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「企業生命力」　第三部　生態学	

第七章　群れる 
 

n  イノベーション 
n  社会的な伝搬 
n  移動性　	

第八章　寛大な企業 
 
　　幅の広い「寛大さ」を示すことにより、企業にストレスや災害を 
　　跳ね返す力を与える。	

第九章　企業の免疫システム 
 
　　開放性（寛大さ）は「非自己」の取り込みを意味する。 
　　異物を徐々に排除するか、喜んで組織に取り込むか。 
　　また、企業との共生関係を結べるか。	

企業の発展における「調和」と「群れ」の重要性 
 
→　「適応による学習のプロセス」	

第七章　群れる	
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生態学（A.C.ウィルソン）の研究から　	

 
n  イノベーション 

　　種には新しい行動を発明する能力、潜在力がある。 

n  社会的な伝搬 

　　個人の技能を社会全体に伝播する規定のプロセスがみられる。 
　　（直接的なコミュニケーションを通じて伝播をはかる） 
 
 
n  移動性　 

　　種の中の個体は移動能力をもち、移動する。 
　　群れを形成し、群れをなして移動する。	

解剖学的要因から観た「進化が加速される種」の特性	

第七章　群れる	
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ウィルソンによるシジュウカラとコマドリの例　	
第七章　群れる	

www.digital-dictionary.net　より	

hiyoko.tv　より	

シジュウカラ　 
 
牛乳瓶のアルミシールを破る方法を、組織とし 
て学習した。 
 
雛鳥は成長し、8~10羽の群れをなして飛び回る。	

20世紀初頭、牛乳瓶からクリームを吸い上げる方法を学習し、食物として栄養源を
摂取するよう適応できたのは、シジュウカラとコマドリであった。 

コマドリ 
 
アルミシールを敗れるコマドリが現れたが、 
学習した知識を仲間に伝播できなかった。 
	

群れをなす鳥は、学習が早い。 
生存のチャンスが高く、進化が
早い。	

「群れ」重視企業の例え	

「縄張り」重視企業の例え	
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組織における群れ	
第七章　群れる	

イノベーションを発展（組織学習）につなげるには	

イノベーターの活躍の余地をのこす	

群れを作り、伝播させる	

群れ作り	

人の移動性	 社会的伝播性	

ü  前進 
ü  新しい努力への挑戦 
ü  新しい技術の学習 

ü  協調性の育成 
ü  実世界の活動に密接に結び付く 
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職務の移動	
第七章　群れる	

教育訓練に関するジョブローテーションの２つの考え方	

１．企業＝機械＋労働　という考え方	

人間＝資産	

投資から可能な限り価値を生む出す役割	

２．企業＝自己永続のためのコミュニティ　という考え方	

異動で職務を変え、経験を蓄積する 
群れの中での経験を、企業の貢献に役立たせる	
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社会的な伝播	
第七章　群れる	

チームの学習能力　＞　個人の学習能力	

すなわち、チーム編成の影響が大きい	

理想的な「群れ」とは？？？ 
 

チームの意思決定の実施に 
必要なメンバーが参加している
こと 

うーん、 
でも難しいなぁ	
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自由のジレンマとイノベーション	
第七章　群れる	

「イノベーション」「群れ」　　　　　組織的に自由度の拡大が必要	

1950’s「科学的経営管理」　　　　　あらゆる適応指令をトップダウン	
＝経営コストが巨額	

経営者によるコントロールと生態学と共通する問題 
 

縄張り、意志の力　＜　調和、「群れ」	
	

生態学とは、「適応による学習のプロセス」に他ならない	
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　ウィルソンによれば、遺伝物質の分子は生物の進化の過程で驚くべき
定常的な変化を示す。分子を構成する要素が多様性をもって進化しても、
分子の進化は定常的である。遺伝物質の生化学的な分析によって、現在
の状態に達した遺伝子の進化速度を種ごとに測定することが可能になっ
ている。	

ちょっと余談ですが	

p204 

第七章　群れる	

ちょっと 
みてみませんか？ 

分子時計（本文中では遺伝子時計）について 
触れられています。 
 
何をどうやって測るのだと思いますか？	
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分子時計のはなし	

