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化学会社からライフサイエンス会社に
完全に脱皮したバイエル

Point
❶	 	バイエルは創業以来 150 年余を経過した。その間に合成染料、医薬品、高分子分野で数多くの金

字塔を建ててきた名門化学会社である。
❷	 	2000 年代前半からライフサイエンス志向を明確にしてきたが、2015 年から完全なライフサイ

エンス会社への脱皮を開始した。
❸	 	2016 年の M&A により世界最大のアグリビジネス会社となる。しかし医療用医薬品事業の成長

力の低さに一抹の不安がある。

ライフサイエンス会社への完全な脱皮中
2014 年 9 月にドイツの名門総合化学会社バイエ

ルは、①今後はヘルスケア事業とアグリビジネス
事業（農薬と遺伝子組み換え作物）に集中すること、
②マテリアルサイエンス事業（ポリウレタンとポ
リカーボネート樹脂）を別会社に分離し、1 年〜
1 年半以内に上場させる計画であることを発表し
た。同年 10 月には米国メルクから一般用医薬品
事業を買収し、ヘルスケア事業を強化した。これ
により一般用医薬品事業としては、グラクソ・ス
ミスクライン・コンシューマー・ヘルスケアに次
ぐ世界第 2 位の地位を確保し、北米、中南米地域
ではリーダーとなった。そして計画どおり 2015
年 10 月にはマテリアルサイエンス事業をコベス
トロ社として分離・上場し、公募価格を約 10% 上

回る初値を付けて順調に滑り出した。さらに 2016
年 9 月には世界最大のアグリビジネス会社である
米国モンサントの買収を発表した。このようにバ
イエルは化学会社からライフサイエンス会社への
完全な脱皮中である。ただし、現代のライフサイ
エンスは、合成医薬品や化学農薬はもちろん、バ
イオ医薬品も遺伝子組み換え作物も「化学」を「生
物」分野に応用する科学技術となっていることを
見落としてはならない。バイエル社は「素材」を
切り捨てたが、「化学」から離れたわけではない。

バイエルの建てた多くの金字塔
バイエルは解熱鎮痛薬アスピリン TM の開発会

社として知られている。1899 年に発売されたアス
ピリンは現在も使われている。新薬が次々と生ま
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れ、古くなった医薬品が生産・発売中止になる歴
史が繰り返される中でアスピリンは世紀を超えて
使われてきた。しかも近年、抗血小板薬としての
新たな効能が認められ、さらに別の効能も追求さ
れている。

バイエルはアスピリン以外にも 150 年余の歴史
の中で図表 1 に示すように、医薬品、農薬、合成
染料、ゴム薬品、高分子と非常に多彩な分野にお
いて多くの金字塔を建ててきた。農薬（1891 年合
成殺虫剤）、ゴム薬品（1912 年有機加硫促進剤）、
合成ゴム（1916 年メチルゴム）、熱帯病医薬品

（1920 年ゲルマニン TM）は、バイエルが世界で
最初に開拓した分野である。また、催眠薬バルビ
タール、化学療法薬（合成抗菌剤）サルファ剤、
合成高分子ポリウレタンとポリカーボネート、三
大合成繊維のひとつのアクリル繊維、アクリル繊
維向け染料として知られるカチオン染料などの大
型商品も生み出してきた。

2度の敗戦の痛手を乗り越えた歴史
バイエルの長い歴史を詳しく述べる紙数の余裕

はないが、バイエルの基本的な性格を理解するた
めに主要な点を押さえておきたい。バイエルは多
くのドイツの化学会社と同様に合成染料企業とし
て生まれた。1863 年に染料商の Friedrich Bayer

（1825 〜 1880）と染色業者の Johann Friedrich 
Weskott（1821 〜 1876）が共同してコールタール
を原料に合成染料の製造を開始したことに始ま
る。苦しい時代が続いたが早くから米国やロシア
に販売網を広げた。早くからグローバル志向の会
社であった。創業者が亡くなった後、1881 年に会
社組織に移行した。1880 年代には Carl Duisberg

（1861 〜 1935）ら新採用の技術者が活躍し、バイ
エルは急速に成長して同じくドイツの染料会社で
あった BASF やヘキストに追いついた。それと並
行して 1890 年代後半から合成医薬品に進出し、解
熱鎮痛薬、催眠薬などで次々と著名な新製品を生
み出した。医薬品分野でバイエルはヘキストとは
競合したが、BASF はこの分野に力点を置かず、現

