日本から輸出しているわけではなくて、現地生産がございます。見かけ

上は輸入超過ということをときどき言われますが、こういう点でみれば、日本の製薬産業

はかなり国際的な活動をやってきていると言えると思います。 

 では、次にエーザイのグローバル展開とインドにおける事業についてご報告します。エ

ーザイをご存じの方は多いかと思いますが、念のためにもう 1 度ご説明させていただきま

す。1941 年に設立されたということで、創立以来七十数年。医薬品の分野は創立後二百何

十年という非常に歴史ある会社が多いですので、その中で比べれば比較的若いほうかと思

います。 

 そして、エーザイはコーポレートのフィロソフィー、企業理念として「ヒューマンヘル
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スケア」というものを掲げております。これはわれわれが患者さんとその家族を第一義に

考えるということに真剣に取り組むという理念を強く持っておりまして、それをいわゆる

企業の定款にまで書いているというところです。定款にこのような企業理念を書くという

会社は今までほとんどありませんので、そういう点でいうと、エーザイがこのような企業

理念に対していかに真剣に捉えているかということをご理解いただけるかと思います。 

 売上は現在 6000 億円ぐらいで、品目数でいえば 200 品目弱の製品を世界中で売っており

ます。メーンの製品はここに書いたものがございますが、最もヒットしたものは、いわゆ

るアルツハイマー型認知症の治療薬であるアリセプトというものがございます。それ以外

に酸関係の疾患の治療剤である PPI というもののパリエット、最近では抗がん剤のハラヴ

ェンとか、新しいタイプの抗てんかん剤ファイコンパというものをグローバルに販売して

おります。 

 エーザイは比較的早くから海外展開をしてきたわけでして、現在社員数は約 1 万人強お

りますが、その半分は海外にございます。ここに示しておりますが、海外はアメリカ、そ

れから EMU というのはヨーロッパ、ミドルイースト&アフリカ、このあたりのカバーそし

てアジア、あと日本でございますが、こういうかたちでリージョンごとに分けてオペレー

ションしています。 

 海外展開は古くは 60 年代からと、割と早く海外へ出ていきました。最初はアジアです。

80 年代後半から欧米のほうに出てきて、そして現在は 3 段階目ということでニューマーケ

ットのほうに進出しております。このようなエーザイの国際展開の特徴を言う場合は、ア

ジアからというのに加え、もう一つは川上。川上というのは R&D で、そこから出ていった

ということです。 

 後ほど少し触れますが、医薬品の場合は各国で製造と販売の許可を取る必要があるので、

いわゆる開発業務をやらなければ進出できないという特徴がございます。そういう意味で

いうと、川上から出ていくということが必要になってくるわけです。 

 さて、インドでの歴史です。インドに関しましては、本格的に出始めたのは 2000 年の中

盤ぐらいからですが、それまではインドで、例えばビタミン B12 の原料を送って現地で製

造するという輸出ビジネスをやっておりました。 

 2004 年にブンバイに販売会社をたて、そして 2008 年ぐらいから臨床開発のデータマネ

ジメントという、ちょっと説明が難しいのですが、いわゆる臨床で上がってくるデータを

集めてクリーニングして、最後に解析するわけです。そういう機能を実はわれわれはイン
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ドにコントラクトアウトしております。チェンナイというところにアクセンチャーという

