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要旨
近年、外資系製薬企業は中国市場に注目しており、中国への投資は年々増加し
ている。そのような状況の中で、中国製薬企業の国内売上高が下がる一方で、外
資系製薬企業は中国でのシェアを伸ばしていた。国内のシェアを縮小していると
いう状況で、中国製薬企業の市場シェアの復旧、グローバルな経営戦略の構築が
必要だと考えられる。中国の西洋薬製薬企業には海外と比べると優位性がないと
考えている。そして、中国漢方製薬企業が海外で事業展開の可能性があるが、漢
方製薬企業の競争優位の構築が必要であると考えている。競争優位を構築するた
め、企業内ネットワークの構築という研究課題に考え始めている。そこで、組織
内ネットワークの構築の重要性を明らかにすることが本研究の目的である。
本研究では、日中で圧倒的な市場シェアを獲得し、海外事業も積極的に展開し
ている老舗漢方製薬企業の日本の株式会社ツムラ、中国の北京同仁堂グループ有
限公司の分析を試みる。その 2 社の事例分析を通じて、企業の海外での競争優位
を構築するために、組織内ネットワークの構築の重要性を取り上げる。その 2 社
は事例として、企業内ネットワークの類型に関する理論を基づき、ネットワーク
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の構築における重要性を明らかにする。特に、取りあげる 2 社の分析結果をまと
めた上で、日中漢方製薬企業における経営戦略を中心に、結論を導き出す。

Abstract：
Foreign pharmaceutical companies are focusing on the Chinese market, and their
investment in China has been increasing year by year. Under such circumstances, while
the domestic sales of Chinese pharmaceutical companies were declining, foreign
pharmaceutical companies were increasing their market share in China. In this situation
of shrinking domestic market share, it is necessary for Chinese pharmaceutical companies
to restore their market share and build a global business strategy. Western pharmaceutical
companies in China do not have an advantage over their overseas companies. And
although there is a possibility for TCM （Traditional Chinese Medicine）pharmaceutical
companies to expand their business overseas, that it is necessary for Chinese herbal
pharmaceutical companies to build their competitive advantage. To build competitive
advantage, we are beginning to think about the research problem of building an intraorganizational network. Therefore, the purpose of this study is to clarify the importance
of building an intra-organizational network.
In this study, we will analyze listed TCM pharmaceutical companies in Japan and
China that are well-established, maintain an overwhelming market share, and are actively
developing their overseas business. One company is Tsumura Corporation in Japan, and
the other is Beijing Tong Ren Tang Group Limited Liability Company in China. The two
companies will be used as case studies to illustrate the importance of networking based
on the theory of intra-ﬁrm networking. To summarize the results of our analysis of the
two companies and draw some conclusions, focusing on the management strategies of
Chinese herbal pharmaceutical companies in Japan and China.
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1．はじめに
1−1

本研究の背景

外資系製薬企業は中国の市場を重視し、2007 ～ 2013 年の 5 年間で外資系製薬企業は中
国に投資拡大が見られた。多くの外資系製薬企業は新興国市場へのアプローチしている。
そういう状況の中で、中国製薬企業の国内売上が減少している一方で、外資系製薬企業が
中国市場で高いシェアを獲得していた。中国の西洋薬製薬企業には海外の企業と比べると
優位性がないと考えている。しかし、中国漢方製薬企業は海外事業展開の可能性があり、
海外事業展開に伴い海外で競争優位を構築することが必要である。そのために、問題意識
をもとに、組織内ネットワークの構築について分析を行う。
1−2

本研究の目的

中国漢方製薬企業に関する組織内ネットワークについて検討する。特に、ツムラと同仁
堂の事例を分析した上、そのネットワークの構築の目的及び効果をもとに、組織内ネット
ワークの類型を明らかにする。また、戦略の視点から、組織内ネットワークの構築の重要
性を明らかにする。
1−3

研究方法

理論的アプローチと文献調査、およびケーススタディを組み合わせる。主に、2 つの事
例を対象として、公的機関の調査報告書と各社のホームページの情報、中長期の経営計画
などを分析し、結論を導き出す。

