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1. 市場

高い成長率を維持するインド国内医薬品市場
輸出を通じたインド製薬産業の世界市場におけるプレゼンス

インド医薬品市場の概要

インドにおける2015-2016年の医薬品市場は約190億米ドル
（約2兆円）
と推定され、2013年以降約12%程度の年平均成長
率（CAGR：Compound Annual Growth Rate）
を記録しています
（図1-1）。

2005年の段階ではインドの国内医薬品市場を53億米ドルとする報告があり、
これによれば2005年から2016年にかけての

インド医薬品市場のCAGRは11-12%程度と算出されます。
この間のインド医薬品市場の成長率は同期間のグローバル医薬

品市場の年平均成長率5-6%を大きく上回っており
（図1-2）、2005年以降インドが世界の医薬品市場成長の牽引力のひとつ

となってきたことが見てとれます。

現在、世界の中でインドは、米国、日本、中国ならびに欧州主要5ヶ国（独仏伊英西）等に続き10-15位程度の規模の医薬品

市場を有するとされています
（図1-3）。
インド市場品市場の成長は今後も続き、2020-2021年にはその規模が300-350億米

ドルに達し、単独で世界で5-6番目に大きな市場となるとの予測もあります。

順調な経済成長（2005年以降概ね各年5-10%のGDP成長率）、国民所得の増大と中間層の拡大、医療制度の整備や疾病
構造の変化等がこの背景にあると考えられます
（図1-4）。

図1-1 インド医薬品市場
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輸出

国内医薬品市場に加え、
インドは医薬品の輸出においても世界から認識されるプレゼンスを示しています。

インドの2015-2016年における医薬品ならびに精密化学品の輸出額は170億米ドル程度と報告される一方、同期間の医薬
品関連の輸入額は40億米ドル前後とされています。輸入の数倍規模となる輸出をベースに、医薬品に関してのインド貿易

は100億米ドルを上回る輸出超過となっており、
インド全体の貿易収支が1,000億米ドル規模の輸入超過であるのと対照的
な構造です。

以上の状況より、
インドにおける医薬品生産高は全体で300億ドル超と推計され、
このうちの約半分が輸出へ、
また他方の
半分が国内市場への供給となっていると理解されます
（図1-5）。
インドの最大の医薬品輸出先は米国であり
（全体の3-4割

程度）、
その他欧州やアフリカ、中東等へ医薬品原料や製剤、最終製品が輸出されているとみられます。輸出における医薬
品原体と製剤の割合は、各々約半分程度であると報告されています。

欧米主要国の中には、
インドのように輸入額の数倍規模の医薬品を輸出する国はなく、
また自国の国内医薬品売上高と同
程度規模の医薬品輸出超過額が認識される国もドイツのみとなっています。
また、世界のジェネリック医薬品生産の1-2割

程度がインドによるものとされています。斯様な観点よりインドの医薬品製造能力ならびにその輸出が、世界の医薬品市場

において一定のプレゼンスを発揮している現状が見てとれます。

過去、2005年の時点においては、
インドの医薬品関連の輸出額を51.5億米ドルとする報告があり、
これを基に算出すると、
2005年から2016年にかけてのインドの医薬品輸出は国内医薬品市場と同程度の成長（CAGR 11-12%）を示してきたと認
識されます。

これに対し、今後2020-2021年のインドの医薬品市場は330億米ドル程度、一方で同時期のインドの医薬品輸出は220-230

億米ドルの水準と予測されており、今後のインド医薬品産業においては、国内市場の成長が一定期間継続する一方、輸出
成長の鈍化の可能性も指摘されます
（図1-6）。

これらの背景として、過去インド医薬品産業の主要輸出先であった米国医薬品市場における成長限界、
またジェネリック医

薬品市場における競争の激化やビジネス機会の飽和、人件費を中心とする
（インドの）製造関連コストの上昇等が考えられ

ます。

また、
これまで低分子医薬品が中心であったジェネリック医薬品市場において、今後の新規ビジネス機会はバイオシミラー

等へ重点が移っていくことも予想され、斯様な分野においてインドメーカーの生産管理体制や品質が欧米諸国の要求する
水準を適切に満たし得るか、
との課題も併せて認識されます。
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図1-5 インド医薬品産業概観
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図1-6 インド医薬品市場ならびに輸出の推移と予想
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市場の特徴

インドにおける医薬品市場はその7割前後がジェネリック医薬品で構成されており、
この他に全体の1-2割前後の一般用医
薬品（OTC：Over the Counter）市場があります。
これにより、特許保護された医薬品の割合は市場全体の1-2割程度と認識

されます
（図1-7）。

この市場構成比率ならびに医薬品市場規模より算出されるインドにおける特許保護された医薬品の市場規模は概ね

20-40億米ドル程度になるとみられ、前節にて概観されたインドの医薬品輸入額と比較的近い水準を示します。
（欧米や日

本においては）特許保護されている医薬品の、欧米の多国籍製薬企業によるインド国内市場に向けた販売が、主に該当す

ると考えられています。

インドの医療現場においては代替処方も認められてはいるものの、医薬品のブランド名処方が一般的となっており、国内
ジェネリック医薬品市場の過半がブランドジェネリック医薬品とされています。

インドにおける医療費関連支出は全体で約1,000億米ドルとする報告があり、
これによればインドの総医療費における薬剤
費の割合は15-20%程度と認識されます。日本の国民医療費が40-50兆円、薬剤費が10兆円前後とされている現状と比較

すると、国全体の医療支出に対する医薬品の割合は、
インドは日本と比較的近い水準にあると考えられます
（図1-8）。

医薬品市場が医療関連支出の15-20%を占める一方、
インドにおける医療機器市場は30-50億米ドル程度とされ、国全体の
医療支出に占める割合は3-5%にとどまります。日本の医療機器市場が3-5兆円程度とされ、
その総医療費に対する割合が
10%程度と見込まれている状況と比較すると、
インドの医療機器関連の現状は対照的です。製薬産業ならびに医薬品メー

カーと比較して自国の医療機器産業が未成熟であり、企業も相対的に小規模にとどまっている状況が背景となっていると
考えられます。

図1-7 インド医薬品市場の構造
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2. 産業構造ならびに人口動態、疫学

人口増加と平均寿命の伸長等による市場成長要因の充実
投薬機会増加の一方、公衆衛生環境や貧困層の存在等継続的な課題も

産業構造

インドは第1次産業がGDPの2割弱を構成しており、同様に第2次産業もGDP全体の2割前後を占める産業構造となってい
ます。

インドのGDPにおける第1次産業の構成比は、欧米主要国や他の代表的な新興国と比較して高く、
この観点からはインドは

相対的に農業国と認識されます。一方、
インドのGDPに対する第2次産業の構成比が2割前後となっている状況は、
ロシアや
中国のそれと比較すると低く、斯様な観点よりインドにおいては工業化も相対的に進んでいるとは認識されません。

産業論的には国の産業構造の成熟に伴い、第1次産業から第2次産業、第3次産業の構成比が高まる方向性にあるとされ、

インドの産業構造は今後の変化と展開が注目される要素がある一方、現状はロシアや中国等、一定の製造基盤を有する新
興国と比較してインドは相対的に工業化の進んでいない農業国と認識されます。

このような産業構造のインドにおいて医薬品が主要な輸出産業のひとつになっているという事実は、
インド製薬産業のプレ
ゼンスならびに世界の医薬品産業の中での特徴のある位置付けを示すものと考えられます。
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人口動態

インドは世界で人口の多い国のひとつと認識されています。

過去2000年前後より10億人を超過していた人口はその後も増加を続け、2016年の人口は13億人超と報告されています。
人口増加率は2%前後の水準を記録していた2000年代前半より低下基調にはあるものの、2016年の段階でも1%以上の水
準が示されており、他の代表的新興国と比較しても依然として一定の増加トレンドを維持しています
（図2-1）。

継続する人口増加等を背景に、若年層の人口構成比が他の新興国と比較して高水準であるのもインドの特徴となっていま

す。
インドと同様に多くの人口を抱えながら種々の要因により1990年代より人口増加率が1%を割り込み、
その結果として
比較的近い将来における高齢化の兆候が認められる中国とは、対照的な現状がインドには見てとれます
（図2-2）。
図2-1
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インドにおける平均寿命は2000年においても60歳代前半となっており、代表的な他の新興国と比較しても、低い水準にあ

ると認識されてきました。

しかしインドの平均寿命は継続的な上昇を続けており、近年は70歳弱の平均寿命が報告されるようになっています。
この点
でインドは、60-70歳程度の平均寿命が1990年代より現在まで継続しているロシアとは対照的な状況を示しています
（図
2-3）。社会環境の整備や疾病対処のさらなる進展により、
インドの平均寿命は今後も継続的に伸長し、中国や欧米諸国等
図2-3

新興国の平均寿命の推移
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一定の人口増加ならびに高い若年層の構成比率、ならびに平均寿命の伸長が揃って認められる点において、
インドは代表
的な新興国の中でも特徴のある人口動態を示しています。

平均寿命の伸長は必然的に人口の高齢化という結果を招きますが、
インドの場合には一定の人口増加率が保持されてき

たこともあり、
その将来動向はまず壮年人口増加の形となって現れると予想され、平均寿命の伸長が招く高齢化の進展に
は一定の時間がかかると想定されています。斯様な背景から、短中期的には労働人口の増加による各種機会の増大や平均
寿命の伸長等により、医薬品を含むライフサイエンス、ヘルスケア関連市場の成長要因が充実していると考えられます。
疫学

社会、経済や人口動態、
また公衆衛生や医療関連環境等の変化を背景に、疫学的特徴にも変化がみられます。
疾病構造の変化

インドにおける2015年の死亡原因は非感染症約6割、感染症約3割、事故等約1割と報告されており、感染症による死亡率
が5割前後と報告されていた1990年代から大きく変化しています。感染症による死亡の減少には公衆衛生の改善や医療環
境の充実等が寄与しており、非感染症による死亡へのシフトは平均寿命の増加等の形で反映されていると考えられます。

非感染症の中では、心血管疾患、慢性呼吸器疾患、内分泌（糖尿病含む）
・泌尿器生殖器・血液疾患、新生物等が死因の上
位と報告されています。今後は、悪性新生物や各種慢性疾患のさらなる増加が予想されます。
使用薬剤の疾病分野別構成

インド医薬品市場における2015-2016年の主要な疾患・治療領域の薬剤は抗生物質、心臓血管系薬剤、消化器系薬剤、呼
吸器系薬剤、鎮痛剤類、
ビタミン類ならびに糖尿病治療薬等と報告されています
（図2-4）。

市場全体の成長が認められる中、各疾病領域において一定の成長が認められていますが、特に近年は呼吸器系薬剤なら
びに糖尿病治療薬等の高成長が示されています。

今後は中枢神経系や皮膚科用薬剤の成長が期待されることに加え、平均寿命の伸長等に伴い、抗がん剤等の分野が単独

のカテゴリーとして早期に増加して来る可能性も想定されます。
図2-4 インド医薬品市場の疾患領域別構成
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出所：IBEF, MedicinMan 他公開情報をもとに監査法人トーマツ作成
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課題

