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アメリカにおける後発医薬品業界分析
谷島

要

智徳

旨

先進国を中心とする少子高齢化による医療費高騰の中で、各国により保健制度は異なるが、良質で安価な後発医薬品
の普及は、医療費抑制策のひとつの手段であり、また世界の潮流である。我が国も後発医薬品の数値目標を 2017 年度末
までに、数量シェアで 60％以上を目指すロードマップ１を厚生労働省が公表した。また、厚生労働省は「医薬品産業ビジョ
ン 2013」においては、我が国の後発医薬品市場は今後ある程度拡大するものの限界が存在することから、我が国の後発
医薬品企業にとって、
「海外への進出は避けて通れない道である」２と指摘している。本研究では、世界最大の医薬品市場・
後発医薬品市場であるアメリカを調査及び研究することにより、我が国の後発医薬品業界の将来における方向性を考察す
ることを目的とする。
Keywords：
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１．後発医薬品の市場規模

2005 年の世界における医薬品市場に対する後発医薬品

2012 年の世界医薬品市場は、約 9600 億ドル３ 規模で

市場は約 667 億ドル（約７兆円：\105/US$ で換算）で

あり日本は約 11.7% を占めている。また、医薬品市場

あり、全世界医薬品市場の約９% の市場規模であった。

は北米 36.3% ３、欧州 25.3% ３である。先進国を中心とす

2015 年までに約 3070 億ドル（約 32 兆円：\105/US$ で

る少子高齢化による医療費高騰の中で、各国により保険

換算）に達するとの見通しである。また、2015 年以降

制度は異なるが、良質で安価な後発医薬品の普及は、医

は特許切れとなる大型先発薬が減少することから、成長

療費抑制策のひとつの手段であり、また世界の潮流であ

速度の鈍化を不安視する向きもある。

３

る。この世界の後発医薬品の市場は拡大を続けており、
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各国の後発医薬品シェア

出所：厚生労働省

1.1

島

医薬品産業ビジョン 2013

資料編

アメリカ市場

（ウォルグリーン）社が取得した。この２社は、後発品

世界最大の医薬品市場であるアメリカは、後発医薬品

の購買組織をジョイントベンチャーとして設立すること

の市場でも世界一である。2013 年の後発医薬品の割合

に合意している。2013 年 9 月、アメリカ３大卸の１社

は 83%、医薬品売上総額に占める後発医薬品の割合は

である AmerisourceBergen（アメリソース・バーゲン）

22％３であり、後発医薬品が広く普及している。この、

社が、Walgreen（ウォルグリーン）社と医薬品供給に

世界一の後発医薬品の市場シェアであるアメリカは、ど

関する 10 年間の契約を結んだ。2013 年 12 月には、ア

のように政府の後発医薬品促進策をとり、また後発医薬

メリカ３大卸の１社である Cardinal Health（カーディ

品企業がどのような企業活動を行ってきているのかを調

ナル・ヘルス）社とアメリカのドラッグストアチェーン

査する。アメリカでは、物量は非常に多い一方、後発医

の CVS ケアマークが、後発品の購買組織設立で合意し、

薬品の価格はかなり安い市場なので卸がこの後発医薬品

2014 年 7 月から営業を開始している。CVS/Caremark

市場をいかにコントロールするかが重要になっている。 （CVS ケアマーク）社は、CVS がメールオーダーやホー
そこで、
巨大な流通グループが次々と誕生している。ヨー

ムケアを行っていたケアマーク（Caremark）
社を買収し、

ロッパでは 2006 年にイギリスの卸企業のアライアンス・

誕生した会社である。2014 年 2 月、アメリカ３大卸の

ユニケム社（イギリス）とブーツ社（イギリス）が合併し、

残りの１社である Mckesson（マッケソン）社が、ヨー

ヨーロッパ最大の卸企業で非上場会社のアライアンス・

ロッパ３大卸の１社であるドイツの Celesio AG（セレ

ブーツ社が誕生した。2012 年 6 月、このアライアンス・

シオ）社に対する株式公開買付けに成功した。2014 年 2

ブーツ社の株式の 45％を、アメリカのドラッグストア

月、Mckesson（マッケソン）社とアメリカ第４位のドラッ

チェーンで、CVS 社と並んで最大規模を誇る Walgreen

グストアチェーンの Rite Aid（ライト・エイド）社が後
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優先権が与えられる。この ANDA, Paragraph Ⅳの承認