会社があって、そこにアウトソースしているわけです。そして後ほどもう少し細かく説明

します、2009 年にはバイザックというところに工場とともにプロセス研究のサイトを立ち

上げました。 

 われわれがインド進出を決めた理由は何かという点を説明します。やはり、一つはイン

ドの市場としての魅力です。2003 年当時、いろいろ議論して決めた中でも、GDP の成長が

当時は約 8％で、高い成長率が期待できるという市場自体の魅力です。 

 それからもう一つは、インドにおける事業環境、ビジネス・エンパイロメントとして、

非常にテクノロジー・オリエンテッドであること。それから、ここに書きましたようにい

わゆるビジネス・プロセス・アウトソーシング。アウトソースする先としてインドが非常

によく使われていて、そのベネフィットをわれわれも得ることができるだろうということ。 

 それからもう一つは、医薬品のマーケットに関連するのですが、特許というのは非常に

重要な要素になっており、特許で新薬が守られるというのがございます。インドが 2005 年

に物質特許制度を導入したということが、一つ大きな理由になっております。 

 このインドを成長市場として入っていく、なおかつ、そこで新たなわれわれ製薬産業の

バリュー・チェーンのハブとしてインドを発展させられるのではないかと考えたわけです。

それからここに書きませんでしたが、もう一つのインドの大きなアドバンテージとしては、

英語が母国語と同じように使える国だということがあると思います。 

 このマップは、われわれのインドにおけるベースがどこにあるかということを示した図

でございます。ムンバイ、それから工場のあるビシャーカパトナムというのが東海岸です。

そして先ほど言いましたデータマネジメントをアウトソースしているところがチェンナイ

です。 

 この写真は2004年にわれわれがムンバイに医薬品の販売会社をつくったときのオープニ

ングの写真でございます。ここに商品のラベルの箱の包装の写真を載せておりまして、現

地では Aricep という名前ですが、アルツハイマー型認知症治療剤アリセプトです。それか

らメリスロンというめまい薬、エペリゾンという筋弛緩剤、そしてゾネグランという抗て

んかん剤といったものを現在販売しております。 

 先ほど言いました、インドのアーントラ・プラデーシュという州のビシャーカパトナム

というところに 2007 年、約 50 エーカーの土地を求めて工場と研究施設を建てることにし

て、完成が 2009 年の 12 月でございます。投資額は当時で 50 億円ぐらいです。ちょっと余
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談ですが、私はその直前にヨーロッパの英国にも同じような工場をつくることをやってい

たのですが、英国ではこれより 3 分の 1 ぐらいのサイズの土地で、コストは約 4 倍だった

ということを考えれば、インドはやはりコストパフォーマンスが大変よかったと思ってお

ります。 

 これはインドにおけるわれわれのサイトの写真です。これが R&D facilities、これは API

で原薬です。この右側が製剤、そしてこれがパイロットの原薬の製造の研究のサイトです。

われわれはここをナレッジセンターと呼んで展開しております。 

 なぜインドに工場をつくったかということですが、少し簡単に医薬品の製造についてご

説明します。医薬品の製造というのは GMP、Good Manufacturing Practice、G シリーズ

というもので製造プロセスが非常にタイトにレギュレートされている分野です。プロセス

と最後にでき上がった製品のクオリティー、この両方で品質保証 quality assurance をする

という分野です。そういう意味で言うと非常に厳密なコントロール下に置かれるわけです

が、これを成し遂げるにはその SOP に基づいた技術者の生産活動が必要ですし、それに対

する理解が必要になります。 

 そして技術とそれを支えることのできるような研修とか教育システムです。インドはそ

の点では、そういうものがそろっている国だとわれわれは考えております。そういうこと

で、インドにこのような製造工場をつくることを決めて完成させたわけです。 

 でき上がった工場とそこからつくるものに関しては、各国でその国に輸出していい、ま

たは使っていいという許可を得る必要がございます。これが結構難いケースが多くて、と

きどき他社の例ですが、インドから米国に輸出しようとしたら、FDA というアメリカの当

局から許可が下りなかったという例がございます。そういう点で見れば、われわれのイン

ドでつくった製品はインド国内はもとより、日本、米国、それから欧州、韓国、そして WHO

に対して、品質を担保することができ、あらゆる場所においてそのクオリティーの高さが

認められて使用の許可を得ております。 

 また、われわれの工場はいろいろな賞を頂いたわけです。一番上が Facility of the year 

award という製剤サイトとしての賞が世界であり、それを 2012 年に頂いております。 

 現在インドでは、いわゆるインド国内用に製品をつくる。それから日本向けの原薬、日

本向けの製品、そして他の海外 26 カ国向けの製品として DEC という化合物を輸出してお

ります。このようなかたちで、インドは製薬産業にとって一つの重要な製造のハブになる

とわれわれは考えております。 
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 今日ご報告したいもう一つは、このようなかたちでわれわれはいわゆる新興国、イマー

