
ノバルティスとGSK間で250億ドルに上る事業部交換取引
一海外大手企業の事業再編が加速ヘー

スイスの大手製薬ノバルティスは4月22日、事

業の買収と売却、統合を含む大規模な事業再編を

発表した英国大手のグラクソ・スミスクライン

(GSK)との取引総額は250億ドルに、米イーライ

リリーとのそれは54億ドルに達する大型製品の

特許期間満了により成長路線を描き切れないグ

ローバル企業の次の一手は「選択と集中」となっ

たただし、1990年代の総合へルスケア企業への

転換とは異なっている

く業界動向

各社ともにWIN-WINとなる契約と評価

GSKとの取引内容を見ると、ノバルティスは

GSKの抗がん剤事業を145億ドルとマイルスト

ン契約金15億ドルで買収する一方で、 GSKはノ

バルティスのインフルエンザワクチンを除くワク

チン事業を52億5000万ドルと18億ドルのマイルス

トーンで買収するどちらも売上げなどの目標達

成に応じ、買収額を上乗せして支払うさらに両

社は、一般用医薬品を扱うコンシューマーヘルス

ケア部門を統合、合弁会社を設立する計画だ。新

会社の一般用医薬品の年間売上高は100億ドルと

世界有数の規模になるもようその持ち分につい

ては、 GSKが63.5%、ノバルティスは36.5%現

在GSKのコンシューマーヘルスケア部門責任者を

務めるエマ・ウォルムスリー氏がトップに就任す

る

ないの力汗見伏であるしかし、 GSKとイーライリ

リーにとっては、自社との補完性に優れた資産に

対し大きなフレミアを付けた格好だ GSKのワク

チン事業は45億ドルを超える規模である GSK

は、ノバルティスが13年1月に欧州で承認を受け

た髄膜炎菌B群ワクチンのべクスセロを世界中で

販売できる販売網を持っている。パイフラインに

は、新しい 5価の髄膜炎菌ワクチンのM即ABC、

WY、クロストリジウムーディフィシル、レンサ

球菌B、緑膿菌感染症、エイズウイルス(HIV)な

どに対するワクチン候補が並び、新会社で開発す

るワクチンは20以上と充実することになる GSK

は、メディカルニーズがあり今後成長すると考え

られるものの、これから大きな投資が必要となる

がん領域よりも、すでに34億2000万ポンド(5890

億円)を売り上げるワクチン事業にノバルティス

のワクチン製品を乗せた方が、より効率的な経営

ができると判断したとみられる

今回の取引でGSKはワクチン世界最大手として

の優位性を保つことになるとともに、呼吸器疾患

治療薬、エイズ治療薬、ワクチン、コンシューマー

ヘルスケアを柱とする企業へと生まれ変わる

GSKの売上高全体の約7割を占めるこれら4分野

がさらに強化されることになる

GSKのがん領域の売上げは16億ドルで成長過程

にある主力製品の腎細胞がん治療薬のヴォドj

エント、乳がん治療薬のタイケルブに加え、米国

で1次療法がi忍められた慢性りンパ性白血病治療

薬のアルゼラ、悪性黒色腫治療薬ではBRAF阻害

剤タフィンラーと初のMEK阻害剤となったメキ

ニストなど新薬も多く、がん領域の強化を図りた

いノバルティスにとっては魅力的な製品群であ

る
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また、ノバルティスはGSKとの契約とは別に、

動物薬事業をイーライリリーに54億ドルで売却す

るノバルティスの各事業規模については、 13年

のインフルエンザを含むワクチン事業が14億ド

ル、一般用医薬品は29億ドル、動物薬事業はⅡ億

ドルといまだ大きな利益を生む規模にはなってい



動物薬事業にっいては、ファイザーから独立し

たゾエティス社が売上げ42億ドルを超える規模

米メルクの13年の同事業売上げは33億6200万ド

ル、サノフィが同19億8500万ユーロ(31億ドル)