人口動態や疫学の側面からはライフサイエンス、ヘルスケアに関連する市場の成長要因が堅調に認められる一方、
インド

の社会環境には依然として一定の課題もあると認識されています。
そのひとつが、貧困層の存在です。

世界銀行の規定する1日1.90米ドル以下の生活者の割合は2011年の段階で人口の21%と報告されており、他の代表的新

興国と比較しても高い水準となっています
（図2-5）。
このインドにおける1日1.90米ドル以下の生活者の割合は2004年の

40%前後の水準より半減していますが、一般的にこれらの人口層は貧困者向け政府提供サービス以外の医療サービスに
関しては、
その提供対象範囲外であると考えられます。

また、
インドにおける1日5.50米ドル以下の生活者は国民全体の8割超が該当するとされ
（2011年）、当該指標も他の代表的
新興国（ブラジル、中国、
ロシア等においては5割以下と報告される）
と比較して高水準となっています。

また、
インドにおいては高い乳幼児死亡率も観察されています。

2015年の出生時から満5歳に達する日までに死亡する確率は出生1,000人あたり48人と報告され、他の代表的新興国の数

倍の水準と認識されています
（図2-6）。社会環境等の改善はあるものの、依然として公衆衛生環境には一定の懸念の残る
側面が見てとれます。

インドにおける貧困層割合や乳幼児死亡率等は2000年代初頭以降大幅な改善を見せてはいますが、
これらの指標は依然

として他の代表的新興国の数倍以上の高水準が示されており、人口動態ならびに疫学の側面からは、
ライサイエンス、ヘル

スケア関連市場の懸念要因となり得る構造となっています。

図2-5

（%）

各国の貧困層の割合

図2-6

（出生1,000人あたり）

25
20
15
10
5
0

インド

ブラジル 中国

ロシア

1日＄1.90米ドル以下の生活者の割合（2011年）

出所：The World Bank 他公開情報をもとに監査法人トーマツ作成
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各国の5歳未満児死亡率
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出所：Unicef 他公開情報をもとに監査法人トーマツ作成
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3. 制度

臨床試験、製造等における国際基準準拠の各規定の存在
医療ならびに保険関連基盤整備の継続的な必要性

医薬品に関する規制は1940年ならびに1945年医薬品、化粧品法（DCR: Drugs and Cosmetics Act 1940、Drugs and Cosmetics Rules 1945）
に原形が規定され、随時改定されています。

医薬品の臨床試験、承認、製造管理は主に保健家族福祉省（MHFW: Ministry of Health & Family Welfare）、医薬品政策の
立案、価格規制および研究開発促進は化学肥料省（Ministry of Chemicals & Fertilizers）の医薬品局（Department of
Pharmaceuticals）の所管となっています。化学肥料省医薬品局の下部組織である国家医薬品価格局（NPPA: National

Pharmaceutical Pricing Agency）が医薬品価格規制を管轄し、医薬品価格の設定や改定を行います。価格規制対象の医

薬品に関するメーカーへの過払額償還の権限や、適正な価格水準維持を目的とした規制対象外の医薬品価格の監視やモ

ニタリング、“理不尽な”価格上昇が観察された際の介入の権限もNPPAに付与されています。

他に商工省（Ministry of Commerce & Industry）
の医薬品輸出促進協議会（Pharmaceuticals Export Promotion Council
of India）が医薬品輸出の促進等を担当し、特許庁（Oﬃce of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks）
が特許行政を管轄します。

内閣は30を超える省庁から構成されており、複雑な機構、行政諸手続上の非効率性や一貫性の欠如、技術進歩や複雑化に
迅速に対応できずに膠着化する諸規則等の側面が指摘されることもあります。
特許

1970年のインド特許法（Indian Patent Act）ならびに2005年の
（改正）特許法により規定されています。

インドにおける特許行政の特徴ならびに動向に関しては、次章にて詳説します。
非臨床試験

WHO（World Health Organization）-GLP（Good Laboratory Practice）
に準拠するGLPが定められており、DCR（医薬品、化
粧品法）
「Schedule L-1」
に規定されています。

インド国内で非臨床試験を実施する研究所または研究所を有する組織は、GLP準拠が求められる研究所としての「認証

（Accreditation）」
が必要であり、
この認証は、科学技術省（Department of Science and Technology）管轄下のNABL: The
National Accreditation Board of Testing and Calibration Laboratoriesより行われます。

監査についても
「Schedule L-1」
に規定されており、内部監査においては、予め定められたスケジュールおよび適切なチェッ

クリストを伴う手順に基づき定期的に実施することが規定されています。
また、品質管理責任者は、研究所の担当以外の経
営陣により指名された専門家によるGLP遵守の技術監査を行うスケジュールを作成することとされています。
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臨床試験と認可（図3-1）

臨床開発は、DCR（医薬品、化粧品法）
「Schedule Y」
に規定されています。

GCP（Good Clinical Practice）はICH（International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use）-GCPに準拠しており、MHFW（保健家族福祉省）の保健局（DGHS: Director General of

Health Services）
の監督下にある中央医薬品標準統制機構（CDSCO: Central Drugs Standard Control Organization）
の
発行するGCPガイドラインに治験実施の際の遵守事項が記載され、
またGCPガイドラインに基づいて標準業務手順書も文
書化されています。

新薬の臨床試験に当たっては、CDSCO（中央医薬品標準統制機構）による
「許可（Permission）」
および四半期毎に開催さ
れる倫理審査委員会（EC: Ethics Committee）
の
「承認（Approval）」を得た後に開始されることとなっています。最初の被

験者の組入前にインド臨床試験登録（Clinical Trial Registry of India：CTRI）への
「登録（Registration）」が必須とされてお

り、CDSCOにおける臨床試験申請のレビューは通常6-8ヶ月、倫理委員会のレビューは2-4ヶ月程度といわれています。

新薬以外の治験申請における申請書のレビューは、新薬諮問委員会（New Drug Advisory Committee：NDAC）
にて実施さ
れます。

新薬および輸入医薬品は中央政府（CDSCO: 中央医薬品標準統制機構）、ジェネリック医薬品は州政府（CDSCO の下部組
織である州医薬品管理局State Drug Standard Control Organization：DSCO）
が承認する体制となっています。

新薬の申請には第1相から第3相までの臨床試験が必要で、
インド国外での販売実績のある薬剤や、生命への危険性の高

い疾患への薬剤等については、一部の臨床試験が免除される可能性があるとされます。

ジェネリック医薬品の承認には、原則生物学的同等試験および溶出試験（通常数ヶ月程度）が必要とされ、最初のジェネ

リック医薬品の登録より4年以上が経過している場合には、溶出試験のみで申請が可能とされています。
ひとつの州におけ
る承認を取得すると、
インド全土で販売可能となります。

通常ジェネリック医薬品の承認審査期間は数ヶ月程度で、申請から1年以内に承認取得が可能とされる一方、新薬の承認
取得には2-3年程度かかるとされます。また国外からの輸入医薬品は、まず製品ごとに新医薬品の承認（New Drug

Approval）
を取得し、
その後に輸入登録許可（Import Drug Certiﬁcate）
を取得、最後に当該医薬品の輸入業者が輸入許可
免許を取得するという3ステップの流れとなっており、許可取得のプロセスにさらに時間のかかる可能性も想定されます。
図3-1

臨床試験と承認の流れ

根拠法：医薬品･化粧品法（Drugs and Cosmetics Rules）

「Schedule L-1」
GLP：

WHO-GLP準拠
GLP施設認証

「Schedule Y」

GLP： ICH-GCP準拠

GCPガイドライン（CDSCO）→治験実施の際の遵守事項、標準業務手順書
保険家族福祉省*3

科学技術省*1

保険局*4

NABL*2

中央医薬品標準統制機構*5

登録（Registration）

新薬承認制度

非臨床

P-I

原薬がインド国内で発見された新薬

溶出試験

承認（Approval）

中央医薬品標準統制機構*5

P-III

承認

他国で承認なし 10-15 sites, n=500

生物学的
同等性

*1 Department of Science and Technology
*2 The National Accreditation Board of Testing and Calibration Laboratories
*3 Ministry of Health & Family Welfare（MHFW）
*4 Director General of Health Services
（DGHS）

出所：各種公開情報をもとに監査法人トーマツ作成
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P-II

許可（Permission）

他国で承認あり 3-4 sites, n=100 (minimum)

原薬がインド国外で発見された新薬

ジェネリック薬承認制度

倫理審査委員会*6

承認
*5 Central Drugs Standard Control Organization
（CDSCO）
*6 Ethics Committee（EC）
*7 State Drug Standard Control Organization（DSCO）

州医薬品管理局*7
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製造

WHO-GMP（Good Manufacturing Practice）準拠の2001年新GMPが、1987年に導入された従来のGMPを改定する形で施

行され、DCR（医薬品、化粧品法）
「Schedule M」に規定されています。WHO-GMP準拠のGMP導入の背景には、
インドの小

規模製薬事業者による偽薬ならびに低品質医薬品の問題や、輸出やアウトソーシングを誘致する上でのGMPの重要性の
認識があったと考えられています。

新GMPには米国FDA（Food and Drug Administration）
の基準とは異なる内容もありますが、
インド国内80の医薬品製造

工場が米国FDAのGMP査察を受け、
「 遵守の承認（Approved for Compliance）」を取得しているとされています。QMS

（Quality Management System）
に関しては「Schedule M」
に規定されています。

GMP査察についても
「Schedule M」
において規定されており、国内の製造業者に対し年1回の定期的な実施、査察時異常通
知への改善等が義務付けられています。

GMPの更新手続は、交付または更新された日から5年毎に必要とされています。
インドにおける医薬品、血液製剤、
ワクチン等の製造工場の
「免許の発行（Issue License）」は通常州政府より行われ、免許

の発行要件は、
「Schedule M」
に記載されています。製造工場の免許は品目の登録申請時に必要とされており、一品目を複
数の工場で製造する場合には各工場での品目登録の申請が必要とされています。

また、輸入品とその海外製造所については（販売承認等とは別途）登録が必要で、3年毎に更新する必要があるとされてい
ます。
薬価

インドにおける薬価関連の特徴とポイントは、価格統制品の存在とブランド名処方にあると考えられます。
国内市場における医薬品は、1979年に初めて導入された医薬品価格統制令（DPCO: Drugs Price Control Order）
により上
限価格が規制される医薬品と、
それ以外に分類されます
（図3-2）。

DPCOの対象となる成分、医薬品の規制価格は、原薬コストをもとに、原薬以外の材料費、加工費、
マージン等を加えて算定

されるよう、当初設計されました。薬剤の上限価格が設定されることになるため、DPCO規制対象成分への自社医薬品の指
定は、製薬事業者にとって一定のリスク要因になると考えられます。

DPCOによる価格統制対象外の医薬品は、輸入医薬品も含め、販売者、輸入業者が価格を決定することが一般的とされて

いますが、
これらの医薬品についてもNPPA（国家医薬品価格局）による価格の監視は継続され、“理不尽な”価格上昇が確
認された場合にはNPPAによる介入の権限も認められています。

