COVID-19を契機に再構築される世界
レジリエントなリーダーのためのシナリオ
3～5年間
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特別なコラボレーションが
必要となる、特別な時
新型コロナウイルス感染症が世界中に拡大し始めた
中、世界で最も知られたシナリオ研究家の何人かが集
結し、展開しつつあるこのクライシスがどのように発展
していく可能性があるのか、という点について、さまざ
まな道筋を模索し、それらが世界中のビジネスや社会
にどのような影響を与える可能性があるのかを探りま
した。

当該課題におけるシナリオ構想は、協議を主催する2
社、デロイトとセールスフォースによる長年の強力なコ
ラボレーションから結実しています。双方の企業は、
世界中の組織がそれぞれの潜在能力を最大限に発
揮できるよう、洞察や展望の提供にコミットしています。
このようなコミットメントはかつてないほど重要であり、
将来起こりうる課題に備え、このような最初の機会を
共有し、互いを高め合えることを光栄に思います。

友人、そして同僚として長年協力関係を培ってきたチーム
が、もちろんバーチャルにですが、集結し、アイデアや疑
問、ヘッドライン、医学研究、それぞれの仮説を共有しあ
いました。ゴールは、このパンデミックにより何が変化する
のか、医療クライシスが去ったとして、2020年前期～中期
においてはどのような状況になっている可能性があるの
か、イメージすることです。

こういった取り組みを可能にしてくれたコラボレーションに
感謝します。そして、構想したシナリオが世界にインスピ
レーションを与え、さまざまなディスカッションが起こること
を心待ちにしています。

Andrew Blau
マネジングディレクター、USリーダー、シグネ
チャー・イシュー、デロイトコンサルティングLLP

Peter Schwartz
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再構築される世界

過去に例を見ないグローバル
クライシスに直面しています
医療従事者や研究者は最前線に立ち、新型コロナウイルス感染症と
戦っています。そして、疾患の拡大を遅らせ、患者の看護をすることを望
んでいます。
世界中の何十億もの人々が通常の生活を送れなくなっています。
予想やモデルは多く出回っているものの、私たちはこのパンデミックが
人々や社会に及ぼす影響を理解していない以上に、このウイルスの過程
を確実に把握できずにいます。
クライシスがいずれは終わりを迎え、人々の生活も「通常」に戻る
としても、それが以前と異なるものであった場合、どうしますか？
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現在起こってい
ることにより、ど
のような変化が
起こっていくで
しょうか？

再構築される世界

私たちは今未知の領域にいますが、それで
もリーダーは断固たる行動を取り、組織の強
靭性を確実なものにする必要があります
デロイトのレジリエント・リーダーシップ・フレームワークでは、クライシスにおける3つの時期が定義されています

対応期

回復期

繁栄期

継続性のために奮闘する

学び、より強くなる

ネクスト・ノーマルに向けて
準備する

中期（18～24カ月）の見解については、新型コロナ

ウイルス感染症からの回復：レジリエントなリー
ダーのための経済事例を参照してください

本書のフォーカス：長期（3～5年）の見解を伴う、レ
ジリエントなリーダーのためのシナリオ

本書では、世界が今後3～5年間でどのように発展していく可能性があるのか、という点についての見解を共有し、新型コ
ロナウイルス感染症に関するいくつかの潜在的・長期的な影響について、リーダーが模索できるように支援を行います。
私たちの見解はシナリオに基づいています。シナリオは将
来に関するストーリーであり、洞察を生み出し、チャンスを
見つけ出すためのものです。そして、世界で最も知られてい
るシナリオ研究家の何人かで作成されています。
ピーター・ドラッカーが述べたことで良く知られているよう
に、将来に関する大胆な発想を生み出すことが必要です。

「不穏な時代における最大の危
機はその不穏性ではない。過去
の論理によって行動することであ
る。」 1

そのために、シナリオを利用してください。
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1 「乱気流時代の経営」