イーライリリーは同22億5100万ドルであるから、

ノバルティスの11億ドルを加えると米メルクと肩

を並べることになる動物薬事業の進退を問われ

てきたイーライリリーにとっては一気に解決に目

途を付けた格好だ。当初、 40億ドル台とみられて

いた譲渡金額が54億ドルまで上げられたところに

ノバルティスの交渉能力の高さを垣間見れる。た

だし、独占禁止法の問題はある動物薬事業にっ

いてはⅡ年3月にもサノフィと米メルクが独占禁

止法の規制上の問題を理由に合弁事業計画を断念

したことがある

ノバルティスはバセラ氏の下で構築してきた総

合へルスケアという企業体にもメスを入れること

を決断することとなった。13年のバセラ氏の勇退

も改革路線を加速させオ,ノバルティスはまず、

輸血診断部門を13年Ⅱ月に血奬由来医薬品を製造

する企業としては世界第3位であるスペインのグ

りフォルス社に16億7500万ドルで売却することに

つぃて正式契約を交わした。この診断部門はワク

チン三今断薬部門「Novartis vacdnesandDiagnos・

tics」に含まれており、 06年4月に買収した米国

カイロン社の輸血診断部門であった。

ジ"セフ.ヒメネス現CE0は「今回の取引はノ

バルティスの転機になる」とGSKとイーライリ

リーとの取引を語ったこれは、総合へルスケア

企業からの脱却を意味している GSKとの取引に

よって売上高、コア営業利益の増加率、利益率は

いずれも改善する見込みだというノバルティスにとっては転機となる取引

ノハ'ルティスは96年にサンドとチバガイギーが

合併して発足したサンド出身で新会社ノバル

ティスのCE0となったダニエル.バセラ氏は、不

振の続いた農業化学部門を分離するなど医薬品を

中心としたへルスケア事業への集中を推進した

M&Aを駆使してワクチンをはじめとする幅広い

ヘルスケア事業や動物薬、後発医薬品といった分

野を強化し、高収益企業への転換に成功最終的

には世界第2位の会社に成長させた

しかし、最近のノバルティスは事業の見直しを

迫られてきた。13年に収益を牽引してきた降圧薬

ディオバンの特許期間が満了して前年から20%減

の35億2400万ドルと減収になり、 46億9300万ドル

を売り上げた白血病治療薬グリベックも独占期間

が間もなく終了するからだ 13年12月にカナダの

オンタリオ州ミシサーガのチバビジョンの工場を

閉鎖して従業員300人の解雇、 14年1月、ニユ

ヨーク州のサファーンにある降圧薬ディオバンの

製造工場の閉鎖とその従業員525人の解雇を発表

してぃる 2月には卯00人の配置転換または解雇

が報じられたこの人数は全従業員の6%の規模

となる

多角化から領域特化の時代へ

ノバルティスとGSKの事業再編は、製薬業界の

戦略転換を浮き彫りにしている長年にわたって

多角化を進めてきた大手製薬企業は、ここにきて

焦点を絞りっつぁるこのような考え方は90年代

や00年代の製薬業界の戦略にはなかった。大手企

業は巨額の買収を繰り返し、より多くの疾病に、

ヘルスケア分野全体に、さらには全世界への供給

に対応できるように事業を拡大していった。最終

的には企業の収益を牽引してきたブロツクバス

ターの「パテントクリフ」への対応の答えが多角

化だったともいえるファイザーは、 1兆2000億

円を超える超ブロックバスターのりピトールの独

占期問が満了となる直前でワイスを680億ドルで

買収ワイスのワクチン、動物薬、一般薬事業を

手に入れた米メルクが危険を冒してまでも4H

億ドルでシェリング・プラウを買収したのも同様

だった。

しかしながら、パテントクリフの問題は多角化

によって必ずしも解決されるものではない。多角

化、あるいは企業買収を正当化できるのはシナ
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ファイザーの直近5年の株価推移

