
トップメッセージ

 相良 暁代表取締役社長

「グローバル スペシャリティ ファーマ」をめざし
成長戦略をさらに加速させながら
企業価値向上に努めてまいります。

　2020年度は、世界がコロナ禍という未曽有の事態に直面し

た1年でした。当社においても事業活動に制限がかかるなど影

響がありましたが、3期連続の増収増益を達成し、初めて売上収

益3,000億円を超えることができました。新薬に特化した当社

のビジネスは、10年前、5年前の研究開発の積み重ねが現在の

業績に反映されるという特徴があり、現在の業績の伸びは過去

の地道な努力の証に他なりません。また、営業や市販後調査な

どを担う部門においても、さまざまな創意工夫によってコロナ禍

という逆境をはね返してくれました。3,000億円という一つの節

目となる数字を達成できたことを、素直にうれしく感じています。

　研究開発においては、2020年は国内トップとなる11の承認

を取得することができました。中堅規模の企業でありながら、こ

のように多くの承認を取得できた背景には、他社に勝るオープン

コロナ禍でも増収増益を達成し、
さらなる成長に向けて研究開発を強化

2020年度の振り返り

イノベーションの取り組みがあります。現在実施している共同研

究の数は、国内外で約200件にのぼります。この厚みと、革新へ

と挑む姿勢が、規模では劣る小野薬品が大手製薬企業と伍して

いくうえでの強みになっていると認識しています。

　また、デジタル活用の効用と限界についても学びがありまし

た。制約の多いコロナ禍でいち早くWeb会議の仕組みを取り入

れ、業務の効率化を進められた反面、自由に意見を出し合いなが

らアイデアを形にしていくようなミーティングには、やはりリアル

な場が適していることを実感しました。講演会なども、リモートで

はセミナー後のバンケットがなくなり、情報交換の場としての意

義が薄れてしまったことを残念に思っています。このような経験

を、アフターコロナの活動に活かしていきたいと考えています。
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業界環境と中長期的な課題