2．先行研究
まず、ネットワークという語の一般的な語源は ｢網の形状をした細工｣ というものであ
るが､ そこから派生してさまざまな意味を持っている。また、ネットワークの効用につい
て、藤沢（2012）は、資源ベース・ビュー（resource-based view）の長所、すなわち、必
要とされる技術やブランドなどの多国籍企業の国際戦略提携における内部化型ネットワー
ク型ケイパピリテイの特定ポートフォリオに関連したパートナーの選択意思決定を洞察す
ることにもつながる。その戦略的提携は、グローバル企業にとって，海外市場へ参入する
戦略の中でも、比較的リスクが少なく，知識の移転と獲得など組織学習を達成できる有効
な戦略である。企業のイノベーション創出のための提携能力に着目している（高橋・菅津、
2009）。
また、長期的な取引関係のなかで情報の交換が進展し、取引条件の弾力的で迅速な調整
や効率的な開発、生産が可能となっている（後藤、1992）と論じている。これにより、組
織間ネットワークが持つ機能を明らかにし、組織に競争優位性を与えるメカニズムを示す
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ことができると考えている。
次に、ネットワークにおける分類の必要性を取り上げる。ネットワークという語が異な
る意味で使われているため､ 同じネットワーク組織という名称であっても､ その意味する
ものは多様に異なっている｡ 例えば、ネットワーク組織という言葉があって、それが組織
間組織としての組織間ネットワーク組織である。それと一つの組織の内部で構成されたネ
ットワークを利用する組織内ネットワーク組織では異なる管理が必要であると考えられる
ため､ 異なる分類とする｡
それから、崔（1998）は、組織内ネットワーク組織の一般的な性質について、組織内ネ
ットワーク組織はその組織構造として必ずしもネットワーク構造を持つもの、水平関係だ
けで構成されるもの、組織全体をカバーしているものではなく、程度の問題が存在するこ
とになることである。そして、彼らは情報型、協働型、市場型組織内ネットワークに分類
される。
具体的には、情報型ネットワーク組織は､ 情報伝達の迅速化と情報の多重利用を目的と
して､ 電子的情報伝達手段を利用する組織であり､ 特に組織の情報伝達面に大きな影響を
与える｡ そして、組織内部で自由にコミュニケーションがとれる一方で、情報の信頼性が
高いという特徴がある（崔、1998）。
協働型ネットワーク組織は､ 業務実行の迅速化と人材の多元活用を目的として､ チーム
を積極的に利用する組織であり､ 組織の業務実行面に大きな影響を与える。それが多様な
学習の促進には､ 異なる専門分野の専門家との協働や相互作用が重要な役割を果たしてい
る特徴であり、ネットワーク内の組織同士がつながり、深いコミュニケーションをとる（崔、
1998）。
市場型ネットワーク組織は､ 対立調整の迅速化と企業家精神の向上を目的とし､ そのた
めの手段として組織内に市場原理を導入する組織であり､ 組織の対立調整面に大きな影響
を与える｡ 組織内部の各事業主体が取引する際の内部振替価格が外部市場価格に連動して
おり､ 各自に取引の自由があるため､ 従来は組織外部の競争から保護されていたような事
業主体も競争にさらされることになる（崔、1998）。