ジェネリック医薬品の特性として、個々の製品市場で複数メーカーの製品が競合する状況が発生するため、
メーカー各社

は製剤的に特徴を付与するなどした自社のブランド製品の開発ならびに販売に注力する傾向が認められます。

インドの医療現場においてはブランド名処方が一般的とされ、斯様な状況下、大手メーカーを中心にジェネリック医薬品の

自社ブランドを展開することにより価格差別化を行い、
マーケットプレゼンスを構築、維持しようとする戦略が認識されてき

ました。
ブランド名処方が一般的な背景には、一般名ジェネリック医薬品は低品質であるとの広範な市場認識が浸透して

いることも一因とされ、同成分の医薬品においても最安銘柄と最高銘柄の間には一定の価格水準の乖離が生じていると

されています。
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図3-2 インドにおける医薬品価格体系の概要
定義

価格統制品

医薬品価格統制令
（DPCO: Drugs Price
Control Order）により
指 定される薬 効 成 分
を含む医薬品

特徴、動向等

■

■

■

一般

新薬

DPCO指定範囲外の医
薬品

＋加工費、梱包材料費、
マー
ジン

同じ原薬を含有する最終製剤
（錠剤、カプセル剤、注射剤、塗
布薬等）の上限価格が、全銘柄
一律で定められる

■

統制品以外

製造コスト
（DPCO 1979）に
基づいて原薬（薬効成分）の
上限価格を設定

■

■

■

■

企業のプロモーション、活動
重点が統制外品へ流れるこ
とによる最適薬剤への患者ア
クセス悪化の可能性

企業のリスク

■

■

品質向上に向けた企業のイ
ンセンティブ減殺の可能性

価格統制品への自社主力
品の指定

安価に製造不能な場合、
競合優位性の確保が難し
い

価格算定プロセス実施の負
荷（当局）

2013年改定
対象範囲の拡大（全必須医
薬品）と上限価格設定方法
の変更

ブランド名処方が多い

■

薬事行政上の特性

一般名ジェネリックは低品
質であるとの一般認識

特 許 保 護された医 薬
品あるいはインド市場
に初めて導入されると
される医薬品

■
■

■

ー

■

企業間競争の減退
価格上昇リスク

企業間競争の減退
価格上昇リスク

ー

■
■
■

特許不成立リスク
強制実施権リスク

価格規制導入のリスク

出所：各種公開情報をもとに監査法人トーマツ作成

流通、販売

インドにおいては医薬分業が確立されているとされ、医薬品の流通については日本や欧米諸国と類似した状況にあると認
識されます。

メーカーで製造された医療用医薬品は、医薬品物流会社（CFA：Carry and Forwarding Agent）
からストッキストと呼ばれる

医薬品卸を経由し、小売業者（薬局等）
や病院に販売されるのが一般的とされます。一部の医薬品はこうした流通経路をと

らず、中央政府や州政府運営の病院、ならびに公的部門等が入札により直接医薬品メーカーから薬剤を調達しますが、
そ
の割合は全体の1-2割程度にとどまるとされています。

倉庫業者は全国に数十、
ストッキストは2万弱あるとされ、
ストッキストは医薬品の配送のみを行い、
プロモーション活動は

行わない点が日本の医薬品卸とは異なります。薬局は全国に20-25万程度存在するとされ、処方箋により薬局を通して患
者にわたる医薬品は、全医療用医薬品の8割以上と認識されています
（医薬分業の確立）。
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医療機関と保険

インドの医療機関は1次（農村）、2次（地区）、3次（州内大都市ならびに連邦中枢都市）
のケアレベルから成る3層構造となっ

ており、
それぞれに官民双方の医療機関が存在します。
インド全国に国立病院や医療センターが約2万、
その他の病院、
クリ
ニックが約50万あると言われています。

民間医療機関は病床数30未満のナーシングホーム、病床数30-100未満の中規模病院、病床数100以上の大規模病院に大

別され、民間セクターは入院治療の過半、外来患者の7割以上をカバーするとされています。近年では、大都市圏を中心に
企業型の病院チェーンが拡大しており、主要な民間医療機関には、
アポロ病院グループ
（Apollo Hospital）、
マックス・ヘル

スケアグループ（Max Healthcare）、
マニパル病院グループ（Manipal）、
フォーティス・ヘルスケアグループ（Fortis Healthcare）などが挙げられ、
グループ全体として一千前後以上の病床数や数千～数万人のスタッフを擁するとされています。

慢性的な人員配置上の課題（医師、看護師数、地域カバレッジ）、医療インフラストラクチャー（病床数等）
の不足、患者側の
支払財務面での制約等が指摘される一方、人口の増加、平均寿命の伸長等による壮年人口割合の上昇ならびに慢性疾患

の増加等を背景に今後も医療ニーズは継続的に高まることが予想され、
バランスのとれた施策および体制整備の必要性
が指摘されています。

インドにおいては何らかの
（医療関連）保険によりカバーされる人口は全体の2-3割程度と認識されており、2015年時点で
の医療保険市場は約3,000億円、公的保険が1-2割程度、残りが
（団体ならびに個人向け）民間保険と報告されています。

公的保険スキームの対象は主に公務員や一定の所得水準以下の労働者等へ限定されており、近年連邦予算での貧困層に

対する補償スキームの開始や給付追加等が発表されているものの、一般的な企業勤務者の保険は民間セクターに依存す

る構造となっています。

インドの医療費における政府負担割合は約3割と報告され、
（米国を除く）OECD加盟国の一般的な水準とされる6-8割程度

と比較すると低い状態が継続しています。斯様な背景より、
インドの医療費支出における自己負担比率は6割強と報告さ
れ、世界平均と比して2割前後高い水準にあるとされています。

政府管轄の病院においては貧困層の入院費用は原則として政府負担、医薬品も無料で提供されることになっている一方、
一般的に外来処方の医薬品のほとんどは償還対象外とされています。

インドをはじめとする新興国においては、膨大な人口ポテンシャルや公衆衛生環境の改善等の期待要因もみられる一方、
国民医療費の対GDP支出比率は未だ低く
（図3-3）、特にインドにおいては国民1人当たりの医療費が他の代表的新興国と
比較しても低水準にある点（図3-4）
が、将来動向を俯瞰する上での一定の懸念材料ともなり得ます。
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4. 産業の特性と動向

独自の特許行政と薬価統制
国際基準と乖離した特許運用ならびに必須医薬品としての価格統制

医薬品産業における特許行政と薬価統制の歴史（図4-1）

第二次世界大戦の終結ならびに独立後、
インドにおける医薬品市場はインド国外企業による輸入品が中心でした。暫くこ

のような状態が続いた後、
インドは輸入代替産業の育成等を視野に入れ、医薬品分野において社会主義的側面の濃い産
業政策をとるようになります。その代表的な政策のひとつが、1970年に施行された所謂「インド特許法（Indian Patent

Act）」
でした。
この特許法の特徴は、医薬品（ならびに食品）
に関する物質特許を認めず、製法特許のみを保護の対象とした

ことです。
これによりインドの医薬品メーカーは、欧米諸国で物質特許により保護されている医薬品に関して代替的方法に
よる医薬品開発を行い、比較的短期間内にインド国内で
「新薬として」生産することが可能となりました。1970-1980年にか
けて世界市場に登場した新薬の多くが、数年以内に本来の物質特許出願者とは別のメーカーによりインドへ導入される状
況が出現します。

斯様な政策導入の背景には、
インド国内における一定価格範囲内での医薬品アクセスの保証といった国民公衆衛生上の

側面もありましたが、結果としてこの1970年インド特許法はインド医薬品メーカーによる特許物質の模倣を容易にし、
イン

ド国外企業の特許保護された医薬品の売上成長機会を抑制することになりました。現在のインド主要医薬品メーカーの中

にはこの時期前後、あるいはそれ以降に設立されたものも多く、1970年特許法を中心にした政策運営が、
インドの製薬産
業成長の足掛かりとなったとみられています。

この間にインド国外の製薬企業は、
インド国内における市場シェアを大きく減退させ、企業によっては市場から撤退してい
ます。
また1970年の時点において4,000件弱あったインドにおける海外からの特許出願は、1970年代後半には2,000件以下
にまで減少しました。

続く1979年には医薬品価格統制令（DPCO: Drugs Price Control Order）
による価格統制が実施され、個々の薬剤について

の上限価格が定められました。DPCO導入当初は国内で利用される薬剤の9割が価格統制下にあったとされています。
この
結果、
インドは世界で最も安価に薬剤を入手可能な国のひとつとなりました。斯様な状況下、
インド製薬メーカーの国内医

薬品市場におけるシェアは一時9割前後まで高まったとされ、2000年代前半から現在に至るまで、
インド国内市場における
売上の上位事業者は大半がインドメーカーとなっています。
インド医薬品市場におけるこのような産業構造は、地場の医療

機器メーカーが発展途上にあるためにインド国外企業がマーケットを独占し、大幅な輸入超過となっている医療機器市場

とは対照的です。

DPCOによる価格統制はその後徐々に緩和され、1987年ならびに1995年の2回にわたり対象成分の範囲が縮小され、2000

年代前半には統制対象成分は74成分まで減少しました。
この時点において統制対象薬剤は市場全体の約2-3割程度と認
識され、
また直近に国内に導入される新薬は統制の対象外とされました。
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図4-1 インド製薬産業の歴史
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出所：各種公開情報をもとに監査法人トーマツ作成

特許行政

世界貿易機関（WTO: World Trade Organization）
の原加盟国であるインドは知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

（TRIPs協定: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights）
を履行する立場にあり、自国の特許
制度をTRIPs協定に準拠させるため、経過措置と追加的猶予を経て2005年4月に改正特許法を公布、同法は2005年1月1
日に遡及して施行されました。

最大の改正点は、物質特許制度およびその20年の特許期間が導入されたことであり、改正特許法施行以前には、新薬が国
内で上市されるタイミングより早く地場メーカーのジェネリック品が市場で流通するような状況が長く続いた環境下、特許
保護された医薬品を開発販売し得るインド国外製薬企業を中心に、新制度への期待が高まりました。

しかし導入後10年以上を経過し、
インドの改正特許法のもとでの知的財産行政においては欧米諸国や日本における特許
制度にはみられない条項や運用がみられ、
それにより生じる権利行使上の問題が指摘されている状況が続いています
（図
4-2、図4-3）。
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図4-2 インドの特許運用
■

不特許事由
による
特許不成立

内容

特許法第3条（d）
「不特許事由」により
「特
許性なし」
として拒絶査定

「進歩性の欠如」
による拒絶、無効判定

■

■

特許成立後の
非侵害判定

■

特許成立医薬品についてのインド地場メー
カーによる模倣生産、無断販売
特許侵害訴訟の結果、特許非侵害判定

特許を付与した政府が、特許権者（新薬企業）
の許可なく当該特許を利用する権利を第三者
（例：地場のジェネリックメーカー）へ付与
■ TRIPs協定が各国政府に強制実施発動の権利を認め
ているものの、インドにおける運用の特殊性が顕著
■

強制実施権
無効化

取り下げ

■
■

特許付与後の無効化

製薬企業による出願取り下げ

事例

白血病治療薬グリベック
（イマチニブ、Novartis）の結晶特許出願が同条項によ
る拒絶査定（2006年）
■ 拒絶不服ならびにTRIPs協定違反等の論点で争うも、
判断ならびに事態改善せず
■ 同条項によるその他の拒絶査定
イレッサ
（ゲフィチニブ、AstraZeneca）
ロセック、
プリロセック
（オメプラゾール、AstraZeneca）
■