5年後、10年後の成長の鍵を握る
研究開発と海外展開

　医薬品企業を取り巻く事業環境は、ますます厳しさを増して

います。少子高齢化や財政基盤の悪化を背景に、社会保障費

の抑制が進むなか、薬価はそのしわ寄せを受けています。一方

で、各社の開発競争により、いまだ満たされない医療ニーズが

残された分野は狭まり、新薬創製の成功確率は依然として低

い状況です。

　このような環境下において、5年後、10年後には、当社にとって

最大の成長ドライバーである抗悪性腫瘍剤「オプジーボ点滴静

注」の特許切れに伴うパテントクリフも迫っています。PD-1、

PD-L1特許に係るロイヤルティ収入も2024年から減少し、

2026年末には終了予定です。また、オプジーボの国内特許は10

年後の2031年に、海外特許は2028年から順次満了を迎えます。

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション



トップメッセージ

 相良 暁代表取締役社長

「グローバル スペシャリティ ファーマ」をめざし
成長戦略をさらに加速させながら
企業価値向上に努めてまいります。

　2020年度は、世界がコロナ禍という未曽有の事態に直面し

た1年でした。当社においても事業活動に制限がかかるなど影

響がありましたが、3期連続の増収増益を達成し、初めて売上収

益3,000億円を超えることができました。新薬に特化した当社

のビジネスは、10年前、5年前の研究開発の積み重ねが現在の

業績に反映されるという特徴があり、現在の業績の伸びは過去

の地道な努力の証に他なりません。また、営業や市販後調査な

どを担う部門においても、さまざまな創意工夫によってコロナ禍

という逆境をはね返してくれました。3,000億円という一つの節

目となる数字を達成できたことを、素直にうれしく感じています。

　研究開発においては、2020年は国内トップとなる11の承認

を取得することができました。中堅規模の企業でありながら、こ

のように多くの承認を取得できた背景には、他社に勝るオープン

コロナ禍でも増収増益を達成し、
さらなる成長に向けて研究開発を強化

2020年度の振り返り

イノベーションの取り組みがあります。現在実施している共同研

究の数は、国内外で約200件にのぼります。この厚みと、革新へ

と挑む姿勢が、規模では劣る小野薬品が大手製薬企業と伍して

いくうえでの強みになっていると認識しています。

　また、デジタル活用の効用と限界についても学びがありまし

た。制約の多いコロナ禍でいち早くWeb会議の仕組みを取り入

れ、業務の効率化を進められた反面、自由に意見を出し合いなが

らアイデアを形にしていくようなミーティングには、やはりリアル

な場が適していることを実感しました。講演会なども、リモートで

はセミナー後のバンケットがなくなり、情報交換の場としての意

義が薄れてしまったことを残念に思っています。このような経験

を、アフターコロナの活動に活かしていきたいと考えています。

09 O N O  CO R PO R AT E  R E PO RT  2 0 2 1 10O N O  CO R PO R AT E  R E PO RT  2 0 2 1

業界環境と中長期的な課題

5年後、10年後の成長の鍵を握る
研究開発と海外展開

　医薬品企業を取り巻く事業環境は、ますます厳しさを増して

います。少子高齢化や財政基盤の悪化を背景に、社会保障費

の抑制が進むなか、薬価はそのしわ寄せを受けています。一方

で、各社の開発競争により、いまだ満たされない医療ニーズが

残された分野は狭まり、新薬創製の成功確率は依然として低

い状況です。

　このような環境下において、5年後、10年後には、当社にとって

最大の成長ドライバーである抗悪性腫瘍剤「オプジーボ点滴静

注」の特許切れに伴うパテントクリフも迫っています。PD-1、

PD-L1特許に係るロイヤルティ収入も2024年から減少し、

2026年末には終了予定です。また、オプジーボの国内特許は10

年後の2031年に、海外特許は2028年から順次満了を迎えます。

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション



　当社が持続的に成長を遂げていくためには、製品価値最大化に

より成長のための原資を獲得するとともに、将来の成長への投資

が必要です。2021年5月の決算発表時に当社の成長戦略と投資

方針をお示ししましたが、政策保有株式の縮減により創出した約

1,000億円のキャッシュと手元資金をあわせた総額2,000～

2,500億円を、今後5年間で「創薬事業強化」「事業領域拡大」「企

業基盤強化」に向けて投資していきます。

　なかでも重視しているのが「創薬事業強化」で、研究開発力を飛

躍的に向上させるため、かつてない大規模な投資を行います。当社

の年間研究開発費は現在700億円程度ですが、これをまずは

1,000億円程度へと引き上げていきます。これとは別に、今後5年間

で1,500～2,000億円を、POC（概念実証／Proof of Concept）

を確立したパイプラインのグローバル権利の獲得や、研究プラット

フォームとの戦略的提携・取り込み、創薬ベンチャーへの投資など

に使っていこうと考えています。

「4つの成長戦略」を推進していくための「投資方針」

　さらに、「事業領域拡大」として、海外開発拠点・販売網の拡充

や、新規ヘルスケア事業、DXファンドなどへの投資を行います。当

社は新薬開発に特化した研究開発型企業として、創業300年以上

にわたる歴史を紡いできましたが、これまでにも自社創薬化合物

の開発中止が重なり苦しい時期がありました。前述したように事業

環境がますます厳しさを増すなか、研究開発の成否が業績に直結

するリスクは今後も常に付きまといます。新規事業への進出には、

このリスクを低減する狙いもあります。その第一歩として、プロスタ

グランジンや脂質などの研究成果を活かせるヘルスケア事業に着

目し、2021年2月、健康食品・機能性表示食品を主な事業とする子

会社「小野薬品ヘルスケア株式会社」を設立しました。「事業領域

拡大」に向けた投資額については、デジタル基盤の整備を中心とす

る「企業基盤強化」と合わせて、今後5年間で300～500億円

を予定しています。
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持続的成長のための戦略投資
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+