ジング・マーケットに出てきているわけですが、そこにおいても違った意味でインドの持

つ価値があると思っています。それについてもう少しご説明します。 

 われわれが新興国に出ていく場合の一つの難しさというものは、いろいろな意味で、医

療制度も価格もそうですけれども、医薬品をどのようなかたちで提供できるか、そこに対

する患者さんのアクセスをどうやったら上げられるかということが大きな課題になります。

われわれはその課題、アクセスの課題を Affordability・価格、Availability・供給、Adoption

というものを患者さんが医薬品の投与を受けるという点でいえば疾患啓発などの活動が入

ってきますが、こういうことと Architecture という仕組みですね。こういう 4 つの A、4

つの仕組みをうまく進めることによって患者さんへの医薬品のアクセスを高めていこうと

しています。 

 例えば価格です。例えばわれわれがインドで、日本でもアメリカでも欧州でも売ってお

りますアリセプトを売る場合には、インドにフレンドリーなプライスにすることによって

インドの人がアクセスしやすくなるという工夫が必要になります。 

 それから、疾患啓発の例です。例えばアルツハイマーはここ 20 年ぐらいで欧米でも認知

されてきた疾患ですが、当初はそういう疾患としての意識がない。そういう場合にはどう

いうふうに診断を受けて、どういうふうな薬を用いるかということが皆さんは分からない

わけです。それに対して、その疾患の診断方法も含めて啓発していくというところから始

める必要がございます。 

 特にインドにおいてもそのような活動をわれわれがやる。メモリークリニックは一つの

例で、そういうクリニックを開いて、そこでアルツハイマーという認知症に対する理解、

どうやって diagnosis するかということ。それからスクリーニングを進めるためのキャンプ

というところに人をたくさん呼んで、あとはそこに医療関係の 10 カ国語でつくった資料を

提供するようなことを行って、疾患啓発に努めました。 

 もう一つは、われわれが最近やっていることの一つですが、いわゆる新しいビジネスモ

デルとして、ティアード・プライシングまたはディファレンシャル・プライシングという

ことを試みております。つまり普通は一つの国で同じ医薬品は同じ価格で出すわけですが、

特定の国において、例えばインドのように収入の格差の激しいような場合はその収入のレ

ベルに応じて個人の負担する金額を変えようという仕組みです。 

 例えばわれわれがインドで売り出したハラヴェンという抗がん剤がございますが、これ



 11

は通常 4 サイクルを 3 週間ごとに打っていきます。収入レベルに応じて 4 サイクル全部を

ただにする場合もありますし、もちろんお金のある方には全部払っていただきます。その

あいだの方は、例えば 3 サイクルまでは全部払うけれども、1 サイクルだけは無料にすると

か、そういうかたちで自分の収入レベルに応じた価格で負担していただく。結果的にそう

いうことになって、われわれの医薬品に対する患者さんへのアクセスと言ってもいいと思

いますけれども、それを向上させようということをやっております。 

 このような取り組みを少なからずやることが、このようなイマージング・マーケットで

ビジネスを展開する上での重要な一つのモデルになると考えています。 

 それから、新興国に出る場合のわれわれの取り組みの一つとして今日ご紹介しますこと

は、これは弊社の CEO の内藤が WHO のマーガレット・チャンと約束して握手している写

真です。要は WHO にわれわれが合意して、フィラリア症という疾患に対しての治療剤、

DEC ジエチルカルバマジンという製品を無償で提供するということを行っております。 

 ただこれは、われわれはもちろん無償で提供してその国の経済状態がよくなること、中

間層が増えることを意図して、将来の市場づくりという非常にロングタイム・インベスメ

ントであるという取り組みでもある。一方では、いかに安価で高品質のものをつくって提

供するかということがキーになるわけですが、そのキーになって提供というか、供給元に

なっているのが、このインドのバイザックにある工場でございます。 

 そういう点でいうと、インドのわれわれの工場というものは、あらゆる意味で新興国へ

の進出の重要なハブになっております。 

 最後に、少しサマライズしたいと思います。インドにおけるビジネスの機会とチャレン

ジ、課題をどのように考えるかという点です。インドに関しましては現政権がマニフェス

トの中でこのようにうたっていて、健康関係においてはこれから伸びる中間層の方々の期

待に沿うような国としての整備をしていくこと。これはわれわれにとって非常に Business 

Opportunities もあるし追い風だというふうに考えております。 

 一方、課題としてあえて挙げさせていただければやはり、ポリシーがわりと短期間で変

わるケースがあると私は思っております。大使閣下にも以前申し上げたことがございます

が、これは一つの例です。われわれが工場をつくった所はスペシャル・エコノミック・ゾ

ーンといって、例えば最初の 5 年は法人税をただにする。次の 5 年間は半額となっていま

した。 

 もし投資が追加であればさらに半額を 5 年ということで特別の措置をしていただけるわ
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けですが、急遽政権が、そういう権利は残すけれども、とりあえず 1 回払ってくれという、