■
■

カレトラ
（ロピナビル、
リトナビル、Abbott）
タルセバ
（エルロチニブ、Pﬁzer）

■
■
■
■

■

■
■

肺癌治療薬タルセバ
（エルロチニブ、Roche）

糖尿病治療薬ジャヌビア
（シタグリプチン、MSD）

B型肝炎治療薬バラクルード
（エンテカビル、Bristol-Myers Squibb）
白血病治療薬スプリセル
（ダサチニブ、BMS）

腎臓がん治療薬ネクサバール
（ソラフェニブトシル、
Bayer）
ネクサバールのジェネリック医薬品の国内販売に関して、Natco Pharmaに強制
実施権を付与（2012年）
HIV治療薬バルサイト
（バルガンシクロビル、Roche）
の特許付与後の無効化
HIV治療薬レイアタッツ
（アタザナビル、Novaris／BMS）

備考／問題点

欧米においては特許成立の通常要
件である物性の改善等が考慮され
ない
■
「効能を高めること」について、明確
な定義がなされていない
■

係争期間中の差し止め仮処分の申
請が拒絶される
（公共の利益：タル
セバとCipla製品に価格差がある）
■ 同様のケースへの行政対応間の乖離
■ 条項判断の矛盾の可能性
■

公衆衛生上の緊急時等に限らず、
「適切な価格で入手可能でない」場
合等にまで強制実施権が積極的に
発動される

■

■

NGOの異議申立と抗議運動による

出所：各種公開情報をもとに監査法人トーマツ作成

不特許事由による特許不成立

インド改正特許法第3条（d）項に規定される
「不特許事由」
により、
「特許性なし」
として拒絶査定を受ける、
あるいは特許付
与後に無効化されるケースが多数あることが報告されています。

同項においては、既知の物質の新たな形態も
「効能を高めること」がない限り発明ではないとされ、
また既知の物質に関す

る新たな特性や用途は特許法の趣旨に該当する発明とはしない、
と規定しています。
この結果、塩、
エステル、
エーテル、多

形体、代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物、
およびその他の誘導体等の派生物は基本的に既知
物質と同一物質とみなされ、既知の効能が増大することが実証されない限り、特許の対象とはならないとの論旨が導き出

されます。

同項目は、既存の特許品に一定の変更を加えることで特許を延長することを意味する所謂「エバーグリーニング*1」
を阻止

することにより、
インドメーカーの医薬品アクセスを確保することにあるとみられていますが、欧米や日本においては上記に
示された既知物質の新たな形態についても特許成立が可能であり、
この点でのインド特許法の第3条（d）項の特殊性が問

題とみられています。
このインド特許法の第3条（d）項は、TRIPs協定第27条（特許の対象）に整合していない可能性が指摘

されています。

*1：既存の医薬品の化学構造を変えた塩、
エステル、
エーテル、多形体、代謝物質等により新たな特許を取得すること。
先進国の医薬品メーカーによる医薬品ライフサイクルマネジメントの戦略のひとつ。

本条項に関する代表的な事例として、
スイスNovartisの抗癌剤グリベックに関する特許出願が挙げられます。同社が開発し

たメシル酸イマチニブを主成分とするグリベックは米国、
ロシア、中国を含む約40 ヶ国における特許成立の実績がありまし
た。
インドにおいては、同社の結晶特許出願は改正特許法のもと、2005年以降に審査が始まる対象となりましたが、審査の
開始に伴い多数の特許付与前異議の申立がおこされ、2006 年1月にインド特許庁はNovartisの出願は既知の化合物の新

規な形態の発見にすぎないとして特許出願を拒絶しました。同社は拒絶の取り消しを要求、
また特許法第3条（d）はTRIPs

協定であるとして争いましたが、結果として2013 年4 月、
インド最高裁はNovartisの結晶特許出願は新規性および進歩性

を満たさず、第3条に規定する不特許事由に該当すると結論しました。
また、TRIPs協定違反についての判断は、
「WTOのパ

ネル
（紛争処理機関）
に委ねられるべきである」
とされています
（2008年8月）。

Cipla等のインドの医薬品メーカーは出願拒絶査定が出された段階でNovartisの10 分の1 程度の価格でグリベックのジェ

ネリック版を発売し、
その販売を継続しました。
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インド特許法第3条
（d）
は、
実質的に医薬品を構成する物質についての特許を新規化合物
（New Chemical Entity）
あるいは新

規医薬品原末
（New Medical Entity）
に限定しています。
しかし種々の化合物を開発し、
医薬品として育成するには、
有用な新
規化合物を見出した後にその理化学的特性や物性の向上
（Novartisの争った溶解性、
流動性、
熱力学安定性、
吸湿性等）
、
あ

るいは効能以外の改善
（保存期間の延長や製造工程の改良）
を志向することが不可欠です。
最初に発見された有望な新規化

合物は、
化合物の物性が改良されて初めて医薬品たり得るとされています。
医薬品の研究開発において、
原物質の塩、
プロド

ラッグ、
代謝物質、
異性体、
配合物、
結晶体、
新規用途等の検討は必要不可欠であり、
またこれらは国際基準においては十分に
重要な発明たり得ますが、
インド特許法第3条
（d）項はこれを否定しています。

斯様な観点より、
TRIPs協定履行義務状況下であるにもかかわらず、
世界標準と乖離しているとみられる本条項をインド政府

が維持し続けている現状が問題視されています。

加えて、
微生物特許についての基準が明確になっていないこと、
また
「既知の効能の増大」
が何により実証されるか等が不明
確で、
これについて複数の相反する判断が過去の判例で示されている点等*2も、
本条項の問題点として指摘されています。

*2：米企業の物質特許出願に対し
「細胞毒性の低下は増大した治療有効性との関連性がない」
との判断がある
（2000年）一方で、過去の特許庁判決によると、
「細胞毒性の低下は治療有効性を見極めるために実際に考慮されるべき要素である」
とする判例あり。

特許成立後の非侵害判定

特許成立後においても、地場の製薬メーカーがジェネリック医薬品を発売し特許侵害訴訟に発展した結果、地場メーカー

の行為は特許非侵害であると判断されるケースも、懸念材料のひとつとなっています。

スイスのF. Hoﬀmann-La Roche社は、肺癌治療薬タルセバ
（塩酸エルロチニブ）
のインド特許を取得（2007年）後、国内での
販売を開始しました。2008年、
インドメーカーCiplaがエルロチニブのジェネリック医薬品を発売、Rocheは特許侵害訴訟に

て争いますが、2012年9月デリー高裁は、特許の有効性は認める一方でCiplaのエルロチニブのジェネリック品はタルセバ
物質特許を侵害しないと判決しました。

このような特許成立後の非侵害判定においては、非侵害判定そのものに加え、以下に示される3点の問題が懸念事項とし
て指摘されています。

1）係争期間中の
（ジェネリック薬販売に対する）差し止め仮処分の申請が拒絶される

欧米主要国や日本においては、新薬企業とジェネリックメーカー間で特許訴訟が進行している期間は、訴訟の対象とな

るジェネリック薬の販売は禁止されるのが一般的です。本件でもRocheは、係争期間中にジェネリック薬が販売されない

よう差止めの仮処分を裁判所に申請していますが、拒絶されています。
2）類似のケースに対する複数の行政対応間に乖離が認められる

Rocheのタルセバ係争期間中の
（ジェネリック薬販売に対する）差し止め仮処分申請が拒絶される一方、米Bristol-Myers

Squibb社の白血病治療薬スプリセル（ダサチニブ）を巡る訴訟では差止め仮処分申請が認められ、
インドメーカーの

Heteroは模倣品の販売計画を凍結、
デリー高裁は医薬品の販売承認を担う政府機関に対しHeteroの製品を承認しない

よう要求しました。
インド政府は原則として、後発医薬品は新薬の特許ステータスとは無関係に承認できると主張してい
るため、
スプリセル訴訟における司法判断は特許行政の不透明さを浮き彫りにする形となりました。

3）条項判断の矛盾が認識され、制度運用への疑念が惹起される

タルセバ訴訟において、
デリー高裁は、Ciplaのタルセバ後発品で用いられているエルロチニブ塩酸塩はB型結晶と認め、
一方でRocheの物質特許はA型とB型結晶の混合物しか開示していないため、特定のB型結晶に特許権の効力が及ばな

いとし、Cipla製品は肺癌治療薬タルセバの特許を侵害していないと判断しました。

斯様な特許判定が提示される一方で、
インド特許法は第3条（d）
における特許性に関し、結晶は物質と同一であるとして
結晶特許の有効性を否定しており、一貫した判断が示されていない可能性が認識されています。
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強制実施権

強制実施権とは、国が特許の実施権を
（これを保持する権利者とは別の）第三者に強制的に付与するものであり、
インドの
2005年改正特許法第84条において、
（a）特許発明に関する公衆の適切な需要が充足されていないこと、
（b）特許発明が適

正に手頃な価格で公衆に利用可能でないこと、
（c）特許発明がインド領域内で実施されていないこと、
の何れかの事由によ

り強制実施権の許諾申請が可能であるとされています。

強制実施権は、TRIPs 協定によりインドを含むWTO 全加盟国に対して認められているものですが、
インドは強制実施権を
積極的に利用することを意図している点で、知的財産保護を主体に考える国々の基本姿勢と大きく乖離しており、
この点が
問題視されています。特に特許発明がインドの領域内で実施されていない場合に加えて、
「適正に手頃な価格」
で公衆に十

分に利用可能となっていない場合にも強制実施権付与が認められていることが、
インドの地場メーカーからの付与請求の
根拠になっていると認識されています。

2011 年5 月、
ドイツBayer社が同社の抗癌剤ネクサバールのジェネリック薬を販売していたインドのNatco Pharmaに対し

て特許権侵害訴訟を起こしたのに対し、同年7月NatcoはBayerの同抗癌剤の価格が高すぎることを理由に強制実施権の
付与を求め、
この結果2012年3月、
インド特許庁はBayerが特許を保有するネクサバールのジェネリック薬の国内販売に関

して、Natcoに強制実施権を付与しました
（インド医薬品特許行政における初の強制実施権発動）。
インド特許庁は強制実

施権の発動にあたり、
「Bayerが適正水準の薬価を設定せず、
インド国内で十分な量の薬を供給していない」
との判定理由

を挙げています。Natcoがライセンス料としてBayerへ支払う金額は販売価格の7%と定められましたが、Natco製品は
Bayerの約30 分の1 の低価格で販売されていたため、
ネクサバールの価格は97％も下落しました。
Bayerは、特許侵害訴訟中のNatcoの販売停止を申し立てましたが、棄却されています。

強制実施権発動の申請が可能な事業者は有力な大手インド医薬品メーカーが中心とされ、
その数は限定されています。安
価な医薬品供給源確保等の観点よりインド政府は強制実施権の発動に積極的であり、
これにより特許行政関連の政策決

定は常に自国産業ならびにメーカー保護の方向へ振れやすい状況とみられています。過去強制実施権の発動申請の中心

となってきたNatcoやCiplaは、Ranbaxy（第一三共の子会社当時）
やPiramal（Abbottによる買収後）等と異なり、
インド国外
の製薬企業との資本関係を有していないことは示唆的です。

異議申立

特許成立の阻止は、出願に対する異議申立申請により検討、査定されます。

インドの特許行政においては、審査中の特許出願に対しての登録査定前に加え、登録査定（特許付与）後1年以内の異議申
立が制度化されています。

異議申立により、前述の不特許事由による特許不成立のような事態が惹起されることに加え、許可された特許が取り消さ
れる場合もあります。RocheのHIV感染治療薬バルサイト
（バルガンシクロビル）
の物質特許は、地場メーカーらの付与後意