3．事例分析
本研究の事例分析では、日本の大手漢方製薬企業株式会社ツムラ（以下はツムラ）と中
国の大手漢方製薬企業北京同仁堂グループ有限会社（以下は同仁堂）を取り上げる。これ
ら 2 社を選択した理由について以下に述べる。
最初に、ツムラを選択した理由は 2 つある。第一に、ツムラは日本の老舗漢方製薬企業
だからである。日本の漢方薬業界の巨頭であり、日本国内で圧倒的な市場シェアを占めて
いる。1893 年創業から 100 年以上の歴史がある。創業者の初代津村重舎は「良薬は必ず
売れる」という信念から、母の実家の藤村家に伝わる婦人薬「中将湯」で、東京・日本橋
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で創業した。その後、高品質な漢方製剤を 40 年以上造り続けてきて、近年日本の医療用
漢方製剤の市場シェアが 80％以上を占めている。
第二に、海外事業展開について、中国、ラオス、アメリカで生産・販売・研究・開発を
中心に、さまざまな経営活動を実施している。特に、中国において、漢方薬事業を積極的
に展開している。2001 年、上海津村有限会社を設立し、中国で生薬の栽培研究を始め、
深セン・天津に進出した。2014 年、中国中医科学院と蒼術（漢方薬の品種）の共同研究
契約に調印し、新領域で漢方薬の研究開発ということを開始している 1。2016 年、津村（中
国）会社を設立し、天津盛実百草中薬テクノロジー（中国）と業務提携を締結した。アメ
リカに、2016 年度に漢方薬「TU−100 大建中湯」を術後イレウス治療薬として米 FDA（Food
and Drug Administration）に申請した。米国上市を目指す主力製品である大建中湯は、米国
で臨床薬理試験が進められ、後期第 II 相試験を終了させ、第Ⅲ相試験を始めている。また、
ツムラは生薬栽培技術の向上を目指し、ラオスで自社の栽培工場を立ち上げている。
また、同仁堂を選択した理由として以下の 2 点があげられる。第一は同仁堂が老舗企業
で、中国の大手漢方製薬企業だからである。北京同仁堂は 1669 年設立して以来、「特殊な
処方、高品質的原料薬、技術を磨く、顕著的薬効」の漢方薬を生産している。中国国内で
信頼性が高い、雍正元年（1723 年）から迅速に発展している。特に、2001 年に北京同仁
堂グループ株式会社になって、国内の事業を拡大する同時に、積極的に同仁堂薬局チェー
ン店の形で、海外の事業も展開している。
第二に、薬局チェーンの形として、同仁堂は販売窓口、中国伝統医学のクリニック、養
生センターなどが含まれ、海外 30 ヵ国・地域に約 140 拠点を設けている。現地で最大規
模の中国医学養生保健センターも開設し、養生の考え方に基づく保健事業発展の新モデル
をうち立てた。大まかな統計によると、海外で診察した患者は 3 千万人に達した 2。
次に、2 社の概要を取り上げる。
表1