MAT ということで Tax をかけるようになったわけです。このようにポリシーが短期で変わ

るのは、われわれ投資する側としては何とかしていただきたいと考えています。 

 それから、これは Compulsory Licenses です。これも製薬業界特有のことではあるので

すが、いわゆるわれわれの医薬品の場合は物質特許 1 個でほぼ守られているような製品で

すので、特許はある意味でいえば本当に命なのです。インドにおいては物質特許を認める

制度を 2005 年に導入したわけですが、しかしながらそのとき、この三つの条件の一つに最

低一つでも当たる場合は、強制実施権といって特許を取り上げてどこかの会社に実施する

権利を与えるという仕組みが合意されました。 

 それはどういうことかというと、その特許が公衆の適切な需要を満たしているかどうか、

それから、特許の発明が公衆に適正なかつ手頃な価格で利用できるようになっているか。

そして、特許がうまく実施されているか。この「実施されているか」の意味はいろいろ意

見が分かれるところで、例えば「製造」というものは実施の中に入るかという議論はござ

います。 

 ただ、いずれにしてもこういうケースに該当する場合は、政府が特許を強制的に、例え

ばローカルのジェネリックメーカーに実施させるというような権限があるわけですが、こ

れが発動されました。バイエルという会社が持っている、ソラフェニブという血管新生抑

制剤の肝臓がんとかそういうところに使われている薬です。値段が高過ぎるということで、

ローカルの現地の製薬メーカーにそれを製造する権利を与えたわけです。 

 われわれ製薬産業としては、この強制実施権というものはわれわれのイノベーションに

対する価値を非常に損なうものであるので、強制実施権の実施は慎重にやっていただきた

いと思いますし、このケースにおいてはわれわれは必ずしも賛同できないという立場です。 

 長々としゃべりましたが、最後のスライドです。インドにおけるビジネスの機会とその

課題といえば、言いましたようにまずインドは成長する医薬品のマーケットであるという

こと。それから、やはりハイテクノロジーとハイナレッジがあって、強いサイエンス、技

術をインドは持っているというところで、われわれがビジネスを展開するにふさわしい国

だと思います。そしてエーザイの例ですが、われわれの pharmaceutical のいわゆるバリュ

ー・チェーン。研究、開発、製造販売というバリュー・チェーンの中における戦略的な位

置づけとして、インドはフィットするというふうに考えています。 

 もちろんチャレンジとしては、予測可能で安定的な投資に対する政策、ポリシーをしっ
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かり持っていただきたい。それから、価格または強制実施権とも絡みますが、やはりイノ

ベーティブな薬に対する評価をしっかりやっていただきたいし、それに対する Intellectual 

Property、特許というのはしっかり守っていただきたいと考えています。 

 そして、社会の仕組みとして医療に関して言えば、もう少し仕組みを整えていただけれ

ばより多くの国民がよりよい医療、よりよい薬を享受できるようになると思いますので、

われわれにとっては大きな機会になると考えております。 

 以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。 

（拍手） 

 司会 土屋様、どうもありがとうございました。 

 それでは、ここで、土屋様へのご質問を受けさせていただきます。どうぞ、質問がござ

います方は挙手をお願いいたします。はい、最前列の方でございます。ただいまマイクを

お持ちいたしますので、しばらくお待ちください。 

 質問 土屋様、貴重なご講演ありがとうございました。いつもチョコラビービーを飲ま

せていただきまして、ありがとうございます。今日もおかげさまで元気に過ごさせていた

だいています。 

 たくさんのライバル会社が国内、海外におられると思うのですけれども、他社にない商

品なり、エーザイさんの特色づけというか、他社にない差別化というか、どういうことを

心がけておられるか、実際にされているかをちょっと教えていただければというのが質問

です。 

 土屋 それは事業全般ですか。海外展開とかそういうことではなくて。 

 男性 そうですね。そうなるとちょっと広がりすぎるので、商品に限ると他社にない、

たくさん商品が、200 品目とおっしゃっていましたので。 

 土屋 現在最も力を入れているものは、いわゆるアリセプトというアルツハイマー型認

知症の薬は、エーザイが世界のトップメーカーとして最初に開発して最も世界で販売した

薬です。その後続品という点において、認知症分野、もう少し広げるとニューロロジーの

分野でわれわれの強みをしっかり維持していきたい。 

 それからもう一つは、やはりがんの分野です。日本は新たな抗がん剤を生むには随分ビ

ハインドしていると、ここのところずっと言われておりましたが、われわれは 2 年前にハ

ラヴェンという薬を出して、もうすぐ新しいものを申請しようとしております。そういう

点において、この二つの領域で自分たちの強みを発揮していきたいと考えています。 
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 ただ、がんと中枢は、正直言って他の製薬会社も狙っている分野でもあるのです。強み