義申立の結果、無効化されました。

インドメーカーは異議申立制度を有効に活用しており、重要な新薬特許はほぼ例外なく何らかの異議申し立ての対象と
なっています。

また異議申立以外にも、Non-Governmental Organization（NGO）
や患者団体による抗議運動等もインドにおける特許成

立の阻害要因となります。NovartisならびにBristol-Myers Squibbの展開するHIV感染治療薬レイアタッツ
（アタザナビル）
は、NGOの異議申立と抗議運動等を受け、企業が特許出願を取り下げました。
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図4-3 インドの特許運用（概念図）
市民運動
抗議・陳情

申請

取り下げ

異議申立

審査

付与

強制実施権
付与申請

拒絶

無効化
権利行使

特許侵害訴訟

出所：各種公開情報をもとに監査法人トーマツ作成

強制実施

特許非侵害判定

マーケット

価格統制動向（図4-4）

インドにおける医薬品価格に対する規制は、1970年に医薬品価格統制令（DPCO: Drug Price Control Order）
により開始さ
れましたが、
その後改正を経て、十分な市場競争があると判断された医薬品は価格規制から除外されてきました。1995年

のDPCO改定時点において、当初347成分あった規制対象は74成分まで減少しています。

このような背景には、適正な価格維持と一定の自由競争下での医薬品産業の発展と価格規制とのバランスを有効に維持

しようとするインド政府の意向の他に、原薬の製造費算定や最終製剤の市販価格の監視、
モニタリング等のDPCO実行上の

作業が当局行政能力にとって大きな負荷となっていた状況、
また同時にこれらのプロセスが各種の違法行為の温床となっ

ている可能性の指摘等があったとみられています。規制の緩和は、
インド大手メーカーを中心とする医薬品業界にとっても
好ましいものとみられてきました。

しかし、2013年5月に発表された新DPCOの下で、価格規制の対象範囲は348品目（有効成分、剤形、含有量で定義）
からな
る全ての必須医薬品へと再拡大されました。
さらに価格規制対象医薬品の選定基準がこれまでの経済指標から
「必須医薬

品か否か」
に変更され、対象が原薬および最終製剤の規制から最終製剤のみの規制へ、
また価格設定方法がコストベース

からマーケットベース（実勢価格ベース：マーケットシェア1％以上の全ての銘柄の単純平均値によって上限価格を設定す

る方法）
に変更されました。

1995年のDPCOでは、輸入医薬品価格が国産品に対して相対的に高くなっていましたが、新DPCOでは、輸入医薬品と国産

品の上限価格が一本化されています。医薬品価格規制の免除条件として、国内の研究開発を促進するため、
インドの研究
開発を通しインドで特許を取得した新薬や新しい薬剤送達システム
（DDS: Drug Delivery System）を利用した医薬品は5
年間価格規制を免除されることになっています。

インド政府によるこのような改正の背景には、当初インド政府が提示したDPCOの更なる範囲縮小計画に対し、抵抗する市

民運動が勃発、
また価格自由化に否定的なインド医薬品行動ネットワーク
（AIDAN: All-India Drug Action Network）等の
NGO によって価格規制の強化を求める公益訴訟が発生したことなどが挙げられています。
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図4-4 インドにおける薬価統制の経緯
事象

1979

■

～ 2010

■

医薬品価格統制令（Drugs Price Control Order: DPCO）
による価格統制
DPCOによる統制対象を徐々に緩和

内容

■

個々の薬について上限価格が定められる

■

■

1987年に347成分から142成分へ

■

■
■

2013

■

新DPCOの施行

備考

■

■

1995年の再改定で74成分へ

対象成分は市場の約2-3割になったとさ
れる

価格規制の対象となる医薬品を348 製品
へ再拡大

①対象医薬品の定義
（必須医薬品）
②対象内容
（最終製剤のみ）
③価格設定方法

の変更

■

■

■

■

国内で利用される薬の約90パーセント
が価格統制下に置かれる
製薬業界の要望

活発な市場競争による価格規制の必要
性の低下

価格算出プロセスの負荷軽減（当局）

インド政府が提示したDPCOの更なる
範囲縮小に対し、抵抗する市民運動が
勃発

価格自由化に否定的なインド医薬品行
動ネットワーク
（All-India Drug Action
Network: AIDAN）などのNGO により価
格規制の強化を求める公益訴訟発生

出所：各種公開情報をもとに監査法人トーマツ作成

まとめ

特許法における独自の条項（第3条（d）等）
による特許不成立、特許成立後においても頻発する非侵害判定や強制実施権の

発動、
さらにNGO等による異議申立や抗議行動による特許出願取り下げ等も加わり、改正特許法施行後のインドにおい

て、
いまだ有効に権利行使された物質特許は存在していないとみられています。
インド国外の製薬企業を中心に、今後の動
向と特許行政への対応が注目されます。

また2013年の新DPCOの施行により、
これまでブランド名処方されることにより同成分の他剤との価格差別化が可能であっ
た薬剤にも
（価格規制の対象となった場合には）上限価格が設定されることとなり、斯様な戦略を国内市場における利益

と成長の源泉としてきたインドの地場医薬品メーカーの動向も一定の影響を受けると考えられます。

特許行政ならびに薬価規制が、
これまでのインド製薬産業の特性のみならず、今後の方向性ならびにその特性を把握する
上でも、重要な論点となっています。
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5. 企業

国内市場における地場メーカーのプレゼンス
外部環境変化により事業者の規模やタイプ別の戦略的特徴も

概況

インドにおける製薬事業者数は1-2万とも言われ、全体の約7割が売上100-200万米ドル以内の小規模事業者、一方で1億

米ドル前後以上の売上規模を有する医薬品メーカーは数百社程度とする報告があります。日本においては1,000億米ドル
弱の市場に数百～千社程度の製薬企業が存在するとされ、
これと比較すると、
インドには150-180億米ドルとされる市場規

模に対して相対的に多数の事業者が存在する状況が見てとれます。医療機関や薬局への販売を中心とするマーケットプレ
ゼンス、ならびに原料供給や請負製造等の双方においてインド国内各地域独自の存立基盤の余地があり、全国的にプレゼ

ンスを展開する主要医薬品メーカーに加え、州や地方の各レベルにおいて所謂ローカルプレイヤーの存在する市場構造
が、斯様な状況の一背景と考えられます。

国内売上高上位10社のインド医薬品国内市場全体に占有するシェアは4割前後にとどまるとされており、同様の指標が5

割を超えると報告される日本等と比較して、相対的にインド市場における上位事業者への売上集中度は低い状況と認識さ
れます。

一方、
これまでみられてきた産業の歴史や特徴等も背景に、
インド国内市場におけるインド医薬品メーカーによる売上は8

割近い水準となっており、中国を除く他の新興国と比較しても相対的に自国市場における地場メーカーの確固たるプレゼ

ンスが見てとれます
（図5-1）。輸出も可能な製造基盤ならびに国内独自の商習慣への適応等が、
インド国内市場における
地場メーカーのプレゼンスを支えていると考えられています。

図5-1

インド

各国医薬品市場における企業国籍別シェア

国外企業

インド企業

ブラジル企業
ブラジル

ロシア企業
ロシア

中国企業
中国

トルコ企業
トルコ

出所：各種公開情報をもとに監査法人トーマツ作成
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主要事業者

インドにおける主要製薬事業者としてはSun、Dr Reddy’s、Cipla、Lupin、Cadila Healthcare、Mankind、Alkem等の地場

メーカー、ならびにAbbott、GlaxoSmithKline、Pﬁzer等のインド国外製薬企業が挙げられます
（図5-2）。
これらの事業体は

インド国内で数億～十数億米ドル規模の売上を有し、
またSun、Dr Reddy’s、Cipla、Lupin、Cadila Healthcareの全社売上

は十億～二十億米ドルを超えていることから、輸出も主要な活動として売上を構成していることが見てとれます。大手とさ

れる主要インド医薬品メーカーの大半はインドの証券取引所に上場、
自己資本比率は概ね50-60%程度以上となっています。

これらの事業体に加え、
インドにおける代表的なバイオテクノロジー関連事業者として、Biocon、Serum Institute of India、
Panacea等が認識されます。
これらの事業体の売上規模は数億米ドル程度で、
ワクチンやバイオシミラー等を製造しています。
主要インド医薬品メーカーの研究開発費の多くはジェネリック医薬品の剤型開発ならびに医薬品原体分野に投入されて

いますが、一部大手事業者においては新薬開発活動にもあてられており、Dr. Reddy’sをはじめとする大手数社により新薬

の臨床試験も実施されています。剤型ならびに各種DDS（薬剤送達システム）
の開発はインド主要医薬品メーカーの研究開

発の基盤となるもので、
ブランドジェネリックの多くは徐放性製剤技術等を利用した
（成分としては既知の）医薬品となって

います。
こうした新剤形に関する特許は国際出願も含め、
インドのメーカーより多数出願されています。
図5-2 インド医薬品市場における主要製薬事業者
企業名
Sun

インド

Cipla

Alkem

Abbott
Mankind
GlaxoSmithKline

国内売上規模

国

設立

65%
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70%

ムンバイ
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インド

1991

英

純利益率* 自己資本比率
22%

1982

米

全社売上
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ニューデリー
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アーメダバード
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Lupin

インド
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Dr Reddy’s
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米
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インド

1985

0

400

出所：各種公開情報をもとに監査法人トーマツ作成

800 1,200 1,600

1984

（＄M）

ムンバイ

アーメダバード

ハイデラバード

0

2,000

4,000

6,000

（＄M）

*対売上高

企業ブランドと戦略

インドにおいては代替調剤等が認められてはいるものの、医療機関においてはブランド名処方が一般的であり、国内ジェネ

リック医薬品市場の中心はブランドジェネリックと認識されています。

このような状況の背景には、一般的に政府による品質規制の不十分な現状や、“一般名ジェネリックは概ね低品質である”
との世間認識があるとされ、
そのため多くの医師は定評のある大手メーカーの銘柄を処方することで品質を確保する傾向

がみられます。斯様な市場環境下、主要なインド医薬品メーカーにおいては、自社ブランド
（ジェネリック）医薬品の展開と

そのプロモーションへの注力、ならびにそれによる他社製品との銘柄価格差に立脚する差別化要因が、自社の国内売上の
成長と利益の源泉となってきました。

斯様な商慣行は必要以上の製品差別化を招いている側面も指摘されており、医師の銘柄選定に対する過剰なプロモー

ションの誘発可能性等のリスクが、
インド医薬品に関する市場環境のひとつの特徴としてあげられます。

ジェネリック医薬品であってもブランド名処方が一般的とされる医療環境下、
メーカー各社は自社ブランド製品の開発と販

売に戦略の重点を置くこととなります。差別化要因が限定される状況下、製品ブランドの確立にはメーカーの企業ブランド

の構築、維持が不可欠です。斯様な観点より、大手メーカーを中心とした販売、
プロモーション活動においては、各社企業ブ

ランドの構築と維持に注力します。
こうした状況の反映として、企業ブランドの毀損を誘発する可能性のあるレピュテーショ
ンリスクは、新薬開発を中心とする欧米主要国や日本と比較して相対的に高い状況にあるとも考えられ、
インドにおける企
業戦略ならびにリスクマネジメント上の重要な論点と認識されます。
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斯様な市場環境下、
インドの製薬メーカーをは（A）広く輸出までカバーし、国内外でプレゼンスを展開する
「グローバル」、