出所:ブルームバーグ

, 2010年

ジー効果が買収のコストを上回るときだけであ

る投資家の視点からは、多角化は投資家自身の

ホートフォリオ戦略によって達成できるのであっ

て、固有のシナジーがない事業買収はかえって投

資家自身のポートフォリオの選択の自由を縛るこ

とになるのでむしろ歓迎されない逆に、事業の

分割は株主から歓迎される 13年にアポツトと

アッヴィとが事業分割した際には株価は上昇し

たこれは「会社は自分の最も得意な分野に全力

を注いでほしい、それ以外の分野は得意な会社に

任せれは'いい」という、市場からのメツセージな

のである今回の事業交換も発表後、両社ともに

株価を上げオ'

今回の合意の狙いについてノバルティスとGSK

は、規模や専門性から見て大幅な売上げ増加が見

込める特定のセクターに、それぞれが焦点を絞る

ことだと説明しているノバルティスから動物薬

事業を譲り受けたイーライリリーは、動物薬部門

のエランコを将来の中核事業と位置付けている

このように大手各社は戦略を転換しつつぁる

ワクチンや動物薬といった事業分野で競争に勝つ

には、現状の規模では難しいことを認識したので

あるこうした戦略転換の先駆者ともいえるのが

フフイザーだ 10年12月に新しく CE0になった

イアン.C.リード氏は 9 つの事業部門のうち「カ

プスゲル」「乳幼児用栄養補給品」「動物用医薬品」

「コンシューマーヘルス」「エスタ

ブリッシュ医薬品」の 5部門を売

却あるいは独立させる方針を打ち
3

立てた H年4月、ハードカプセ

ルやカプセル充填機を製造する力30

プスゲル部門をコールバーグ・ク

"ラビス.ロバーツ(KKR)に現金

23億8000万ドルで、 12年4月に乳

'゜幼児用栄養事業を世界最大手の食

品メーカーであるネスレへの売却
:5

に合意した。一方、 13年2月には

傘下のアニマルヘルス事業会社を
,貞 2014

ゾエティス社として新規株式公開

(1PO)させた。調達総額は22億

ドルとなった同社の株価は上昇し、ファイザー

の戦略である「選択と集中」「研究開発型企業への

脱去山を評価したことになるさらに最近ではア

ストラゼネカに対し買収を提案していることを市

場に発信した医薬品に特化しているアストラゼ

ネカはファイザーが目指す研究開発型企業に合致

する数少ない企業でもあるワイス買収の時のよ

うに不要な事業を売却する必要はない

パテントクリフを乗り越えた企業では不振事業

の削減や優先事業に対する投資を一段と進める

独バイェルは米メルクの一般薬事業の買収を提

案バイェルは現金支払いに加え、抗がん剤を含

む医薬品や動物薬分野の資産の交換、あるいはこ

れらを含む分野での合弁事業を設立する可能性が

ある米メルクも自社の動物薬部門がトツプのゾ

エティスから10億ドルも離されており、売却か規

模拡大かの選択を迫られている状況である収益

の伸びが見込める有望な分野と見なすものに焦点

を絞るために米ジョンソン・エンド.ジヨンソン

も、一般薬や医療機器事業の一部を削減し、血液

がんといった特定の疾患に関する事業に注力する

5月 ,月 ユ似1卑 5月 20」ユ毘 5内

過去の大型合併には、研究開発力の増強という

目的もあたしかし、現状、新薬創製の効率化

9男 才01,卑 5月
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事業再編の潮流の根底にあるのは生産性の効率化