発品購買契約を結んだ。
この結果、アライアンス・ブーツ、アメリソース・バー

に対するインセンティブである 180 日間の独占販売権の

ゲン、ウォルグリーンの３社によるグループ、Cardinal

獲得により、６ヶ月間は、その承認を受けた会社の後発

Health（カーディナル・ヘルス）社と CVS ケ ア マ ー

医薬品しか存在しないことになり、他の後発医薬品企業

クのグループ、Celesio AG（セレシオ）社を買収した

との競争がなく、先発医薬品と競争するのみであり、最

Mckesson（マッケソン）社と Rite Aid（ライト・エイド）

大限の売上と利益を確保することができる。このことか

社、という３つのグループができた。

ら、訴訟と敗訴の場合の賠償金のリスクを負いながらも、

アメリカ３大卸とヨーロッパ３大卸のうちの２社がグ
ループ化で水平・垂直統合、急拡大する直販ルートの動

ANDA, Paragraph Ⅳの承認への挑戦と獲得競争がおこ
なわれている。
その一方、後発医薬品企業は、先発医薬品会社の後発

きをみせた。ヨーロッパで３番目に大きいフェニックス

医薬品会社（部門）による競争と攻防が激化している。

だけが動かなかった。

この、先発医薬品会社との競争は日本では事情が異なる
が、先発医薬品会社はオーゾライズド・ジェネリック

1.2 アメリカにおける後発医薬品業界分析
アメリカの後発医薬品業界であるが、その市場規模と

（Authorized generics）により、後発医薬品市場で競争・

成長性から、アメリカ国内企業、海外企業、先発医薬品

攻防をしている。オーゾライズド・ジェネリックとは、

企業と競争者の参入が増加し、激しい競争と企業間の価

先発医薬品そのものを、ラベルを変えて後発医薬品とし

格競争が行われている。また、
買い手の交渉力も大きく、

て上市する方法である。いうなれば、中身が全く同じ医

大手チェーン薬局、ディストリビューター、マネージド・

薬品が先発医薬品と後発医薬品として販売されているこ

ケア会社、メールオーダー会社、病院などからの価格プ

とである。また FDA（食品医薬局）は、オーゾライズ

レッシャーにも直面し、
後発医薬品の販売価格が低下し、

ド・ジェネリックを先発医薬品であると考えている事か

企業収益を圧迫しているのが現状である。

ら、通常の後発医薬品のように、ANDA 申請・承認が

この競争を回避するひとつの戦略として、パテント・

要求されていない。このことから、ある後発医薬品企業

チャレンジ（特許への挑戦）による ANDA（医薬品

が 180 日間の独占販売権を獲得し、その後発医薬品を販

簡易申請）への申請（ANDA, Paragraph Ⅳ）に対す

売した際には、先発医薬品企業は自社の後発医薬品部門

る 180 日間の独占販売権の獲得がある。この申請手法

や他社との提携を通じて、オーゾライズド・ジェネリッ

は、日本と事情が異なるが、ハッチ／ワックスマン法

クを販売し、その攻防がおこなわれている。

（Hatch/Waxman Act）における ANDA の規定が深く

この、オーゾライズド・ジェネリックは、先発医薬品

関わっている。アメリカでは、先発医薬品企業に対し

企業による後発医薬品企業への競争上の攻防であり、後

て、オレンジブックにその先発医薬品の特許情報を提出

発医薬品企業のパテント・チャレンジの意欲をそぐ結果

し、公開する義務を、また後発医薬品企業には ANDA

となっている。また、先発医薬品企業は自社の後発医薬

申請時に、オレンジブックに掲載されている先発医薬品

品会社（部門）を通じて後発医薬品事業に進出しており、

企業の特許に対して特許証明書を添付する義務を定めて

これらはブランド・ジェネリック（Branded Generics）

いる。この特許証明書は、Paragraph Ⅰ（先発医薬品の

ともいわれ、オーゾライズド・ジェネリックとともに、

特許情報はない）
、Paragraph Ⅱ（先発医薬品の特許は

後発医薬品業界にて競争がおこなわれている。このよう

すでに満了している）
、Paragraph Ⅲ（先発医薬品の特

に、アメリカの後発医薬品業界は、国内外の後発医薬品

許は特定の日に満了する）
、Paragraph Ⅳ（先発医薬品

企業はじめ、先発医薬品企業の参入による競争が激化し

の特許は無効であるか、ANDA 申請する後発医薬品は

ている。アメリカの後発医薬品業界においては、規模拡

特許を侵害しない）
、と４つの項目に分類されている。

大を追求することが、競争を勝ち抜くことであり、その

ここで、Paragraph Ⅳによる ANDA を申請する場合

ためには、継続して新たな後発医薬品を販売（申請・承

には、その特許を所有する先発医薬品企業に通知する

認）して、製品ラインナップを拡充する戦略がおこなわ

義務がある。その通知を受けた先発医薬品企業は、通

れている。

知を受けたその日から 45 日以内に特許侵害の訴訟を提
訴した場合には、30 ヶ月間は ANDA の承認は停止され

1.3 アメリカにおける後発医薬品企業の製品差別化
後発医薬品は、その製品の性格上、先発医薬品と同じ

る。しかし、その ANDA を申請した企業が勝訴した場
合には、すぐに申請の承認が与えられる。このように、

製品を持つ多数の企業と競争がおこなわれ、価格競争に

最初に Paragraph Ⅳによる ANDA 申請をした企業に

陥る傾向が高い。アメリカでは、すでに述べたとおりに、

は、ANDA が承認された場合、180 日間の独占販売の

内外の後発医薬品企業と先発医薬品企業が混在し、激し
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い競争が行われている。後発医薬品という製品は、差別