株式会社ツムラの概要

出所：当該社 HP により筆者作成
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まず、表 1 で示されるように、経営理念を「自然と健康を科学する」、企業使命「漢方
医学と西洋医学の融合により世界で類のない最高の医療提供に貢献する」としている。こ
の理念に基づき、漢方・生薬事業は、世界を見渡しても他に手本のないビジネスになる。
特に生産・研究開発・営業どの職種においても一人ひとりがプロ意識をもって、追い求め
るべきものが何かを自ら考え行動しなければならない。そのため、「人」一人ひとりを基
盤に置いた TSUMURA−DNA ピラミッドを定め、ツムラグループ企業全体で人財の養成
に取り組んでいるとツムラが主張している 3。
また、ツムラが日本の伝統に培われた「漢方医学」と「西洋医学」との科学的裏付けを
もった融合により、人々の健康と医療に貢献するとともに、持続可能な社会の実現を目指
す。そのため、ツムラ社およびその役職員は、次の行動原則に基づき、国の内外を問わず、
関係法令、国際ルールおよびその精神を遵守し、高い倫理観をもって社会的責任を果たす
ことにしている。具体的には、高品質な漢方薬の供給により医療に貢献、科学的かつ厳正
な研究、適正使用の推進、医療関係者・患者等との信頼関係の構築である。公正で自由な
競争を通じ、適正な取引と流通を行い、情報には適正な保護と厳重な管理を施す。さらに、
積極的かつ公正な情報開示を行い、開かれた会社の創造、環境との調和を図るために積極
的に行動する 4 ということである。
最後に、ツムラの HP により、長期的な経営目標は、「漢方」を通じて人々の健康に貢
献する価値創造企業となり、「漢方のツムラ」では、国内のどの医療機関・診療科におい
ても、患者様が必要に応じて漢方を取り入れた治療を受けられる医療現場の実現に貢献す
る。それから、世界に手本のない漢方ビジネスにおいて、自らが新しい道を開拓すること
ができ、誰からも信頼される人の企業集団になるという「人のツムラ」を通じて、「グロ
ーバル・ニッチのツムラ」であるツムラグループの持つ技術・ノウハウを最大限活用し、
米国における TU−100（大建中湯）の開発・上市、中国における新規ビジネスへ挑戦す
るというビジョンとして挙げられる。
表 2 は同仁堂の概要のまとめである。同仁堂が 1669 年に設立されたが、1742 年には市
場の低迷により経営が悪化し、1753 年（乾隆十八年）には北京同仁堂の倉庫が火災に遭い、
倒産の危機に瀕した。その時、政府は老舗を支援し、倒産の危機から何とか乗り越えたが、
政府関与に伴い今まで続いていた家族経営の形は止めてしまった。そういう状況が 1843
年同仁堂（楽氏）の 10 代楽平泉が経営権を取り戻すまで続いていた。その後、同仁堂は
製品開発を重視し、同仁堂ブランドは御薬（中国古代宮廷の専用薬である）として市場で
の地位を高めていった。長年続き、同仁堂は「同修仁徳、済世養生」という経営理念のも
と、高品質・高技術・高効能の漢方薬（中成薬）を製造・販売してきた。また、「省力化
せずに複雑な処理を行い、材料資源を削減せずに高価な原材料を使用する」という経営方
針により、企業価値が高まっている。私営企業として家族経営方針を基づき、経営活動を
続けている。
その後、北京同仁堂が 1954 年から、急速に発展時期になり、公営企業になった。発展
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の経緯を元に、主に 3 つの段階に分けている。第 1 段階は 1954 年から 1991 年まで同仁堂
は公営企業である。第 2 段階、1992 年から 2000 年まで同仁堂グループ会社を設立し、上
海の取引所に上場企業になって、北京同仁堂株式会社になったこと。第 3 段階は 2001 年
に北京同仁堂グループ株式会社になって、積極的に同仁堂薬局チェーン店の形で、海外に
事業を展開していること。
表2

北京同仁堂グループの概要

出所：当該社 HP 5 により筆者作成

第 1 段階、1954 年北京同仁堂が公営会社となり、家族経営方針を捨てて新しい経営管
理システムを導入している。そのように、生産力を強化し、従業員のモチベーションも高
くなって、1953 年の売上高が 16％以上に増加していた 6。1955 年、中国医薬品材料会社
の北京支社が設立し、統合的な管理を実現している。しかし、1966 年中国の “ 文化大革
命 7” の背景下で、10 年間の経営不況に陥った（その時期、企業の経営は政府に管理される）。
10 年後 1979 年に北京同仁堂は独立経営企業として復旧した。1989 年、「中国有名なブラ
ンド」を授与し、政府の支持を受け、1992 年に北京同仁堂に属している北京医薬総会社
を設立して経営活動を進んだ。
第 2 段階、1992 年、北京同仁堂グループ会社が設立され、北京同仁堂薬局、北京同仁
堂製薬工場、北京同仁堂第二製薬工場の 3 つの事業部に分けた。1995 年、グループ会社
が財務の問題になり、組織構造を再構築したこともあって、北京市内、北京市外及び海外
3 つの地域別で管理している。このように、財務の問題を解決した。その後、財務の問題
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に対して、「市場の需要がない商品を生産しない、買掛金を回収されない会社に製品を提
供しない、売掛金が必ず回収する」という 3 つ経営方針を明らかにした。1997 年 6 月、
上海取引所に上場企業になって、北京同仁堂株式会社になった 8。また、北京同仁堂グル
ープに属する 8 社の主な生産ラインはオーストラリアの GMP 認証を完了し、北京同仁堂
が海外市場に参入するための基盤を築いている 9。
第 3 段階、2001 年、北京同仁堂チェーン薬局を世界に展開する伴い、北京市政府の認
可を受けて、中国北京同仁堂グループ株式会社は有限責任会社に再編された。図 1 に示す
ように、同仁堂は国有独資企業になってからの現在同仁堂の株持ち比率であるように再編
した。2006 年末、中国最大の研究開発センターである同仁堂研究所を立ち上げ、2008 年
年末に北京同仁堂漢方病院が運用し、医療分野に参入した。2009 年には中期経営計画が
発表され、同仁堂薬局チェーン店を中心に、海外の事業を展開した。