在まで続くドイツ会社間でのすみ分けが生まれた。
1910 年代にバイエルは合成ゴム分野を開拓し、

第一次世界大戦中に英国の海上封鎖によって天然
ゴムの入手難に陥ったドイツのゴム需要を支え
た。ところが、ロシア革命と第一次世界大戦での
ドイツ敗戦によって、多くの海外資産、特許権、
海外市場を失った。特に米国ではバイエルの商号
も、また有名なバイエル十字の商標までも奪われ
てしまった。これに対してバイエルのトップ経営
者となっていた Carl Duisberg（在任期間 1912 〜
1925）は BASF の Carl Bosch と図り、ドイツの
大部分の化学会社を大合同させてイーゲー染料工
業（1925 〜 1953）を生み出した。イーゲー染料
工業は第一次大戦によって失った合成染料の世界
市場を取り戻すばかりでなく、基礎化学品、合成
ゴム、プラスチック、合成繊維、化学療法薬など
第二次世界大戦後に大きく花開く新分野・新製品
を多数開発した。しかし、再び第二次世界大戦の
ドイツ敗戦によって海外資産、特許権、海外市場
を失い、さらに東西ドイツに分断されることと
なった。連合軍によってイーゲー染料工業の解体
が図られ、1953 年にバイエルは再生した。

2 度にわたる敗戦によって大きな痛手を受けた
ものの、再生したバイエル、BASF、ヘキストの

図表 1　バイエルが開発した有名な製品
年 製品
1888 解熱鎮痛薬フェナセチン
1891 世界最初の合成殺虫剤アンチノニン
1899 世紀の医薬品・解熱鎮痛薬アスピリン
1904 催眠薬ベロナール（バルビタール）
1912 世界最初の実用的有機加硫促進剤
1914 種子消毒剤ウスブルン
1916 世界最初の合成ゴム（メチルゴム）
1920 アフリカ睡眠病薬ゲルマニン
1924 ゴムの老化防止剤
1930 キニーネ代用薬アタブリン
1930 有機水銀系種子消毒剤セレサン
1934 各種合成ゴム（BR、SBR、NBR）
1935 化学療法薬サルファ剤
1943 ポリウレタン（合成樹脂、ゴム、繊維）

1950年頃 殺虫剤ホリドール（パラチオン）
1958 ポリカーボネート樹脂
1960 カチオン染料
1976 EBI剤系殺菌剤バイレトン
1986 ニューキノロン系合成抗菌剤シプロベイ
1992 ネオニコチノイド系殺虫剤

イミダクロプリド（アドマイヤー）
出所：筆者作成
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ドイツ 3 社は競争して力強く成長し、西ドイツ経
済の奇跡の復活を支えた。石油化学、高分子、農
薬などの戦後急成長した新分野に関して 3 社は競
合しつつも微妙にすみ分けた。バイエルは 3 社の
中で最も石油化学のウェイトが少なかったため
1960 年代には 3 社の中で最も成長率が低かった。
しかし、アクリル繊維を主体とした合成繊維、ポ
リウレタン、ポリカーボネート、ABS 樹脂を中心
とした高機能なプラスチック、伝統ある合成ゴム
と、自社開発製品を中心とした堅実な石油化学・
高分子の展開を行った。また医薬品、農薬、染料、
写真感光材料などのファインケミカル製品も順調
に伸ばしたため、3 社の中では最も総合化学会社
らしい、バランスのとれた事業構成を保った。一
方、1954 年に米国モンサントとの合弁会社モーベ
イを設立し、米国での事業展開を早くも再開した。

このようにバイエルは、ドイツ三大化学会社の
中では目立つ派手な動きが少ないものの堅実な経
営を続けてきた。

1970年代以後の国際展開による成長
1970 年代には石油化学技術の成熟化が明確と

なった上に、2 度にわたる石油危機によって事業
環境が大きく変わった。西欧市場の高度成長はも
はや望めなくなった。バイエルは 1970 年代に米
国医薬品市場に本格的に参入するため 1974 年に
カッター、1978 年にマイルスの両医薬品会社を買
収し、1988 年には米国にも医薬品研究所を設立し
た。バイエルは 1970 〜 80 年代に北米とアジアを
中心に成長し、事業分野としては医薬品、農薬、
高機能プラスチックのウェイトが高まった。石油
危機以後、先進国での石油化学事業の成熟化・不
振が明確になり、多くの化学会社が石油化学事業
の設備過剰対策から、さらに事業再編成や石油化
学事業からの撤退に追い込まれていった。しかし、
バイエルは、もともと石油化学汎用品事業のウェ
イトが低かったために打撃は少なかった。