ラッグ・デリバリー・システム（DDS : Drug Delivery

化が難しいことから、激しい競争が生じている。

System －薬物送達技術）を研究・開発している。更に、

アメリカでは、多数の企業が、同じ後発医薬品を販売

新薬開発まで行っている。この技術を実現するために、

し、価格競争に直面する状況において、このような後発

各社は、自社による研究開発、および他社との提携や買

医薬品を、コモディティー・ジェネリック（Commodity-

収による外部資源の活用をしている。この技術的な価値

、トラディショナル ･ ジェネリック
type Generic）

を付加した製品を販売することにより、競争を避けて、

（Traditional Generics）
、あるいは、ミートゥー ･ ドラッ

安定した売上と利益を確保することを戦略としている。

グ（Meet too Drug）とも呼ばれている。この競争を回

また、将来への戦略として、バイオ医薬品の後発医薬品

避するために、製品の差別化はどのようにおこなわれて

であるバイオ・ジェネリック（Bio Generics）への研究・

いるのかを研究する。研究対象としては、アメリカで

開発や投資を進めている事にもある。

の売上規模の高い企業である、テバ・ファーマシュー

こ れ ら、 各 社 と も 共 通 し て い る 戦 略 と し て は、 新

ティカルズ・インダストリーズ（Teva Pharmaceutical

薬 や 先 進 的 薬 物 送 達 技 術（Advanced Drug Delivery

Industries）社（イスラエル）
、マイラン（Mylan）社

Technology）、 ま た 技 術 的 治 療 手 法（Therapeutic

（アメリカ）
、 バ ー・ フ ァ ー マ ス ー テ ィ カ ル ズ（Barr

Technique）が競合品との差別化につながるとしている。

Pharmaceuticals）社（アメリカ）
、
およびワトソン・ファー

また、各社とも事業ドメインを差別化製品、コモディ

マシューティカルズ（Watson Pharmaceuticals）社（ア

ティー・ジェネリックと医薬品原料とに区別をして、差

メリカ）と４社のグローバル・メガ・ジェネリック企業

別化製品を明確に区分けして事業ドメインを設定してい

である後発医薬品企業を先行事例として研究する。

る事にある。この、事業ドメインのひとつである差別化

アメリカの主要後発医薬品企業の製品の差別化戦

製品であるが、コア・コンピタンスを設定し、ニッチ市

略としては、第一に、組成的に困難な薬剤（Difficult

場においての特定分野・領域と特定技術に資金と開発を

to formulate） や、 製 造 が 困 難 な 薬 剤（Difficult to

集中し、差別化製品の実現化と競争力を高めている点に

manufacture）を選択すること、また医薬品原料の入手

ある。

が困難な薬剤を選択することにより、結果的に競争相手

アメリカにおける主要後発医薬品企業による、差別化

が少ない製品を販売するという戦略を選択している。こ

製品の実現の方法には、提携、共同研究、ライセンスの

の入手困難な医薬品原料確保のためと、製造コスト削減

取得、買収、ベンチャー企業などへの投資、またこれら

のために、各社とも医薬品原料メーカー（API）を所有

の経験とノウハウの蓄積による自社開発により、製品開

していることにある。そして、
テバ・ファーマシューティ

発を具現化している。これらの製品開発の方法としては、

カルズ・インダストリーズ社は、従来から医薬品原料事

新規物質を発見して製品化する、いわゆる新薬（先発医

業部を所有していたが、その他の企業は、この医薬品原

薬品）を開発する手法や、既存の物質（先発医薬品）に