出所：同仁堂の HP により筆者作成 10

図1
3−1

北京同仁堂の株持ち比率

漢方製薬企業組織内ネットワークの重要性

先行研究をもとに、漢方製薬企業の場合、その 3 つの類型の重要性を取り上げる。
情報型ネットワーク組織は､ 特に組織の情報伝達面に大きな影響を与えるので、漢方薬に
おける原料薬の品質や医薬品の臨床試験のデータ、患者の評価データなどをシェアするこ
とができる。また、営業・生産・開発の各部門間での情報をつながって、高品質で豊富な
情報にアクセスできる強力なリンクになっている。顧客により良い製品やサービスなどを
提供できる。
協働型ネットワーク組織は､ 組織の業務実行面に大きな影響を与えるので、人材のレベ
ルが高い漢方製薬企業にとって、技術の交流や、共同研究開発などのメリットである。
漢方製薬企業の場合、漢方薬の価格設定をもとに、価格競争状態になる可能性が高い。
市場ネットワーク組織を通じて、そういう状況を改善し、価格競争を巻き込まれる可能性
が低くなる。
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ツムラのネットワークの構築

まず、中国漢方製薬企業と異なり、ツムラにとっては生薬を長期的に提供できるかどう
かが重要な課題となる。そのためにツムラが栽培・生産のプロセスというネットワークを
構築した。図 2 に見られるように、原料生薬栽培から製造までの主要な流れを明確にした。
上海津村と深圳津村への原材料の供給は、中国国内の各地産地会社や協力企業から行われ
ている。また、ラオスと中国の 2 つの子会社から、原材料と加工品をまとめて日本の横浜
港に運輸した。このネットワークにより、ツムラは原材料の長期的な供給を確保すること
ができる。
そのネットワークを通じて、中国との共同研究（中国野生生薬栽培化研究）、適地栽培
と産地の複線化、栽培管理システム導入による産量の増加・安定化などを実現している。
そのうち、中国・深圳と日本の工場では、生産現場に AI などの新技術を活用したサプラ
イチェーンマネジメントやリサイクル型システムの導入などの仕組みがある。

出所：「ツムラの年次報告書 2017 年」p.32

図2

原料生薬栽培から製造までの主要な流れ

その組織内ネットワークを通じて、中国、日本、ラオスの子会社をつながって、生薬の
安定供給や生産品質などが保証できた。そして、協働型ネットワーク組織と判断される。
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出所：平安好医生の HP 及び 2019 年 11 月 7 日「中国における成長投資と事業基盤の構築」代
表取締役社長 CEO（p.5）により筆者作成

図3

平安グッドドクターのプラットフォーム

また、ツムラが中国平安グッドドクター（平安グループ 11）と提携を通じて、設立した
販売プラットフォームである（図 3）。中国平安グッドドクターには、健康記録、医療サ
ービス、投薬サービス、健康計画などのサービスを提供する（登録ユーザー 2.89 億人、1
日あたり相談人数：65 万人以上、オンライン自社医師 : 約 1,200 名）医療プラットフォー
ムである。ツムラは、中国の平安グループとのパートナーシップを利用して、JV 企業（合
弁企業）である平安津村を共同で設立する。その会社に重要な役割には、中国の平安グッ
ドドクターと繋がって、プラットフォームを活用し、中国市場を開拓することである。こ
のように、中国で販売ネットワークを構築している。
また、その目的には、このネットワークを新たに確立するツムラの中薬販売網につなげ
ていく。加藤社長は「ツムラが平安グループの販売網を最大限に活用することで、平安津
村を中国市場の中薬 No.1 ブランドに育て上げることを目指したい」との抱負を表明する。
そして、ツムラの今後の市場ターゲットは、中国市場を継続的に拡大し、病院や薬局、
理センター、保険などに、このネットワークを介して市場を統合していくことだと考えら
れる。これは市場型ネットワーク組織と判断された。
まとめると、ツムラが 2 つのケースについて、協働型と市場型ネットワーク組織である
ことがわかった。それを通じて、生薬の調達、市場の拡大という 2 つの主要な目的に達成
した。
3−3