企業基盤強化

このクリフを乗り越えるため、いま最優先で取り組んでいる課題

が「新薬の創製」と「海外展開」です。5年後のクリフは海外展開

で、10年後のクリフは自社創製品の上市と、海外のさらなる成

長でカバーしていこうと考えています。10年後に有望な新薬を

上市するには、現在、新薬の卵を抱えていないと間に合いませ

んので、この1～2年が勝負の年となります。

　当社では医療ニーズの高いがんや免疫、神経、スペシャリティ

領域を重点領域と定めて経営資源を集中的に投入しており、抗

悪性腫瘍治療薬「ONO-4578（EP4拮抗作用）」、自己免疫疾

患治療薬「ONO-4685（PD-1×CD3二重特異性抗体）」に加

え、末梢神経障害治療薬「ONO-2910（シュワン細胞分化促進

作用）」、ナルコレプシー治療薬「ONO-2909（DP1拮抗作

用）」、神経変性疾患治療薬「ONO-2808（S1P5受容体作動作

用）」などの自社創製の化合物が臨床ステージに入ってきてい

ます。また、オープンイノベーションを積極的に展開するととも

に、従来の低分子創薬に加え、抗体や核酸、細胞、ウイルスなど

のモダリティも利用しながら革新的な新薬の創製に取り組んで

います。

　海外展開については、国内でPCNSL（中枢神経系原発リンパ

腫）およびWM/LPL（原発性マクログロブリン血症及びリンパ

形質細胞リンパ腫）の治療薬として発売済みのBTK阻害剤「ベ

レキシブル錠（ONO-4059）」について米国での臨床試験

（フェーズⅡ）を開始しており、年内には複数の化合物の臨床試

験開始も予定しています。米国には日本の5倍以上の市場があ

り、国内で200億円の売上規模の製品を米国に上市できれば、

約1,000億円の売上が見込めます。そうすれば、パテントクリフ

の影響をカバーするだけでなく、さらなる成長を実現することも

可能です。

３つのテーマに
最大2,500億円規模の

投資を実施

▶継続的なパイプライン拡充と海外展開

グローバル展開（中長期）

研究本部からの新規開発品

新たなグローバル導入品
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■ONO-4059（Btk阻害剤／PCNSL）

■ONO-7475（Axl・Mer阻害剤／AML等）

■CTX-177（導入品／MALT1阻害剤／B細胞リンパ腫）

■ONO-4685（PD-1×CD3二重特異性抗体／T細胞リンパ腫）

■ONO-4578（EP4拮抗剤／悪性腫瘍）

■ONO-2808（S1P5作動薬）
■ONO-2909（中枢DP拮抗剤）
■ONO-2910（シュワン細胞分化促進剤）

神　経

■ONO-4685（PD-1×CD3二重特異性抗体）免　疫

■ONO-7684（FXla阻害剤）その他
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　オプジーボの価値最大化については、胃がんや食道がんな