（B）地域プレゼンスを中心に立地基盤を求める
「地場」、
（C）原料生産や受託製造等を中心とする
「小規模」
に分類整理する
ことができます
（図5-3）。

図5-3 インド医薬品メーカーの分類と戦略
グループ

A
グローバル

特徴と市場構成

■
■
■
■

B
地場

C
小規模

■
■

■

輸出までカバーする大型
売上百億円以上

インドマーケットの過半～7割を占める

製造、知的財産管理、訴訟等を含めた総体的な海外
輸出の経験値

地域、地場プレゼンスに拠って立つ中型
売上数億～数十億円規模

バルク原料、受託製造中心

Presence
受託生産

国内市場

戦略とトレンド

輸出
■

Formulation

Formulation

Formulation

Bulk

Bulk

Bulk

■
■

■

Formulation

Formulation

Bulk
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出所：各種公開情報をもとに監査法人トーマツ作成

バイオシミラーへの展開

インド国外における販売プレゼ
ンスの構築強化

一部大手メーカーの国内回帰に
よる自社の地場プレゼンス圧迫

■

製造コスト競合圧力の増大

■

GMP適合への対応

■
■

Bulk

新興国向け輸出の強化

製造コスト競合圧力の増大

コスト競争力等による小規模業
者の淘汰

Predominant/Developed

Activities/Presence

2013年のDPCO（医薬品価格統制令）
の改正は、
こうしたインド医薬品メーカーの将来像にも少なからず影響を及ぼす可能
性が考えられます。

価格規制対象成分の再拡大により、
これまでブランド名処方されることにより同成分の他剤との価格差別化が可能であっ

た薬剤にも上限価格が設定され、一部の製品について差別化要因が失われることになります。価格規制範囲外の薬効成
分でブランドジェネリック品を中心にプロモーションを行い、企業ブランドをベースとした製品ブランドによる銘柄間価格差

に国内市場からの利益と成長の源泉を求めてきた大手を中心とするインド医薬品メーカーの戦略においても、一定の方向
転換を検討する必要が生じる可能性も考えられます。

大手メーカーは、
インド国外における販売プレゼンスの構築強化による販路確保や新興国向け輸出の強化等により継続的

に海外に活路を求める一方で、
バイオシミラー等のビジネス機会を志向する可能性が考えられます。2015年以降インド医
薬品メーカーによるインド国外企業やスペシャリティ製品の買収等がみられることや、2012 年にドイツ製薬大手のMerck

KGaA社がインドDr Reddy’s Laboratoriesとバイオ医薬品の共同開発に関する業務提携を発表したことは、
このようなイン

ド事業者の戦略の動向を象徴するものと認識されます。過去世界のジェネリック医薬品登場の基盤となってきた大型（売

上）
の特許満了医薬品が、
これまでの低分子化合物から今後バイオ医薬品と呼ばれる高分子化合物や分子標的薬に変化

していくことも背景となっていると考えられます。

一方で、海外に展開基盤を持たない中小のインド医薬品事業者は、一部大手メーカーの国内市場への回帰等により自社プ

レゼンスが圧迫され、加えて価格統制対象薬剤の拡大による国内市場でのビジネス成長機会の減退により、生き残り策を
模索する環境が強まるものと予想されます。受託製造も含め、製造コスト優位性の発揮が難しい小規模事業者の市場撤退
等の可能性も考えられます。
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企業買収と投資

インドにおいては、製薬部門の外国企業出資比率100%が認められた2002年以降、国外企業によるインド医薬品メーカー

の継続的な買収が認められるようになりました
（図5-4）。米製薬企業Abbott社は、2010年に地場大手のPiramal Healthcareよりジェネリックビジネスを買収することにより、
インド国内市場での売上高上位企業のひとつとなっています。

斯様な国外資本のインド流入の動向を受け、
インド政府は2012年に製薬産業部門に対する外国直接投資のガイドラインを

改正、新規設立等の
「グリーンフィールド投資」
と既存のインド事業体の買収（株式の取得）等の
「ブラウンフィールド投資」
を
区分し、グリーンフィールド投資については従来通り自動承認ルート
（インド準備銀行への届出のみ）にて外資出資比率
100%を認める一方、
ブラウンフィールド投資については外国投資促進委員会（FIPB: Foreign Investment Promotion

Board）
の審査を経ることとされました。
このような政策変更はあったものの、
その後のインド製薬産業へのFDI流入額は依
然としてブラウンフィールド投資が優位となっており、
インド国外企業のインド進出に際しては、新規法人の設立等より地場

メーカーの買収が主流となっている現状を示しています。
また制度改定後のブラウンフィールド投資に該当する米ジェネ

リック医薬品大手Mylan IncによるインドAgila Specialtiesの買収（2013年）も当局より承認されています。国内医薬品産業

ならびにインド地場の事業体の保護を強化すべきとするインド商工省産業政策促進庁に対し、通貨価値保全や経常収支赤

字等を背景に国外からの投資を確保したい内閣経済諮問委員会の判断等が働いた結果ともみられています。
図5-4 インド医薬品事業者に関連する主なクロスボーダー投資

インド国外企業によるインド事業者の買収
Acquire
Mylan

US

Sanoﬁ Pasteur

FR

Daiichi Sankyo
Abbott

Reckitt Benckiser
Mylan

Meiji Seika Pharma
Mylan

JP

US

UK
US
JP

US

インド事業者によるインド国外企業買収
Acquire
Sun

IN

Cipla

IN

Lupin
Piramal

IN
IN

Target

Matrix Labs

IN

Shantha Biotechnics

IN

Ranbaxy

Piramal Healthcare

Paras Pharmaceuticals
Agila Specialties
Medreich

Famy Care

Target

5,370

IN

3,720

IN

1,850

IN

750

720

IN

InvaGen/Exelan

US

出所：各社プレスリリース、報道資料等をもとに監査法人トーマツ作成

784

IN

JP

Mallinckrodt

736

IN

Daiichi Sankyo
Gavis & Novel

Value（＄M）

295

Value（＄M）

US
UK

320
880
550
170

2006
2008
Generic Business

2009
2010
2010
2013

Women’s Health

Ranbaxy

Specialty Products

2014
2015

2014
2015
2016
2017

海外企業によるインド事業体の買収を中心にした資本参加および国内進出が継続的に認められる一方、
インド医薬品メー

カーはその中長期的経営戦略のなかで、事業部門の売却や他社事業部門の買収を戦略的に選択している事例が認められ

ます。前述の通りPiramal Healthcareは国内のジェネリック事業を米Abbott社へ売却しましたが、
この売却益（の一部）は

新薬開発への参入も視野に入れた研究開発部門への投資となった可能性も指摘されており、事業売却がインド医薬品

メーカーにおける重要な資金調達の手段となっている側面が認識されます。

またインドSunは第一三共よりRanbaxyを買収することにより、国内売上高首位の製薬メーカーとなりました。

このようなインド医薬品メーカーの戦略や動向を背景に、近年は主要インド医薬品メーカーによる資金調達も活発化して
いると報告されています。

なお、日系の製薬関連企業のインド展開に関しては、現状十数社の現地法人設立等が認められています
（図5-5）。
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図5-5 インドにおける主な日系製薬関連企業の展開
現地法人名

企業

事業概要

Astellas Pharma India Pvt Ltd

アステラス製薬

医薬品の輸入販売

Daiichi Sankyo India Pharma Pvt Ltd

第一三共

Asahi Kasei Chemiﬁeld Pvt Ltd
CBC Corp (India) Pvt Ltd

旭化成
CBC

DSS Takara Bio India Pvt Ltd

タカラバイオ

Medreich Ltd

明治製菓ファルマ

Eisai Pharmaceuticals India Pvt Ltd
Mitsubishi Chemical India Pvt Ltd

エーザイ

三菱化学

Oriental Yeast India Pvt Ltd

オリエンタル酵母工業

Otsuka Pharmaceutical India Pvt Ltd

大塚製薬工場

Otsuka Chemical (India) Pvt Ltd

大塚化学

Rohto Pharma (India) Pvt Ltd

ロート製薬

Span Nihon Kohden Diagnostics Pvt Ltd

日本光電

Santen India Pvt Ltd

参天製薬

医薬品添加剤の製造販売
化学品、医薬品、
カメラレンズの販売
医薬品の開発販売

研究用試薬の製造販売
医薬品の販売

医薬品の受託開発、製造ならびにジェネリック医薬品の製造販売
製品の販売、市場開発、関連会社へのサービス提供
製品のインドでの販売

医薬中間体の製造販売

基礎輸液・臨床栄養製品の製造販売
医薬品等の販売

医薬品の市場調査

医用電子機器用試薬の製造販売

出所：経済産業省他各種公開情報をもとに監査法人トーマツ作成
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6. 展望と企業戦略の観点より

事業バリューチェーンの各所において様々な機会と課題ならびにリスクが存在
内外環境変化により複雑性を増すインド製薬産業

製薬企業の立場より概観すると、
インド医薬品産業に関わる環境下においては、事業バリューチェーンの各所において各種

の機会と課題、
リスクが存在すると考えられます
（図6-1）。

これらの機会と課題、ならびにこれに対する戦略は、企業や事業者のタイプによっても異なります。

図6-1

製薬企業ならびに事業者の立場より概観するインド製薬産業に関連する機会と課題

機会

人口成長
投薬機会増加
疾病構造変化
国民所得上昇

課題

国外からの価格下落圧力

課題

低い国民医療費水準
公的保険未整備
医療体制整備の必要
貧困層の存在

インド国内での

結果／戦略 （自社新薬の）安価な販売

課題

研究

課題

新特許法導入後の運用

開発

承認

GMP適合
査察時の対応
海外向け品質の担保

製造

課題

流通

価格統制対象の拡大

販売
戦略
課題

バイオシミラーへの展開

海外市場の飽和と競争激化
ジェネリック事業機会の限界
製造コスト競争力の減退

輸出
戦略

多角的な対応体制整備
✓経験則の分析
✓過去発生事象の整理蓄積等
✓二次プランの作成

課題

コンティンジェンシープランの整備

交通網整備
＜システムと社会＞
電力供給
インフラストラクチャー整備
分業意識と社会断絶
複数地域社会より成る国家構造

出所：各種公開情報をもとに監査法人トーマツ作成
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自社販売プレゼンスの強化
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国内

増加を続ける人口、薬剤投与の機会や慢性疾患増加等の疾病構造の変化、ならびに国民所得の上昇に代表される市場成

長機会が存在する一方、
いまだに低い国民一人当たりの医療費水準や貧困層の存在、公的保険の未整備等が、新興国の
中でもインドに特徴的な市場の懸念材料として残存しています。

斯様な環境下、
インド政府は国民の安価な医薬品アクセスの確保（公的保険未整備等の背景）
とインド医薬品メーカーの
保護、成長促進を中心に政策を運用しているとみられており、
その結果が、独自の特許行政ならびに価格統制の強化に表
れていると認識されています。