同仁堂におけるネットワークの構築

まず、同仁堂にとって、研究開発能力の向上には重要な問題である。そして、独自の研
究開発ネットワークを構築し、継続的な調査と改善により、より成熟した科学研究メカニ
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ズムを構築した（図 5）。同仁堂が自社の研究者のレベルが足りないという状況を発見し、
その研究開発のネットワークを構築した。それを利用して、業界の主要な技術革新の飛躍、
主要な疾患領域における新規化合物医薬品の開発、科学技術人材の育成・構築などで実り
ある成果を上げている。

出所：2019 年 2 月 3 日「北京同仁堂オーペン科研創新プラットフォーム建設実践」『創新世
界週刊』北京同仁堂研究院 p.33

図4

北京同仁堂の研究開発のネットワークのイメージ

また、研究開発のネットワークには、同仁堂社のグループ会社と外部の関連企業によっ
て形成されたが、企業内の 6 つの管理部門および 6 つにセンターにもつながっている。こ
のネットワークを通じて、自社内のいくつかの分野の人材を強化し、チームの専門能力と
技術革新能力を向上させた。さらに、情報交換や協力のためのネットワークを構築し、科
学研究のメカニズムやシステムを継続的に発展させることが可能である。その結果、新し
い剤形の開発に繋がり、その結果、グループは前年比で売上高 23.18％に増え、利益
26.85% 増を達成した 12。組織内で直接的な交流で、共同研究開発に実現した。それが協
働型と判断される。
もう 1 つのケースについては、「知恵雲中医」というケースである。2020 年 5 月 29 日、
同仁堂国際が Huawei と業務提携を決めて、「智慧雲中医」（Smart Cloud Chinese Medicine）
という事業を展開している 13（図 5）。
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出所：北京同仁堂国際の HP により筆者作成 http://www.trtgj.com

図5

同仁堂の智慧雲中医のイメージ

近藤（2018）は、現場の生産性の向上により、ヒトは付加価値の高い業務に従事するこ
とができる。IoT・AI を生産現場に投入することで、現場（生産管理）はデータ収集活動
に注力できるし、経営者は経営判断に注力できる。生産管理は、データ収集に基づき需要
予測や生産計画立案などのルーティン業務は AI に任せ、経営者は経営判断に特化し、生
産計画の実行も AI が担うことになると論じている。
同仁堂が 5G、AI、クラウドなどの新技術を通じて、診療アプリケーションを開発し、
一般の人々はより便利な漢方薬と中医を統合するオンラインでサービスが利用できる。そ
のように、将来はそのアプリケーションの認知が上がって、世界な信頼性を構築すること
ができると思っている。それを通じて、国内と海外のオンライン市場に拡大している。そ
れで、顧客のニーズに満足することができると考えられる。そして、それが市場型と判断
される。