分子時計とは 

ちょっと余談	

ヘモグロビンα鎖の分子時計 
 
例えば、ヒトと犬では16.3%のアミノ酸が置
換されているが、ヒトとサメでは53.2％の違
いがある。 
置換速度は一定と考えられるので、この差
異から両者が何万年前に同一祖先から分
岐し、種の異なる生物になって行ったかが
推測できる。	

http://www.hi-ho.ne.jp/tomiyo-de/new/evolution_and_diversity.htm　より	

1960年、エミール・ズッカーカンドル、ライナス・ポーリングによる。 
比較した生物間で観察されるアミノ酸の置換数と、化石から知られている
生物の分岐年代との間にきれいな直線関係がある。 
アミノ酸配列の突然変異が常に一定速度で発生すると仮定すると、生物間
の分子構造の違いと分子構造の時間あたりの変化量から進化系譜が構
築できる。	
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アミノ酸配列と塩基配列	
ちょっと余談	

コドン表	

アミノ酸は、3つの塩基配列で決定される 

例	

＝メチオニン	

AUGACU・・・	
A　アデニン 
U　ウラシル 
G　グアニン 
C　シトシン	1st　2nd　3rd	

UUG　フェニルアラニン 
GUG　バリン 
CUG　セリン 
 
 
UGA　終止 
 
塩基が突然変異で置換したり脱落 
することにより、アミノ酸が変化する	
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分子時計のはなし	

チトクロームc（酸化還元酵素の一種）の系統樹 

ちょっと余談	

数字は変化した塩基数を表す	

http://www.keirinkan.com/kori/kori_biology/kori_biology_2/contents/bi-2/3-bu/3-1-3.htm　より	

進化の研究はアミノ酸配列から始まったが、遺伝子配列（塩基配列）に 
おいても同様のことがいえる。 
突然変異から起こる配列の変化に比べて、進化が進んでいる種は 
適応のための配列変化がさらに進んでいる。	
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バラの剪定の例	
第八章　寛大な企業	

優良なつぼみに養分を集中する　＝　寛大さの少なさと厳しいコントロール	

使用可能な資源の最大活用	

残す枝を増やす、枝ごとのつぼみを増やす　＝　寛大さの大きい、選択の幅を 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広げる方針	

環境変化への適応、株の継続的、斬新的改良	
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分散化と寛大さ（１）	
第八章　寛大な企業	

シェルの調査では、長寿企業は寛大で、「分散化」「多角化」していた	

一定の限界を設けて 
自由にやらせていた	

n  ブッカー・マッコーネル社（ガイアナ） 
　　1900年イギリスで創業、南米での砂糖生産から店舗経営、海運、出版に進出。 
　　ブッカー文学賞を創設。 
 
n  W.R.グレース社（ペルー） 
　　1854年ペルーで創業、グアノ（自然肥料）の取引から砂糖、錫取引へ拡大。 
　　パンアメリカン航空の設立、化学が主力だが、腎臓透析サービスも。 
 
n  蘇我理右衛門（住友グループ） 
　　1590年銅の精錬で創業、商業を経て鉱山、製造業へ。現在、銀行や化学など 
　　15社を有する。	
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分散化と寛大さ（２）	
第八章　寛大な企業	

経営面における寛大さが、副次的なビジネス（多角化と分散化）を実現	

企業内に、中核ビジネスとして新しい分野に進出するためのつぼみができた	

新事業に対する寛大さが大きいので、立ち上がるまでの時間と余裕があった	

企業全体が次の段階で利益面からも進むべき方向を自然と示唆した	

n 短期的な成果は求めない 
n 多角化経営で新商品の慎重な導入を図る 
n 本業から離れた副次的な分野で、干渉を受けずに進行する	

寛大さの大きいシステム	
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分散化と寛大さ（３）	
第八章　寛大な企業	

「寛大さ」＝「忍耐」である　　多角化により、企業の結束力は増加する	

寛大さが大きくなれば、新しい人間、新しいアイデアの受け入れが容易になる	

寛大さの持つダイナミックな特性が、企業の構造を変える	

著者が多角化を推奨する一方で 
1970’sの多角化失敗の経験から、アンチ多角化の動きが20年以上つづく	

技術、政治、経済、社会に大変動がみられる時代の中で企業が生き残るには、 
「ビジネス・ポートフォリオ戦略」を徹底的に変革する能力が要請される。 
 
　　　　　新しい「コア・コンピテンシー」が必要。	
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なぜ前回の多角化時代は失敗したか	
第八章　寛大な企業	