主にインド国内で特許保護された医薬品を販売しようとするインド国外の製薬企業にとって、特許行政は目下のところ最大

の懸念材料のひとつと考えられています。2005年の物質特許制度の導入以来、多くの特許が拒絶審査、強制実施権の発
動、特許非侵害判定等に追いこまれており、有効に権利行使されている物質特許はほぼみられません。

このような状況に対応するために、製薬企業の中には自社新薬をインドにおいては安価に販売する戦略を採用する企業も

現れました。
スイスNovartis社は慢性閉塞性肺疾患治療薬オンブレス
（インダカテロール）
のインドにおける販売についてイ

ンド製薬メーカーLupinとの提携を発表した他、英GlaxoSmithKline社は、途上国で新薬を比較的安価に提供する方針を
表明しました。
また米MSD社も、糖尿病治療薬ジャヌビア等を先進国よりも低い価格でインド市場に供給しています。加えて

スイスRoche社は、抗がん剤ハーセプチンのインド物質特許を維持しないと決定しました。
これはインドの知的財産環境を
考慮し、特許に頼らないビジネスを展開しようとの試みであると考えられます。品質、有効性、安全性ならびに生物学的同

等性等の観点より、
ヒト化モノクローナル抗体であるハーセプチンと完全に同一の医薬品を製造するのは技術的に困難と

みられており、斯様な背景より、Roche社は比較的複雑なバイオ医薬品についてのビジネス戦略を、
インド医薬品メーカー

との提携による一定の低価格販売に設定したものとみられています。
また保険会社とのパートナーシップ下で、抗癌剤使用

プログラムを整備する等の取り組みも一部に認められます。

特許に依存しないビジネスの展開を始めた多国籍製薬企業の対応は現実的なものですが、
インドの知的財産を弱める動

きが長期的には製薬企業の体力を摩耗させ、新薬への投資の減少につながり、結果として世界的な新薬創出基盤の弱体

化とグローバルヘルスへの貢献阻害等の事態を招く可能性があるのではないか、
との世界の新薬創出産業の懸念には、
イ

ンドの特許行政は答えていません。

国外より
「インド製薬産業の模倣上の繁栄」
と揶揄され、
「インドの優秀な科学者は、技術革新や発明にではなく、
いかに特
許医薬を模倣するかにその能力を活かしてきたにすぎない」
と指摘され、斯様な環境下で世界を真にリードする医薬品産

業が育たなかった現実に立ち、
インド国内においても特許を含む知的財産権の国際的ハーモナイゼーションへの参加こそ

がインドの国益にかなう選択である、
とする意見があったことも認識されています。
しかし一方で、
このような動きを国益の
否定ととらえ、外国企業による技術独占の再来、技術を持たざる者に対する新しい独占を惹起するもの、
あるいは途上国利
益の完全なる否定として反対する意見も強かったとみられています。

現状のインドにおける知的財産ならびに特許行政運営は、
インド国外の研究開発型製薬産業に影響を与えるのみならず、
長期的には新薬創出機会の減退等によりインドの国内製薬産業に大きな損害を与える可能性をも含むものと考えられます。
今後のインド特許行政が引き続き注目されます。
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医薬品価格統制令（DPCO）による価格統制対象への自社医薬品の指定により、
インド医薬品メーカーには一定の影響が

生じる可能性が考えられます。自社の主力品となっているブランドジェネリックがDPCO指定医薬品範囲拡大の対象となる

と、銘柄価格差による利益源泉を確保することが難しくなり、
これらの医薬品販売の機会および利益は減少すると考えられ
ます。

国内医薬品市場におけるこのようなビジネス機会の減少により、
インドの大手医薬品メーカーは、
インド国外における自社

プレゼンスおよび製品販路の開拓強化、新興国向け輸出の強化、ならびにバイオシミラーにおける事業機会の探索等に注

力していくと予想されます。一方で企業体力の観点より国外展開の難しい事業者は、一定の地域における販売プレゼンスの

強化や、受託生産機会の維持に活路を見出す方向性が考えられます。国内医薬品市場は成長基調にある一方、価格統制や

コスト圧力による競争の激化により、小規模事業者数が減少していく可能性も考えられます。

インドの特許運用と価格規制動向の背景として、
インド政府による自国産業保護ならびに自国民への安価な医薬品アクセ

スの確保に加え、他の発展途上国による安価な薬剤確保の要求と圧力を考慮することは不可欠と考えられます。

インドの医薬品メーカーはこれまで自国以外の新興国、発展途上国に医薬品を輸出してきた結果、
これらの国の重要な薬

剤供給源のひとつとなっています。元来特許保護と安価な薬剤供給は必ずしも相反するものではなく、
またインドの国内価
格政策と輸出医薬品の価格も、一般的には直截的に関連するものではありません。

しかし現状は物質特許保護制度の導入、DPCO対象の緩和等、如何なる種類の価格上昇要因も、医薬品アクセスの確保を
人道的に主張する国内外の機関や団体からの抗議行動、異議申し立てに直面する現状が見てとれます。

このような意味でインド医薬品産業においては、世界の南北格差の問題の一部が表出している側面もあり、斯様な観点か

らもインド製薬産業の方向性とリスクを概観することが必要と考えられます。

特許行政ならびに価格統制に加え、国内市場においては特に地場メーカーに関して、企業ブランドの維持、
またこの反映と

してのブランド毀損のレピュテーションリスク認識の重要性が指摘されます。

多数の企業が同一成分を含有する医薬品を製造販売するジェネリック医薬品ビジネスの帰結として、
インドにおいては大

手を中心に各メーカーが自社ブランド医薬品の販売に注力する傾向が認められ、
これらのメーカーにおいては自社のブラ

ンドジェネリック販売を収益源泉の中心とする事業モデルが主力のひとつとなりました。

ブランド医薬品の確立には自社独自の製剤技術等がベースとなっているケースも少なくありませんが、同時に企業ブランド
が自社医薬品ブランドの重要な部分を構成していることも事実です。特許保護された医薬品の場合には、製品ブランドの主

要部分が当該製品本体の有効性や安全性に依存する一方、自社ジェネリックのブランドは少なからぬ部分を企業ブランド

に依存していると考えられます。

大手メーカーの企業規模追求の背景には、規模の経済による製造コストの優位性確立のみならず、斯様な観点による企業

ブランドの維持強化の動機も大きいものと思われます。

上記以外の国内市場の特徴として、医療の保険によるカバー率が低く、
また価格統制品以外の医薬品は一般的に市場価

格により流通していること等を背景に、
インド医薬品市場は、保険環境の整備された国と比較すると相対的に景気動向の
影響を受けやすい側面が指摘されます。
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輸出と製造

インド医薬品メーカーにとって、輸出ならびに海外展開には機会と課題の双方が混在し、特に大手メーカーにとっては今後
の方向性を大きく左右する要因となり得るとみられています。

米国を中心とする主力市場における競争は激化し、
また世界的にジェネリック医薬品の事業機会自体が成熟化しており、
先進国におけるさらなるジェネリック浸透と普及の余地は、一定の限界を迎えていると認識されています
（欧米主要国にお

けるジェネリック医薬品浸透率は数量ベースで7-9割）。
また国の経済成長等を背景にしたインド医薬品メーカーのコスト
競争力の減退可能性等は、
ビジネス機会の減退要因、
また企業の減収減益リスク等と考えられます。

一方で新たな地域での自社販路拡大や新興国への輸出強化、
またインド国外企業と提携してのバイオシミラーへの展開
等は成長機会とみられており、大手を中心にインド医薬品メーカーの動向が注目されます。

製造においては、
GMP違反、
欧米基準への品質不適合、
ならびにコスト上昇等のリスクが想定され得る課題と考えられます。

従来のインドGMPを改定した2001年のWHO-GMP準拠GMP導入の背景には、
インドの小規模製薬事業者による偽薬なら

びに低品質薬の問題があるとされています
（州医薬品管理局が1995-2002年にサンプル調査した3万種以上の市販薬のう

ち、約10%が低品質薬であり、0.2-0.5%程度が偽薬であるとの報告があります）。

品質やGMP適合に関わる斯様な環境がWHO水準のGMP導入により完全に改善される可能性は想定し難く、品質基準の
不適合やGMP義務履行違反等の事例は、継続的に認識され得る課題と考えられています。法定基準に満たない製品を製

造・販売する業者には、禁固刑または罰金が課され、
またGMP遵守が不可能な事業者には製造許可取消と製造施設の強

制閉鎖が執行されることとされていますが、年1回の査察期間終了後の指摘事項に不対応のまま期限が経過し、放置され

る可能性等も想定されます。

医薬品価格行政においては、DPCOにおける原薬価格算定や価格監視プロセスが当局事業者間における不正の発生基盤

となっているとの指摘もありますが、国内製造に関しても、査察のプロセス等において同様の環境、事象が発生する可能性
も考えられます。

一般的にインド国内の米国向け輸出医薬品製造工場は米国FDAの
「遵守の承認」
を取得しているとされますが、
インドの新
GMPにはcGMPや米国FDAのGMPとは異なる基準もあり、
斯様な環境下でインド企業の生産管理体制や品質が先進国の要
求する水準を満たさない事例が発生する可能性も考えられています
（医薬品輸出ならびに製造における成長鈍化要因）。

2008年に第一三共が子会社化したRanbaxy Laboratoriesの複数のインド工場が、
その後米国FDAより品質管理体制の不
備を指摘されています。

インドにおいては各種導入コストや人材コストが低く、医薬品についても米国より3-4割程度安価に製造が可能とされてい
ます。

一方で経済成長ならびに国民所得の増加等により、
インドのコスト競争力は徐々に減退していくとみられており、
より安価
なコストで製造可能な他国との競合も、産業のリスク要因のひとつと認識されます。

第1章（市場）
にて概観した今後の国内市場と医薬品輸出の成長予測の相違には、両者の今後の事業機会、ポテンシャルの
相違が投影されている可能性も考えられます。
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社会

製薬産業に固有の特性に加え、一般的なインド社会の構造と特徴も、医薬品ビジネスの事業バリューチェーン上の各事象

に影響を及ぼす可能性が考えられます。

インドの社会環境におけるビジネスに関連する代表的なリスクとして、
インフラストラクチャーの整備状況、企業等における
労務管理、ならびに複数の地域社会から成立している国家構造等がよく指摘されます。各事象に対し的確に対応する企業
戦略と共に、前向きな対応プランの整備等により、戦略的にリスク回避可能性の高まる分野であると推測されます。

インドにおいては、各種輸送ならびに電力供給をはじめとするインフラストラクチャーの整備が成長を続ける社会経済に追

い付いておらず、事業運営上の支障となる事象が認識されています。輸送環境整備の遅れは慢性的な道路渋滞や事故の発
生、電力供給の支障は停電の発生等の形で現れます。

慢性的な道路渋滞は医薬品を含む広範な物流に恒常的に支障をきたす可能性があり、温度管理が必要な医薬品等を含
め、影響が懸念されます。
また交通集中による事故や、未整備な道路における交通障害（陥没や洪水等）も予想され、元来

輸送環境整備が良好でないために、突発的な事態発生時の代替輸送経路も限定される傾向が認識されます。
また停電の

発生が連続運転や温度管理を必要とする工場の生産や品質管理に影響を与えるであろうことは、想像に難くありません。
事業所等においては自家発電設備の設置等の対応がなされていますが、
これを超える突発事態が発生する可能性も考え