1990 年のドイツ再統一後は旧東ドイツのビッ
ターフェルドに新工場を建て 1994 年から生産を

開始した。1990 年にはカナダのポリサーゴムを買
収して世界最大の合成ゴム会社になった。1993 年
にはバイエルにとって最初のバイオ医薬品（遺伝
子組み換え医薬品）である血友病治療薬コージネー
ト TM の販売を開始した。化学工業を取り巻く環
境が大きく変わった後もバイエルは着実に歩を進
めてきた。1994 年に米国スターリングウィンス
ロップの一般用医薬品事業を買収するとともに、
実に 75 年ぶりに米国でのバイエルの商号、商標
を取り戻した。こういうところにバイエルという
会社の息の長さを見ることができる。

しかし、ドイツの基盤を離れてグローバル化を
進め、特に米国にのめり込みすぎたことによる挫
折がバイエルの目の前で起こった。それはヘキス
トの消滅であった。ヘキストは 1970 年代から米
国進出を進め、1987 年にセラニーズを買収してヘ
キスト・セラニーズになり、1997 年にフランスの
ルセル・ユクラフ（50% 株式所有）を完全買収し、
さらに同年、米国の医薬品会社のマリオン・メレ
ル・ダウを買収して一躍世界最大の化学会社ヘキ
スト・マリオン・ルセルになった。ところが 1998
年から汎用プラスチック、合成繊維、フィルム、
エンジニアリングプラスチックなどドイツのヘキ
スト以来の伝統ある強い事業を次々に分離・売却
し、医薬品とアグリビジネスの会社を志向するよ
うになった。そして同じ戦略を進めてきたフラン
スのローヌプーランと 1999 年末に合併してアベ
ンティスとなった。ところがアベンティスとして
落ち着かないうちに、アグリビジネス部門は 2001
年にバイエルに買収され、残った医薬品部門も
2004 年にフランスのサノフィ・サンテラボに買収
されてフランスの会社サノフィ・アベンティス

（2011 年にサノフィに改称）となった。こうして
ドイツ三大化学会社の一つであったヘキストは、
グローバル化の中で事業利益率のみを追いかける
うちに完全に消滅した。

2000年代以後の事業再編
バイエルは 2000 年代になるとヘキストと同じ
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ように、石油化学事業離れとライフサイエンス強
化の戦略を明確にした。図表 2 に示すように 2000
年に英国 BP との合弁会社で進めてきたナフサ水
蒸気分解事業（オレフィン、芳香族炭化水素製造）
から撤退し（持ち株を BP に売却）、2001 年には
アクリル繊維事業をイタリアの会社に売却した。
また、デジタルカメラの急速な普及によって写真
感光材料事業の急速な縮小に直面したことから
2002 年にアグファ・ゲバルトの株式を売却した。
その一方で 2000 年にはポリオール事業の買収に
よってウレタン事業を強化し、またすでに述べた
ように 2001 年にはアベンティスのアグリビジネ
ス部門を買収した。2003 年にバイエルはホール
ディング会社となり、傘下にヘルスケア（医薬品）、
クロップサイエンス（アグリビジネス）、マテリア
ルサイエンス（合成ゴム、ABS 樹脂、ポリウレタ
ン、ポリカーボネート、化学品）の 3 事業会社と
三つの小さなサービス会社を持つ体制になった。

バイエルの事業再編はなおも続き、2005 年にマ
テリアルサイエンス会社の合成ゴム、ABS 樹脂、
化学品事業をランクセスとして完全に分離し、売
上高から見た企業規模が急激に縮小した。一方、
同年にはスイスの医薬品会社ロシュの一般用医薬
品事業の買収、翌年にはドイツの名門医薬品会社
シェーリングの買収を行い、ヘルスケア事業を強
化した。こうして 2000 年代前半に行われた大規

模な事業再編を終え、その後は、ほぼ 10 年間、3
事業会社体制にできたが、冒頭に述べたように
2015 年にマテリアルサイエンスを完全に分離独立
させ、バイエルはライフサイエンス会社に移行中
である。

一抹の不安材料
2000 年代の 2 回にわたる大規模な事業再編に

よってバイエルは、消滅したヘキストやローヌ
プーラン、今回買収されるモンサントを追うよう
に、化学品、高分子事業を捨ててライフサイエン
ス事業に特化した。その成果は図表 3 に示すよう
に、世界トップの化学会社 BASF と比較しても売