は何かというとオペレーションの力だと思うのですが、エーザイが確実に成功しているか

どうか時間を待って判断しなければいけないことは多々あると思いますが、先ほど言いま

したように、比較的早期から海外に出て、海外で研究開発をやってきています。 

 例えば 2 年前に日本で発売しましたハラヴェンという抗がん剤、これは乳がんの薬です

が、これは世界で、FDA とアメリカと欧州と日本でほぼ同一日に申請したのです。許可さ

れたのはもちろんアメリカが一番早くて、ヨーロッパが 2 番目、日本が 3 番目ですが、た

だ、世界で日米欧、同日申請したというのは、たぶんエーザイが初めだと思うのです。そ

ういう意味でいうとエーザイは、規模的にはもちろんいま武田さん、アステラスさんとか、

第一三共さんのほうが大きいですが、やっていることの特色は十分出ているのではないか

と考えています。 

 質問 ありがとうございました。 

 司会 では、続いて、また前列の方でございます。 

 スギルチャコール スギルチャコールと申します。大学の教授をしております。アクセ

スプログラムに私も取り組んでおり、素晴らしいプレゼンテーションであったと思います。

また、世界の患者のためにご尽力いただくことを、フィラリアに関するドネーションのプ

ログラムといったこと非常に感謝申し上げたいと思います。 

 しかしながら、DEC を開発したのはインドのスバラウ博士ですので、私からのお願いは

彼の名前も是非言及していただきたいということなのです。というのは、私はハーバード

大学でこの博士とノーベル賞の受賞者？バスラム、それからノーベル財団の議長でもいら

っしゃいます。 

 そして、スバラウ博士は非常に素晴らしいサイエンティストなのです。四つのノーベル

賞を受けてもいいぐらいだと思います。メドトラクセイト、フォリックアシッド、ATP。

アインシュタインでも二つのノーベル賞にしか値しないでしょう。しかし、この博士は全

く何も受けていない。インドの政府はこのようなスタンプも切手もつくっているぐらいで

す。ですので、DEC はインド人が開発したのだということをおっしゃってほしい。それか

ら、日本は 1990 年代までやってこられたわけですので、日本でもインドでも彼の名前は言

及されるべきだと思います。 

 それから、メルクは税制の優遇措置を受けています。インドでは Tax、日本ではアメリカ

のルールと非常に似通っていると思います。このように、税制措置を受けることができま
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す。つまり、ドネーションをすればその分、優遇税制措置を受けることができるというこ

となのです。このような Tax reduction についても是非お受けいただければと思っておりま

す。 土屋 DEC をインドで現在生産していますが、しかし、その錠剤はインドの市場に

は供給は残念ながらしていないのです。というのは、インドではローカルな会社が供給を

しているからなのです。しかし、WHO のマーガレット・チャンに求められて、そして 30

カ国ぐらいにこの薬を提供しています。もちろんインドには素晴らしいサイエンティスト

の方々がいらっしゃると思います。生理学、医学だけではなくて、他の分野でも素晴らし

い方々がいらっしゃると思います。ゼロを見つけたのもインド人の方だったと思います。 

 それからメルクの製品をおっしゃいました。この製品についてわれわれもおそらく何ら

かのチャンスがあるのかもしれないと思いますが。それは財政面でできればということな

のですが。 

 スギルチャコール 私の指摘はメルクはアメリカで税制措置を受けています。ですので、

フィラリアについても同じことができるのではないかと思うのです。日本でも同じことが

できるのではないでしょうか。ルールが非常に似ていますので、所得控除を寄附で受ける

ことができるのではないかということなのです。そうすれば、利益の面でも効果があるの

ではないかと思うのです。 

 DEC のための所得控除ということです。所得控除を受けることができる、それが会社の

業績にもよい影響を与えるだろうと申し上げているのです。メルクの例を持ち出したのは、

それは私が言っていることが正しいと証明するために持ち出したということです。 

 土屋 では、それについては別途相談しましょう。 

 司会 申しわけございません。それではただいまの質問をもちまして、質問のお時間は

終了とさせていただきたいと思います。まだたくさん質問などございますが、皆さん、質

問がございましたら、また後ほど財団を通じましてご連絡を賜りましたらお答えさせてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、土屋様、どうもありがとうございました。最後に、もう一度、皆さま、盛大

な拍手をお願いいたします。 

（拍手） 