られます。

インドにおける一次的な突発事態の想定の範囲を超えたコンティンジェンシープランの重要性は、特に生産ならびに流通
の分野において、欧米諸国や日本と比較して相対的に高いと考えられます。

企業等の労務管理における問題点としては、労働争議の頻発や労務問題の複雑性等がよく指摘されますが、徹底した分業
意識とカースト制度による社会分断の側面も見落とせません。

膨大な人口と限定された就業機会のアンバランス、
あるいはカースト制度による就業可能職種の限定等が社会背景として

認識されます。
このような中で、
インド人における分業意識の高さは一般的によく観察され、また職業としてのアクティビ

ティが細分化されていることの指摘もあります。
このような環境下、
ホワイトカラーとブルーカラーの空間共有や意思疎通、
また部署間や個人間の共同オペレーション等に支障が生じる可能性も想定され、斯様な環境はインド独自の特徴と考えら
れます。

このような社会構造や人間意識の現状からは、特に突発事象や一般的なマニュアル規定範囲外の事故が発生した場合に、
過度の分業意識や社会分断が復旧に向けた期待役割等に支障となり、適切かつ即時の回復や対処ができず、対応が後手

に回り事態を深刻化させる可能性が想定されます。

斯様な状況における二次被害等を防止するためにも、
マニュアルの整備にとどまらず、経験則の分析や過去発生事象と対

応事例の蓄積、緊急時等の自己の職務分掌以外の隙間事象への対応の重要性の周知徹底、ならびにヒューマンビヘイビ

アを考慮に入れた二次対応プランの制定等、多角的な体制整備が期待される分野かと考えられます。

複数の異なる地域社会より成立している国家構造も、
よく指摘されるインドの特徴です。連邦国家が27の州および7の直轄
州より構成され、20を超える公用語ならびに200を超える通用言語をベースに、多くの異なる社会環境ならびに人種、文化

の併存する構造が、
インドの特性と認識されています。

このような社会構造下においては、
国家レベルと州等の地域レベルにおける対応の相違に、
より留意する必要性が高いと考

えられます。
実際に製造所としての認証やジェネリック医薬品の承認等、
製薬分野においても少なからぬ認証許可が地域レベ

ルで行われますが、
同時に中央政府の規制要件と常に適合している体制を整備することの重要性も指摘されています。

また製薬事業者の側にも、本社と工場現場のある地域の規制への対応の温度差といったものが生じている可能性も考え

られ、対処が必要な潜在リスク要因とも想定されます。

異なる言語や地方分権組織構造が、事業者内での規制への適合姿勢の温度差や、各種不正の温床となる可能性も想定さ
れ、
かかる観点より、組織内モニタリング体制の構築、継続管理の重要性、ならびに地方独自の対応の重要性に併せ、中央

と地方の相互理解の社内促進、対応組織等の融合整備が前向きな体制整備として有効であると考えられます。
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7. インドにおける規制対応とリスク管理の例

複雑化する規制対応とリスク管理の必要性の高まり
リスク領域別の一覧化や継続的なモニタリング体制構築が
広範なリスク管理に有用

複雑な社会構造や行政機構、
また頻繁な改訂や大きな変化、欧米にみられない独自の業界構造や制度運用等を背景に、
イ

ンドにおける規制対応とリスク管理の必要性は総じて高い状況です。

インドにおけるコンプライアンス関連事例は多岐にわたっており、
またインド独自の事象が含まれていることもひとつの特
徴かと認識されます。
それぞれの分野において適切な事例抽出と現状認識を行い、効果的かつ実効的な対応プランを整備

すること等により、戦略的に企業リスク回避可能性の高まる分野です。

これらの規制対応やリスク管理は、単に法的遵守、
コンプライアンス管理という点に留まらず、持続的に顧客ニーズを充た

していくという観点からも不可欠な要素となっており、複雑化する規制への対応ならびにリスク管理環境に適切に対処して
いくことは、多くの企業にとっての重要な課題となっています。

デロイトでは、製薬産業における複雑なコンプライアンス環境をより深く理解し、
リスク管理をサポートするため、業界全体
のリスク構造を定めたコンプライアンスフレームワークを開発しました
（図7-1）。

同フレームワークは、製薬ビジネスにおけるコンプライアンス事項をリスク領域別に分類した上で、
コンプライアンスプログ

ラムの中核として組織文化、企業倫理及び誠実性を位置づけています。

各領域における規制ならびにコンプライアンスを踏まえ、業界および各社におけるバリューチェーンへの影響分析を行うこ

とがインド市場での成功を握ります。

図7-1 デロイトのコンプライアンスフレームワーク
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リスク領域別に分類された各コンプライアンス事例には共通して認識される一定の内容や傾向も認められ、規制環境が変
化、厳格化する中で、多くの製薬企業がコンプライアンス管理に苦慮している状況もうかがえます
（図7-2）。

コンプライアンスに影響を与える事項を一覧化することで、自社のビジネスに及ぼす影響を理解することが、
リスク管理の
枠組みを構築、整備する第一歩となります。

図7-2 インドにおけるリスク対応とコンプライアンス管理の例
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偽薬の流通とインターネット販売の発覚
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不正確な薬物マスターファイルの提出に伴う、薬剤の販
売遅延ならびに中止
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医療情報および関連文献に関する非効率な組織学習

薬剤の安全性

臨床、研究開発およびデータ管理

改善事例

患者擁護にも配慮した公正な取引を担保するためのコンプライアンス・フレーム
ワークの構築

不正対応および経営管理ツールの導入
（企業事例A参照）

健康面および安全面を強調するポリシーの策定
環境整備、維持に関する従業員への周知徹底

すべての従業員の権利保護に関するポリシーの策定
包括的な組織文化の醸成、内部通報制度の整備

機密データの保護に関するポリシー策定ならびに管理手続の整備と実施

情報セキュリティ管理システムの導入
（企業事例B参照）

プロモーション活動に関する目的、
ルールの策定ならびに適切な説明責任の設定
価格妥当性および払い戻しの適時性を確保するための価格設定ルールの策定

サプライチェーンにおけるシリアルナンバー等による管理の導入
保管、流通業者の選定、記録と文書化の徹底

コンプライアンス管理プログラムの自動化
（企業事例C参照）

規制プロファイリングプロセスにおける自動化

医薬品パッケージの不正確なラベル表示
有効成分含量が過剰あるいは不十分な医薬品の供給

ファーマコビジランス管理体制の強化
トレーサビリティシステムの導入

臨床および研究開発の目的の欠如

研究開発計画の理解促進とロードマップの提供

医療情報および複数の文献を扱うための交換プラットフォームの構築
知識と研究を統合する科学的交流の活発化

複数の改善事例は、
コンプライアンス事項を継続的にモニタリングする仕組みづくりが広範なリスク管理に有用である可能
性を示唆しています。

【企業事例 A】 会計分析・アカウンタビリティの改善
＜概要＞

バイオ医薬品企業A社は、主要な財務指標となるマーケティング費用および創薬コストを意図的に繰り延べ、費用の過小計

上を継続していました。不正常取引に対する規制当局からの調査、問合せを契機に会計不正が発覚し、結果として市場で

のブランド失墜及び顧客からのネガティブなフィードバックが発生する事態に陥りました。
＜実施事項＞

投資家を含む市場からの信頼を回復すべく、A社は外部コンサルタントによる支援の下、経営管理ツール導入を決定しまし

た。同ツールの構築及び導入に際しては、特に
（1）不正アクセス・不正な仕訳入力を防止するためのシステム改善、
（2）主要
な事業・コンプライアンス報告と財務報告との統合、
（3）組織の財務状態に関する定期的なモニタリング機能の導入、
の3点

が重視されました。
＜改善効果＞

経営管理ツールの導入により、事業目的に沿った会計機能が整備され、組織全体としてのアカウンタビリティの改善が図ら
れました。結果として、投資家を中心とする市場からの信頼を回復し、企業ブランドの更なる改善に向けステークホルダー

からの期待が集まっています。
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【企業事例 B】 情報セキュリティ管理システムの導入
＜概要＞

バイオテクノロジー企業B社においては、外部業者からの通報により重要な製品情報が外部漏洩していることが発覚しまし
た。特許管理を含む、顧客からの信頼失墜につながるセキュリティ違反事例として、
マネジメントは早急な対応に迫られま

した。

＜実施事項＞

顧客からの信頼を早急に回復すべく、B社はセキュリティ問題の特定、報告、
モニタリングを可能とする情報セキュリティフ

レームワークの開発に着手しました。具体的には、
（1）既存の多様なビジネス＆オペレーションと情報テクノロジー
（IT）
コン
プライアンス、報告プロセスの把握、
（2）関連規程とセキュリティ侵害のリスクの特定、
（3）組織レベルでのデータ侵害に対
処するための標準ポリシーと手順の確立が行われました。
＜改善効果＞

情報セキュリティ管理システムの導入により、組織内外における機密情報が明確化されると共に、経営幹部から上級管理
職への情報セキュリティに関する指示と報告の改善へとつながりました。

【企業事例 C】 コンプライアンス管理プログラムの自動化
＜概要＞

医薬品企業C社のジェネリック医薬品事業は、複数の製造施設がインド国内の4つの州に分散し、連邦法に加えて異なる州

規制への準拠が求められていました。事業地域の拡大可能性等も考慮に入れ、
コンプライアンスプログラムの自動化、
モニ

タリングを改善する必要性が認識されました。
＜実施事項＞

複数地域にまたがるコンプライアンス事項に効率的に対処すべく、C社は、
コンプライアンスに関する監視、
エスカレーショ

ン、
テンプレート含むレポート構造に関するフレームワーク開発に着手しました。具体的には、
（1）既存のビジネスおよびオ

ペレーションとコンプライアンス、報告プロセス理解するためのインタラクティブセッションの実施、
（2）適用される規制およ

び法律の特定、
（3）関連する規程および非準拠リスクの特定、
（4）拠点固有のコンプライアンスリポジトリの開発に取り組み

ました。
さらに、拠点内の多様な機能のための人材トレーニングを行うことで、現場レベルへのコンプライアンスの徹底を図

りました。

＜改善効果＞

コンプライアンス管理プログラムの自動化により、多様な拠点や事業活動における多数のコンプライアンス事項が可視化さ
れ、関係者間での共有が図られることで、経営陣と上級管理職との間の指示、報告の流れも改善されました。
また、
コンプラ

イアンスライブラリとリアルタイム状況の統合ビューが提供され、組織全体でのコンプライアンス要件のモニタリングが可
能となりました。
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今世紀初頭には安価な医薬品製造と国内における市場成長ポテンシャルを双極とした比較的明快な特徴で世界から認識

されていたインド製薬産業とこれを取り巻く環境は、新たな特許行政や価格規制動向に加え、世界のジェネリック医薬品事
業環境の変化や発展途上国をめぐる国際環境の変化等により、複雑性を増しています。

また経済が成長し国外との交流機会が増加する中、内外からのインドに関連する各種分析や報告も格段に増加しており、

その動向や特徴はより世界に認識されやすくなっています。

斯様な環境下でインド製薬産業が自国の市場動向や輸出、特許等の国外との関係構築、
また他の発展途上国との関わり

においてどのような展開を見せるのか、
その方向性が継続的に注目されます。

以上
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