ど、消化器がんの領域に特に力を注いでいます。当社が販売権

を有している日本、韓国、台湾は、消化器がんの患者さんが多い

地域です。欧米では胃がんの患者数は肺がんの1/10程度であ

るのに対し、東アジアではほぼ同数で、患者さんの治療選択肢

を増やすために重要です。もちろん、市場としても大きく、仮に

国内の胃がんの一次治療にオプジーボがすべて使用されると、

約1,100億円の規模となります。また、手術後の再発予防とし

て、再発リスクの高い患者さん全員に使われれば約700億円の

規模となります。実際にはすべての患者さんに使用されるとい

うことはありえませんが、オプジーボの価値はまだまだ向上さ

せていくことが可能です。また、単剤でのオプジーボの効果は、

限定的な面もあるため、併用薬を組み合わせるなどの工夫を重

ねながら、適応がん腫や治療ラインの拡大に取り組んでいます。

　オプジーボ以外の製品については、現在は特許が切れると約

80％が即座にジェネリック医薬品へと置き換わるため、短期間

オプジーボを中心に、ポテンシャルが高い
主力製品の価値最大化に注力

で研究開発費を回収できるよう、上市後、いち早くピークセール

スに近いところまで引き上げることが重要です。そこで、メディ

カルアフェアーズ部門を中心に、製品の発売前からサイエンス

ベースで医師とのディスカッションを進めるなど、最善の準備を

して臨んでいます。今後、売上拡大が期待される製品としては、

糖尿病治療剤「フォシーガ錠」がまず挙げられます。同剤は

2020年11月に慢性心不全の効能を追加承認取得し、2021年

中に慢性腎臓病についての効能の承認取得も見込んでいます。

他にも、関節リウマチ治療剤「オレンシア皮下注」、抗悪性腫瘍

剤「ビラフトビカプセル」、「メクトビ錠」、パーキンソン病治療剤

「オンジェンティス錠」（2020年8月発売）、がん悪液質治療剤

「エドルミズ錠」（2021年4月発売）、関節機能改善剤「ジョイク

ル関節注」（2021年5月発売）など有望な製品が揃っており、そ

れぞれの製品のポテンシャルを最大限に引き出すことで、成長

のための原資を獲得していきたいと考えています。
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製品価値最大化成長戦略1