にはっながってぃない多くの欧米企業はオープ

ンイノベーションを標楕し、動きの速いバイオテ

ク企業やアカデミアとの提携で新薬開発の効率化

を目指す流れとなっているまた、企業が自社

ホートフォリオに照らし、自社資本の有効な活用

方法を熟考し、「選択と集中」を行う。これだけ販

売網が整備されている中では限られたパイを奪い

合うよりも、より得意な分野に特化することが高

収益企業に近づくことは間違いない

最近では、ブリストル・マイヤーズスクィブ

(BMS)の研究開発戦略の転換が象徴的である

がん免疫療法を主要領域とし、糖尿病、C型肝炎、

中枢神経系用薬の創薬活動から撤退することを表

明した現行の開発後期のホートフォリオによる

短期的な成長を持続しながら、最も注力している

疾病領域と医薬品基盤を進化させることにより長

期的な成長を確実なものにするための戦略だ

「アンメットメディカルニーズの領域に集中し、

目的とした事業再編は第2幕と捉えるならぱ、日

本の製薬業界は周回遅れ、それも、もはや2周遅

れとみることができる国内大手ならまだしも、

中堅クラスにとっては、薬価制度改革などにより

国内市場での競争環境は厳しくなる欧米メガ

ファーマと対等にビジネスしようとするならぱ、

もはや領域を特化した大同合併しかないと思われ

るが、オーナー色の強い企業にとって無理難題で

あれぱ、政府が進める日本版N頂(日本医療研究

開発機構)の流れに乗って、創薬べンチャー型企

業に徹するしか道はないのではないか

また今後、領域特化へと海外大手企業の戦略が

変わる中で、国内の中堅企業への見る目が変わる

のではないだろうか自社戦略領域と合致すれぱ

買収に動くことは十分に考えられる眼科領域に

強い参天製薬、感染症領域での研究開発力の高さ

を世界的に示した塩野義製薬、抗PDL抗体を持っ

小野薬品のように特定領域に強みを持っ企業は魅

力的だろう

一方、国内大手企業はどうか総花的なR&D

のホートフォリオを見ると、日本の製薬企業はR

&D生産性という観点からは魅力が乏しいと言わ

ざるを得ない日本にすでに販売網を持っている

ような欧米大手にとっては、日本の製薬企業を買

う理由がないだろう R&D生産性を目的とした

買収であれぱ、それが高い米国の創薬型中堅企業、

てR&D の方向をシフトさせることに決定した」

と最高科学責任者のフランシス・カス博士はコメ

ントしてぃる決定の背景には、 BMSの業績の悪

化がある 12年の売上高は17%減の}76億ドル

13年も売上高は7.0%の減収で、抗血小板剤フラ

ビックス、降圧剤アバプロといった主力製品が12

年上期の特許切れにより、前年比89.9%減、54.1%

減と 2 剤だけで30億5000万ドルから4億8900万ド

ルへ25億6100万ドルの減収を記録した

BMSの戦略転換を受け、糖尿病領域における研

究開発.商業化の提携先であるアストラゼネカは、

両社で共同出資している糖尿病領域のジヨイント

ベンチャー(JV)に関して、同社の出資比率を増

加アストラゼネカの糖尿病領域の年間売上げが

1~5%増加するなど強化が進むことになる

一方で、このような疾病領域の絞り込みは得意

分野での事業の失敗か命取りとなると、その危険

性を指摘する声もある

では、国内製薬企業はどうか欧米メガファ

マのパテントクリフ対策を主目的とした規模拡大

を目指した再編を第1幕とし、領域の絞り込みを

クなどの方が、魅力的に映るのかもしれない

逆に国内大手企業は、このような世界的な事業

再編.事業売却の流れは、自社の得意分野をさら

に強化、グローバルに展開できる機会として捉え

ることができる買収後に何が出てくるのか分か

らない海外の中堅企業の買収りスクや地域りスク

がはるかに少ないことは大きな利点だただし、

欧米企業の決断は早い中堅企業やバイオベン

チャーに目を向けていた企業は、メガファーマの

事業ホートフォリオの研究も急矛劣となったさら

に自社にとってより良い資産を購入するために資

金の手当てをどうするのか、熟考しておかなけれ

ぱならない
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