1960’s、1970’sの多角化は、トップダウンではじまった	

企業トップによる中央のコントロールで取り組まれた 
資金供給も、優先的に行われた	

失敗パターン	

企業内の発明家やクリエーターのグループに実験のための 
時間を与え、リスクを取らせた	

現ビジネスとの関連性を問われない 
中央からのコントロールはない 
資金供給は、最小限 

成功パターン	

トップダウンよりも、限度内の活動に対する寛大さによる多角化の方が 
好成績を生んでいた	

イノベーションを生み出す 
組織的な余裕の創造が 
必要。 
余裕は企業内部の澱みに
埋もれている！	
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チリのポテト	

本流とは別の副次的なものに対する寛大さが、一般的な生き残り戦略である	

第八章　寛大な企業	

アンデス山地のポテト畑には、畑ごとに異なる種類のポテトが栽培されていた	

ü  形や色が異なる 
ü  株によって収穫数に差がある 
ü  奇妙な形の畑のあちこちの隅に、取り残されたポテトが野生化している	

災害に強い「生き残りポテト」種芋を確保できる、チリの農夫の経験上の対策	

短期的な成果の最大化をめざし、企
業の「本流」でない副業を邪魔者扱
いする企業システムは、単一農法と
似ている	

成功する企業における共通点	

n 新しい資源を活用するが、現在利用中の資源と併用する。 
n 多様な消費者ニーズに有利に対応できる能力と資源を持つ 
n 特定のビジネスに特化せず、ビジネス領域を幅広く考えて行動する 
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寛大さとコントロール	
第八章　寛大な企業	

「既存事業志向」を新規事業の「多角化志向」に変更することの難しさ	

ü  当座の利益を確保するため 
ü  コントロールへのニーズと寛大さと自由へのニーズのジレンマ	

経営者は、プレッシャーがかかるとコントロールを選ぶ	

世界の変化によりコントロールが困難になり、コントロールの 
危険性がより明確になる	

上層部の数少ない「考える」経営者の負担が極端に増加する	

意思決定が行われる能力が制限され、あらゆる判断を少数の
限られた信頼できる人間に頼ることになる	

寛大さと自由のコントロールのジレンマの解決には、 
「人の能力を高めること」と「効率的なコントロールを実施すること」が必要	

基
礎
的

進
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寛大さのマネジメント	
第八章　寛大な企業	

n  戦略は、「もつ」ことではなく「実行する」こと 
n  「舵取り」	

経営技術	

戦略と舵取りの技術からみてみる	

船と同じように企業にも指揮命令システムがあり、各人は決められた
通り、割り当てられた役割を果たす。 
「船」「企業」＝人が乗り込む資産である。 船主の利益のために、

港から港へ航海する	

リビングカンパニーは生きた組織。自己の可能性を広げながら旅を続ける。 
舵取りはいない。ステップごとに前進する。 

権威のある海図もなく最
終目的地もわからない	

対
照
的	

企業の行方は事前に設定できない。一歩一歩踏み固めつつ、 
未知の世界へと前進する。歩き踏み固め道ができる。	
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新しいタイプのリーダーシップ	
第八章　寛大な企業	

企業は無条件に一人に舵取りを委ねる必要はない	

＝「学習としてのプランニング」活動に参画する頭脳集団の数が減少する	

舵取り役に代わる状況を組織内に設定しておく	

企業全体で 
環境をチェック	

次のステップ
を決定	

進出する分野
を決定	

進出時期を 
決定	

企業のすべてのメンバーが各自のレベルで業務を遂行できる環境を築く	

ラシェール・ボードルによる新しいタイプのリーダーシップ	

n  新しく開放的で階層的でない環境を設定する 
n  自由な行動を認める意向を示す 
n  変化の必要性の認識と需要の幅を広げるための時間を設定する 
n  リスクを取ることを奨励する、学習であればミスしても罰しない 
n  権威を排除し階層をなくし、学習しやすい環境を整備する 
n  必要なフィードバックを行う 
n  チームワークのための環境をつくる	

経営者にもプランナー
の助力が必要！	
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企業の免疫システム	
第九章　企業の免疫システム	

企業の健康が、企業内外から恒常的に受ける種々の攻撃	

企　業	

全体の
一部とな
りたくな
い個人	

全体の一部と
なりたくない
グループ	

全体の
一部とな
りたくな
い個人	

「フルメン
バー」でない
グループ	

多様な
期待を
抱く顧客	

M&Aにより新
しく加わる経営
者の一団	
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M&A	
第九章　企業の免疫システム	