料確保のために、マイラン社は、2006 年にインドのマ

ドラッグ・デリバリー・テクノロジー（薬物送達技術）

トリックス（Matrix）社を買収した。バー・ファーマスー

を用いて、投与経路の変更や服用回数の減少化を図り患

ティカルズ（Vertex Pharmaceuticals）社（アメリカ）

者のコンプライアンスを高める製剤を開発する方法があ

2006 年にクロアチアのプリバ（Pliva）社を買収したが、

る。また、医薬品開発は長期にわたり、その後も特許

テバ・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ社

満了までに相当期間があることから、その医薬品に付加

に買収された。ワトソン・ファーマシューティカルズ社

されている技術が、現在の技術水準では陳腐化している

はインドの医薬品原料製造工場を買収している。このよ

場合がある。この古い技術のままの薬剤を技術のモデル

うに、グローバル・メガ・ジェネリック企業は、医薬品

チェンジを行い、現在の技術水準を応用した開発の方法

原料工場を所有することがトレンドとなっている。

がある。

次に、製品の差別化戦略として各社が最も重要視して

このように、グローバル・メガ・ジェネリック企業は

いることは、技術的な価値を付加して、コモディティー・

競争が限られ、また競争者が長らく現れないような製品

ジェネリックから脱却を図り、製品の差別化を進めてい

として、新薬開発、ドラッグ・デリバリー・システムの

ることにある。コモディティー・ジェネリックと比較し

開発と技術の現代化の開発など、独自の技術を開発して

て、プロダクトライフサイクルの長期化を図る事ができ

製品の差別化を図っている。

る事と、企業の持つ技術力をアピールする事が可能とな

このような差別化を進めてきた結果、各社の売上に占

り、最終的に企業のプレゼンスを高める戦略が図られて

める差別化製品の割合は、15% 程度から 30% 程度になっ

いる。

ている。また、利益率については、後発医薬品の利益率

そこで各社は、デリバリー ･ テクノロジーである、ド

が 40% 程度から 45% 程度であるのに対して、差別化製
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品は 70% 程度から 75% 程度と高い利益率を確保してい

［11］
（2005 年１月）「ジェネリックの航跡と針路－ジェ
ネリック鍵トピックス 10 －」、月間ジェネリック、

る。

pp. ８-17
1.3

（2005 年７月）
［12］
「第３の医療用医薬品“承継品”台

最後に

頭

各社とも後発医薬品をその事業のメインにしながら

ジェネリック、pp. ４- ６

も、国内外後発医薬品企業や先発医薬品企業の参入によ
る競争激化と、コモディティー・ジェネリックによる価

（2007 年 10 月）「バイオジェネリックがやって来る
［13］
－基礎編－、月間ジェネリック、pp. ４- ６

格競争に対する利益低下から、製品の差別化・ブランド
化により競争を避け、また長らく競争者が現れない製品

［14］日本ジェネリック製薬協会（2002 年１月号－ 2008
年 ４ 月 号 ）「 医 薬 協 ニ ュ ー ス No.366 － No.440、

を開発し、売上・利益の安定化を図る戦略を立てている。

JGA ニュース No.001」

この結果、後発医薬品企業は、新薬、ドラッグ・デリバ
リー・システムの開発や、現代の技術を応用する開発に

進むジェネリックメーカーの承継戦略」、月間

［15］日本ジェネリック製薬協会（平成 16 年－平成 24 年）
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