4．おわりに
ツムラと同仁堂の組織内ネットワークの類型の観点から事例を分析した。ツムラは原料
薬から製品までの製造流れには協働型である。販売ネットワークには市場型であることが
わかった。同仁堂はデータベースに基づいてネットワークの力を用いり、市場型である。
また、研究開発のためのネットワークを構築し、効率的な研究開発活動を行うことも可能
になった協働型である。
まず、ツムラの「原料生薬供給のネットワーク」と同仁堂の「研究開発プラットフォー
ム」は協働型であり、自社の重要な課題をもとに、組織内ネットワークを構築した。ツム
ラの「平安グッドドクター」と同仁堂の「智慧雲中医」には、自社の発展について、市場
の拡大という目的を持って、中国の漢方薬市場に参入した。そして、市場型ネットワーク
を構築した。
また、レベッカ・ヘンダーソンとイアン・コクバーンは、大手の 10 社から詳細な定量
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及び定性データを取得し、製薬業界における新薬研究に関連する経営資源とケイパビリテ
ィを測定しようと試みた。研究の生産性（研究投資額あたりの特許数により測定）は 3 つ
の要素に依存し、企業の研究ポートフォリオの組成、企業の特殊の科学的・医学的ノウハ
ウ、そして、企業の差別化されたケイパビリティであると言われた（David ct.2000）。
その製薬企業の 3 要素から見れば、研究開発における企業の位置づけを形式化すること
で生まれる競争優位性に着目していることがわかった。そして、戦略的な観点から見ると、
ツムラの「原料生薬供給のネットワーク」と「平安グッドドクター」という 2 つのケース
は、企業の差別化という要素を、組織内ネットワークの構築によって実現した。企業の競
争力を向上させた例といえるだろう。一方、同仁堂の「研究開発プラットフォーム」では、
企業の研究チームの構成を確立し、研究開発での競争力を獲得している。また、「智慧雲
中医」は、ツムラと同じく差別化の要素を獲得していた。
結論として、ツムラと同仁堂は、競争優位の構築の過程において、組織内ネットワーク
を構築することで差別化を図り、独自の能力を生み出し、その結果、高い収益性を獲得し
ている。
そして、現時点の現状により、本研究には、日中大手漢方製薬企業の組織内ネットワー
クの構築について明らかにした。その研究結果から見れば、漢方製薬企業にとって、企業
の競争優位の構築のために、組織内ネットワークの構築が重要となると考えられる。
しかし、本研究の限界でもあるので、ネットワークをよりよく活用するためには、プラ
ットフォームの構築が必要なのではないかと考えている。また、ネットワークを支えるプ
ラットフォームの構築について、グループ会社としての取引プラットフォームも必要であ
ると考えられる。そして、その問題意識をもとに、課題として研究を進める必要となる。
注：
1

「漢方の将来ビジョン 2040―国民の健康と医療を担う」日本漢方生薬協会 2018 年 7 月 p.13

2

「同仁堂海外でますます発展 115 拠点を展開」人民網日本語版 2016 年 8 月 1 日 http://j.people.
com.cn/n3/2016/0801/c94476-9093768.html 2021 年 5 月 11 日閲覧

3
4
5

株式会社ツムラの HP：https://www.tsumura.co.jp/ir/management/vision/ 2021 年 6 月 5 日閲覧
同上

6

北京同仁堂の HP：https://www.tongrentang.com/ 2021 年 7 月 15 日閲覧
边东子（2010）「国宝同仁堂―同仁堂 340 年记」北京人民出版社 pp.207︲232

7

文化大革命は、中華人民共和国で 1966 年から 1976 年まで続き、1977 年に終結宣言がなされた、
文化改革運動を装った毛沢東の奪権運動、政治闘争である。

8

李璐瑒・彭逢晓（2008）「百年老店再造辉煌―北京同仁堂改革开放 30 年发展纪实」『首都医药』

9

第 19 号 pp.10︲13
边东子（2010）「国宝同仁堂 - 同仁堂 340 年记」北京人民出版社 pp.228︲372

10

同仁堂の HP：http://www.tongrentangkj.com/article_693.html

11

平安グッドドクター：https://www.jk.cn

12

QlifePro「ツムラー中国事業に本格進出へ、日本の売上高と同等規模以上を目指す」2018 年 02

2021 年 9 月 9 日閲覧

2021 年 9 月 9 日閲覧

月 15 日

− 285 −

桜美林大学研究紀要.社会科学研究

13 「华为与同仁堂国际携手，共建 “ 智慧中医云服务 ”」2020 年 5 月 29 日
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