　「研究開発の強化」については、オープンイノベーションと長

年の取り組みであるライセンス活動の強化に一層力を注ぎ、順

調に成果を上げています。

　オープンイノベーションの強化については、2021年2月に米

国でスタートアップバイオベンチャーの育成を支援する民間非

営利機関LabCentralおよびMBC BioLabsとスポンサーシッ

プ契約を締結し、両者の支援を受けている企業が持つ最新情報

にいち早くアクセスできるようになりました。翌3月には、カリ

フォルニア大学創薬コンソーシアム（UC DDC）に参画し、加盟

7校の早期段階の研究テーマにアプローチしたり、UC DDC主

催のシンポジウムなどに当社の研究員を参加させたりすること

が可能になりました。とはいえ、こうした成果は、数ある取り組

みのほんの一例に過ぎません。前述した通り、国内外で約200

の共同研究が進んでいます。これらの共同研究のうち、特に有

望なものについては当社の研究員が参画することで、研究者と

してのレベルを大きく高めて帰ってきてくれることにも期待して

います。

オープンイノベーションやライセンス活動の強化など、
さまざまな形で開発パイプラインを拡充

　また、魅力的な創薬技術や化合物を持つベンチャーについて

は、M&Aという選択肢も積極的に検討しながら、研究開発力の

強化に努めていきます。

　ライセンス活動については、2020年10月に韓国のSK 

Biopharmaceuticals社と抗てんかん薬、同年12月には日本

のコーディア社と血液がん治療薬、2021年2月には米国のライ

ボン社と抗悪性腫瘍剤に関するライセンス契約を締結し、新薬

候補化合物を新たに導入しました。このうちコーディア社から

導入した粘膜関連リンパ組織リンパ腫転座1（MALT1）阻害剤

「CTX-177」およびその関連化合物については、全世界で独占

的に開発、製造、商業化する権利を獲得しています。これまで導

入品は国内で販売するというのが通常の流れでしたが、今後は

米国をはじめとするグローバルでの展開を見据えて、グローバ

ル権利の獲得も進めていきます。

研究開発の強化成長戦略2

　今後の成長の鍵を握る「海外展開」については、米国での自

社販売に向けた準備を進めています。欧米において臨床試験か

ら承認申請までを自社で行える体制を整備するため、2019年4

月にグローバル臨床開発部の機能を日本から米国現地法人に

移管しました。

　そして2021年4月には、米国現地法人のオフィスをニュー

ジャージー州からマサチューセッツ州ケンブリッジに移転し、組

織体制を強化しています。ケンブリッジには、マサチューセッツ

工科大学やハーバード大学など世界トップクラスの大学・研究

機関に加え、世界有数の製薬企業、バイオベンチャー企業が集

積しています。地理的にもニュージャージー州に比べて優秀な

人財の獲得機会も豊富です。新オフィスでは、日本人スタッフ約

10名、ローカルスタッフ約20名が一体となり、BTK阻害剤「ベ

レキシブル錠」のフェーズⅡ試験を開始し、第一歩を踏み出しま

した。今後、この開発部隊を強化するとともに、2～3年をかけて

いよいよ本格化する米国展開と、その先に見据える
「グローバル スペシャリティ ファーマ」への道

マーケティングや販売、メディカルアフェアーズ、市販後調査を

担うPV（医薬品の安全性監視／Pharmacovigilance）など

の部門も加え、米国で自社販売を行うための百数十人規模の体

制を整える計画です。

　なお、米国でターゲットとする市場については、大規模な営業

組織を必要としないスペシャリティ領域に狙いを定めています。

具体的には、「ベレキシブル錠」など、ニッチな領域で自社創製品

を2～3製品ほど上市し、それらを軌道に乗せた後、より規模の大

きな製品も手がけていくという成長シナリオを描いています。

　また、海外展開で視野に入れているのは、もちろん米国だけ

ではありません。米国で自社販売体制を確立できた暁には、文

字通り、グローバル開発・自販体制の確立をめざします。欧州は

もとより、中国やASEANにも活動エリアを広げ、世界中の患者

さんに価値ある新薬をお届けできるよう、一歩ずつ着実に進め

ていく覚悟です。

海外への挑戦成長戦略3

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション

「4つの成長戦略」の進捗
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　社会の持続的な発展を支えるESGへの取り組みについては、ス