図表 2　バイエルの 2000 年以後の再編成の動き
年 動き
2000 BPとのオレフィン合弁会社の株式売却
2000 米国ライオンデルケミカルのポリオール事業を買収
2001 アクリル繊維事業を売却
2001 フランスのアベンティスクロップサイエンスを買収
2002 アグファゲバルトの株式を完全売却
2003 組織再編によりホールディング会社、3事業会社とサービス

会社の体制
2005 スイスのロシュの一般用医薬品事業を買収し、一般用医薬品

で世界トップ3入り
2005 ランクセス社を分離し、化学品事業と高分子事業の一部（合

成ゴム、ABS樹脂）を移管
2006 ドイツの医療用医薬品会社シェーリングを買収
2014 米国メルクの一般医薬品事業を買収し、一般医薬品で世界2

位に
2015 マテリアルサイエンス（ポリウレタンとポリカーボネート事

業）をコベストロ社として分離し、ライフサイエンス事業に
集中

2016 モンサント買収を発表、アグリビジネスで世界1位に
出所：筆者作成

図表 3　バイエルと BASF の業績推移
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上高、営業利益率で大きく水をあけている。利益
率の低い事業を切り捨て、高い事業に集中する戦
略の成果が表れていると言えよう。

バイエルが歩んでいる道はヘキストと同じなの
で、同じ轍を踏まないか懸念される。しかし、そ
の歩みは 10 年以上をかけた慎重なものであり、
この点は評価されよう。しかも図表 4 に示すよう
に 2000 年代にアジア大洋州市場が急成長したた
めグローバル化が進んで欧州のウェイトが低下し
ても米国への依存度が極端に高くはなっていない
こともヘキスト消滅前の状況とは異なる。ただし、
2016 年決算時点では、株式をまだ 64% 持ってい
るコベストロが連結対象となり、一方モンサント
は買収前なので決算に算入されていないことに留
意が必要である。コベストロのウレタン事業はア
ジアのウェイトが高く、モンサントは米国のウェ
イトが高いと考えられるので、ライフサイエンス
会社への脱皮完了時点では北米のウェイトが相当
に高まることが予想される。また、コベストロ株
式の完全売却とモンサントの買収完了の時点でバ
イエルの売上高に大きな落ち込みはなく、2005 年
のランクセス分離の時のような企業規模の急激な
縮小はないと予想される。

なお、モンサントの買収については、昨年 12
月にモンサントの株主総会で圧倒的多数で承認を
得たが、次の関門である各国独占禁止法当局との
折衝に最低 1 年は必要であり、買収実行は 2018

年以降になる見込みである。世界のアグリビジネ
ス業界では中国化工によるシンジェンタ買収、ダ
ウケミカルとデュポンの合併とアグリビジネス会
社などへの分割も同時に進行中であるが、モンサ
ントを買収後のバイエルが世界 No.1 のアグリビ
ジネス会社になることは確実である。

バイエルの進めている戦略の中で最も懸念され
ることは、バイエルのヘルスケア事業の主力であ
る医療用医薬品事業が世界の医薬品会社の中でベ
スト 10 に入らないどころか、15 位程度で低迷し
ている点である。医療用医薬品の売上規模でバイ
エルは世界トップの米国ファイザーやスイスのノ
バルティスの 3 分の 1 程度にすぎない。大型医薬
品売上高のベスト 10 の 7 割〜 8 割をバイオ医薬
品、特に抗体医薬品が占める最近の医療用医薬品
市場において、バイエルには大型のバイオ医薬品
がなく、化学医薬品を含めてもバイエルはベスト
20 に辛うじて 1 件入る程度である。世界の医療用
医薬品会社が、早急に成長力を得るためにバイオ
ベンチャーを買収して抗体医薬品のシーズを入手
する動きが活発になっているのに対して、バイエ
ルにはそのような動きがあまり見られない。すで
に述べたようにバイエルには自社開発技術を中心
とした内部成長重視の体質であるためと考えられ
る。ライフサイエンス会社に完全に脱皮した暁に
は医療用医薬品事業の成長力強化に向かうものと
予想される。

図表 4　バイエルの地域別売上構成比
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（注）		中東・アフリカは2016年は欧州、2007年は中南米、1997年は
アジア大洋州に含まれる。

出所：アニュアルレポートより筆者作成

図表 5　バイエルの事業別積算売上高
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出所：アニュアルレポートより筆者作成
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