M&Aの2つの目的	 1.  変化を起こさず、学習もせずに能力を取得する 
2.  競争の激しい世界で企業を大きくする手段	

M&Aにより企業の免疫システムが機能し始める 
＝外来カルチャーの拒否	 外部から人、考え方、

価値観を企業内に取
り込むことを意味する	

社員数の25％の人員を要する企業を買収＝総数の25％の他者の侵入の受容 
他社との50対50の合併＝お互いが50％の他者を包含	

ほとんどの吸収合併はパートナーとしての寛大さの限界を超過	

n  1950～1986年に行われたアメリカ主要33社による2700のM&A事例で 
　　50～75％の失敗率（M.ポーター、1987） 
n オランダの研究でも、60％の失敗率（1988）	
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ロイヤル・ダッチ・シェルの合併事例	
第九章　企業の免疫システム	

ロイヤル・ダッチ株式会社	 シェル輸送・貿易会社	

1907年　ロイヤル・ダッチ・シェル	

合併	

1950’s中頃　新人事方針導入　シェル・コミュニティ成立	

2つの本社を中心とする世界的統合組織へ	

事例１	

事例２	

1970’s初期　ロイヤル・ダッチ・シェル社が金属企業ビリトン社を買収	

シェルの支配がビリトン社の許容範囲を超え、拒否反応→死亡	

ビリトン社に期待していた利益を刈り取ることができなかった	
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共生と寄生	
第九章　企業の免疫システム	

侵入者の選択	

n  企業との共生を図る（共生侵入生物） 
n  他を排除して自己利益の追求を行う（寄生生物）	

企業の問題	

一度取り入れたものや考え方の 
取り扱いに確信が持てない	

寄生物（寄生人間） 
ü  自分の去就を自分で決める 
ü  自己利益tのために働き、異なるルートを経て退社する 

共生生物 
ü  「協力的に行動する」　組織が結束力の高い単一目的集団として機能する
ために協力して働く 

ü  定年で退く	

企業の健康を守るためには、予防薬と相互協力体制の整備が最善 
n 新入社員に対し、社員全員が遵守すべき価値システムがあることを徹底する 
n 長期的な調和を原則とする暗黙の契約が存在する	
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また余談：実はこんな古い企業なのです	

1604年（慶長9年）	 	●田邊屋又左衛門、家康よりルソンへの渡航朱印状を下付される	
1670年（寛文10年） 	●初代田邊屋五兵衛、分家する	
1678年（延宝	6年）	 	●初代田邊屋五兵衛、大坂土佐堀で「たなべや薬」を看板に独立開業（創業）	

1688～（元禄年間）	 	●初代田邊屋五兵衛、「黒川大和大掾藤原金永」の称号を禁裏より授かる	
1791年（寛政3年）	 	●六代田邊屋五兵衛、薬種中買株仲間に正式加入	

1855年（安政2年） 	●十一代田邊屋五兵衛、道修町（現本社の位置）に新店舗を構える	
1870年（明治3年） 	●他社に先駆け洋薬取り扱いを始める	
1882年（明治15年） 	●神戸アーレンス商会から独ハイデン社製サリチル酸の一手販売権を得る	

1885年（明治18年） 	●大阪市北区南同心町に製薬場を建設	
1916年（大正5年） 	●大阪市北区本庄川崎町に最新式製薬工場を建設	

1922年（大正11年） 	●自社新薬第1号・止瀉剤アヂナミンを製造	
	 	●新薬部門と貿易部門を設置	

1925年（大正14年） 	●小野田工場（山口県）を建設	

1930年（昭和5年） 	●本庄工場に研究室を独立設置	
	 	●エビオスを販売	

1933年（昭和8年） 	●田邊五兵衛商店を株式会社田邊五兵衛商店に改組	

1939年（昭和14年） 	●加島工場を建設（現:大阪工場）	
1943年（昭和18年） 	●社名を田邊製薬株式会社と改称	

	

http://www.mt-pharma.co.jp　より	

また余談	
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また余談：合併企業のメンバーの意識の違い	
また余談	

　時間があれば、 
少し紹介させてください 

2008年、田辺製薬（T社）と三菱ウェルファーマ（M社）との合併から約1年 
「リーダーシップ」と「研究所員のパフォーマンス」に関して修士論文研究を行った。	

研究所員200名以上にアンケート調査を実施、共分散構造分析により 
想定した概念モデルへのあてはまりを調べた。	

解析の結果、当初の概念モデルはあまりあてはまらなかった。 
特性が異なる人たちを合わせることで、不明瞭な結果に。	

＝T社とM社の出身会社の違いにより、
メンバーの特性が異なっていた。	

出身会社を分けて解析することで、それぞれの 
出身会社の組織の様子の違い、求めるものの違いを 
改めて実感した。	