テークホルダーの皆様からの要請なども踏まえてマテリアリティ

（重要課題）を特定し、PDCAサイクルを回しながらそれぞれの課題

に取り組むことで、継続的な強化を図っています。

　環境に関しては、2019年6月に策定した中長期環境ビジョン

「ECO VISION 2050」のもと、「脱炭素社会の実現」、「水循環社会

の実現」、「資源循環社会の実現」の3つを重点項目に定め、取り組

みを進めています。特に「脱炭素社会の実現」に向けては、「2050年

度までに温室効果ガス排出量（スコープ1＋2）をゼロにする」とい

う高い目標を設定しており、この目標は「Science Based Targets 

initiative（SBTi）」から科学的根拠に基づいた目標として、最も意

欲的な「1.5℃目標」に分類されています。また、「気候関連財務情

報開示タスクフォース（TCFD）」への賛同を表明しているほか、

2020年6月には「RE100」に加盟しました。「RE100」は、事業活

動で使用する電力を100％再生可能エネルギーで調達することを

めざす国際イニシアチブで、日本の製薬企業で「RE100」に加盟し

たのは当社が初めてです。「製薬業界における環境リーディングカ

ンパニー」をめざす企業として、高い目標にも果敢に挑み、業界全

体をリードしていきたいと考えています。

PDCAサイクルを確実に回しながら
ESGへの取り組みを継続的に強化

　社会に関しては、医薬品企業として「革新的な医薬品の創製」を

最も重要な課題と位置付け、その実現に大きく力を注いでいます。

また、2020年度は「女性活躍推進法」に基づき当社が策定した行

動計画の最終年度であり、「女性社員の定着率を90％以上にする」

という目標を5年連続で達成するなど、一定の成果を上げることが

できました。年齢や国籍、障がいの有無など、当社がめざす多様性

は性別だけに限りませんが、女性の活躍はダイバーシティ＆インク

ルージョンにおける象徴的なテーマの一つであり、誰もが働きたい

と思える会社となるため、今後も地道な努力を続けていきます。

　コーポレート・ガバナンスについては、ここ10年ほど強化の取り

組みを継続的に進めています。2020年度は、当社初の女性取締役

を社外からお迎えすることができました。2021年6月にコーポレー

トガバナンス・コードが改訂され、企業には経営の透明性と健全性

を高めることがますます求められていますが、このような社会からの

要請も踏まえながら、ガバナンス体制をさらに進化させていきます。

　また、2021年度は、社会環境の変化やステークホルダーの皆様

からのご意見を踏まえ、マテリアリティの見直しを行いました。新し

いマテリアリティに基づき、引き続き時代に即したESGへの取り組

みを推進してまいります。

　「企業基盤の強化」では、DX（デジタルトランスフォーメーショ

ン）に向けたIT、デジタル基盤の整備に注力しています。2019年の

年頭に「デジタル化元年」を宣言し、同年10月にデータ戦略部を発

足させました。同部を中心にまず取り組んでいるのは、リアルワー

ルドデータ（RWD）の全社的活用による企業活動の効率化と価値

創出です。RWDとは、匿名化された患者さんの実臨床データなど

で構成される医療ビッグデータのことで、さまざまな使い方が想定

されます。例えば、臨床試験において、プラセボ群をRWDからデー

タを取得した集団に置き換えることができれば、プラセボ群の試験

が不要となり、コストと時間を大幅に削減できます。他にも、研究や

マーケティングにおける意思決定の精緻化やアンメットニーズの

分析、市販後調査などへの活用が期待され、各社でも導入に向け

た取り組みが急速に進んでいます。こうした動きに、当社もしっか

りと追随していかなければなりません。そこで、前述した投資方針

にも「デジタル基盤の整備」を盛り込み、ビッグデータやAIを活用

IT、デジタル基盤を充実させるとともに
人財育成の新たなプログラムを始動

できる環境の構築を進めています（P38-40参照）。

　もう一つ、「企業基盤の強化」に関して触れておきたいのが、当

社にとって重要なテーマである「人財育成」です。今後、新たなイノ

ベーションを創出していくためには、イノベーションの担い手とな

る人財の育成や、社員の挑戦を後押しするような風土づくりが欠か

せません。そこで、社員の挑戦を支援するプログラムとして「Ono 

Innovation Platform」を2021年5月に構築しました（P49-50参

照）。Ono Innovation Platformは希望する社員に、イノベーショ

ンの起こし方を学び、経験し、挑戦する場を提供します。実際にベン

チャーに出向して共同作業や共同研究を行い、社内とは異なる経

験を積めるようなプログラムも用意しています。まだ始めたばかり

の取り組みですが、ふたを開けてみると予想以上に希望者が多く、

今後どのような挑戦を繰り広げてくれるのか、楽しみです。社員一

人ひとりが与えられた仕事にとどまらず、意欲的に挑戦を重ねてい

くのを支援し、イノベーションを実現できる力を高めていきます。

企業基盤の強化成長戦略4

より具体的な成長への青写真を示し、
「熱き挑戦者」として新たなステージへ

　当社は、独創的かつ革新的な新薬を持ち、世界のフィールドで

闘える「グローバル スペシャリティ ファーマ」をめざしています。

これは当社にとって悲願ともいえる目標です。小野薬品は、国内

では研究開発から承認申請、販売までを自社で行う“ファーマ”で

すが、海外では化合物をパートナー企業にライセンスアウトして

臨床試験や承認申請、販売を委ねる“ベンチャー”でしかありませ

ん。そこで、グローバルでも“ファーマ”として自立することをめざ

し、10年以上前から取り組んできました。

　わたしたち小野薬品にとってこれからの5年、10年は、この“あ

りたい姿”を実現するために極めて重要となってくる特別な時間

です。このため、きちんと目標から逆算し、各段階で成し遂げてお

くべきことをきめ細かく想定して、しっかりとした青写真として示

したい。それをすべてのステークホルダーの皆様と共有したいと

いう、強い想いを持っています。

　当社の社員は、「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」と

いう企業理念や、「熱き挑戦者であれ」という〈めざす姿〉に共感

して入社してくれています。当然、熱い情熱を持って自らの課題に

挑みます。ベースに確かな情熱があれば、後は正しい目標を設定

するだけで、創薬を支えるための人もお金も化合物も、わたした

ちのもとに集まってきます。だからこそ、目標の設定はどんな時に

も疎かにはできません。特にこれからの5年、10年、小野薬品は

新たなステージという未知の領域に踏み込んでいきます。目標を

掲げ、成長の青写真を示すことは、個々の情熱の火を絶やさない

ためにもとても大切です。そのような理由から、今年中に、まずは

前半5年間の青写真をしっかりと作り上げたいと考えています。

　わたしが望む小野薬品の新たなステージとは、掲げた目標に

到達するための魅力的な仕事がどんどん進展していくような舞

台です。掲げた目標が企業理念に適う目標であれば、その到達を

めざすことは必ず社会への貢献へとつながり、仕事は一人ひとり

の生きがいとなるはずです。そのことを明確に心に刻んで、迷っ

た時には必ず企業理念に立ち返りながら、皆が情熱を持って仕事

に打ち込める舞台を用意しなければなりません。もちろん、その

新しい舞台でも、小野薬品は変わらず熱き挑戦者たちの集団で

あり続けます。ステークホルダーの皆様には、引き続きご支援の

ほど、よろしくお願い申し上げます。
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