ピーター・ドラッカー（1980年）

本書の目的
世界が3～5年間でどのように進化して
いく可能性があるのか、という点につ
いて述べるシナリオを共有し、リーダー
を支援します
•

パンデミック中に見られる動向が、
世界を長い期間においてどのように
形作っていく可能性があるのか、と
いう点について取り上げます

•

長期にわたる影響、そしてクライ
シスの影響について、生産的な
会談を実施します

•

急激に変化する状況に対して強靭
度を高めるための、判断や行動を
把握します

•

長い目で見た上で、クライシス「回
復」期から、「繁栄」期に進んでい
きます

再構築される世界

シナリオ構想を行うことで、予測不可能な将
来について備えることができます。そして私
たちが取る選択肢の潜在的な影響を明らか
にします
本書では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが
今後3～5年間で社会やビジネスでの変化をどのように加
速または転換させていく可能性があるか、という点につい
て、さまざまなシナリオを取り上げます。そのような変化
の中には、すでに動きがあったものもあるかもしれません
が、それ以外については、公共や民間のパンデミックに
対する反応により、動きが生じる可能性があります。
3～5年という期間を選択した理由は、重要な変更を
実施するには十分に長期間であると共に、組織の重
役が強靭度を高めるために実践的な行動を今から取
るにあたって、適度に短期的であるからです。
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本書を読み進めていただくと共に、あなたが今後起
きていくと今確信していたことであっても、違う形に
なっていく可能性がある、ということがイメージできる
よう、チャレンジしてみてください。本書においてクラ
イシスが、あなたがすでに予測していた変化、必然
的に起きると確信していた変化を加速させると結論
づけることは避けてください。
本書を読むことで最終的に、組織の姿や次のステップ
に関連する疑問が多く浮かび上がってくるでしょう。

シナリオとは？
シナリオとは、将来がどのような状況
になる可能性があるか、という点に
ついて述べるストーリーです。そして、
思考を発展させ、一般通念に異議を
唱え、よりよい判断を現時点で行って
いくため、構造的なプロセスを用いて
作成されています。 また、シナリオ
は何が起きるのかを予測するもので
はありません。何が起きる可能性が
あるかを語る仮説であり、新たな
チャンスや隠れたリスクに対する視
野を広げることを目的としています。
シナリオは2020年4月6日現在のものであり、
新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対
応する健康関連の軌跡、経済的影響、そして
政府の取り組みに関する私たちの最良の理
解をベースに、作成されています。

再構築される世界

シナリオを読み進めるにあたって、以下を考慮
してください
あなたの当初の予測の中で、再検討が必要なものはどれですか？今後起こりそうにない、
また遠い将来で加速しそうなものはどれですか？
特にこのような通常と異なる社会状況下において、顧客は何を重視すると考えますか？
それは主な可変要素（例：地域、人口）において、どのように異なってくると思いますか？
このような社会状況の中で、現在あなたのビジネスにとって最大の脅威は何ですか？

どのようなプロバイダー、企業、ビジネスモデル、エコシステムが新たに出現すると
考えますか？ 存在している企業の中で、成功のための最適なポジションに位置して
いるのはどの企業ですか？
このような社会状況下における、重要な能力、関係、資産は何ですか？
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将来を理解する

新型コロナウイルス感染症の後に重大な影響をも
たらす可能性のある、5つの基礎的な不確定要素
基礎的な不確定要素を取り上げます

1

2
3
4

全体におけるパンデミックの深刻度および伝染の進行パ
ターン
国内および国家間のコラボレーションのレベル
クライシスに対処するための医療サービス制度

追加で取り上げられた不確定要素
社会
•

社会的な信頼度

•

隔離後の心理的影響

•

異なる世代への影響

•

教育への長期的な影響

テクノロジー
•

データ共有に対する姿勢

•

技術革新のスピード

•

職場への長期的な影響

•

採用された新しいテクノロジーのタイプ

経済
•

経済復興のスピード

•

経済成長の分布

•

不平等性への影響

•

新しいビジネスモデルへの移行

環境

クライシスによる経済への影響

•

気候変動との戦いに集中

•

排気ガスの削減

•

再生可能なエネルギーへの投資

政治

5

クライシスに対処するための社会的結合のレベル
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•

政府への長期的な影響

•

公的政策、規制への影響

•

政治制度に対する信頼度

•

選挙方法の変更

将来を理解する

２つの重大な不確実性の要素が新型コロナウイルスの全体的な影響
のカギを握っています

1
2

全体的な世界的流行（パンデミック）の深刻度および伝染の進行のパターンとはどのようなもの
でしょうか？
影響がより小さい

影響がより大きい

ピークが急速にきます

自然に減退します

徐々に拡大します

ジェットコースター

第2波

ウィルスの伝染は急に
ピークを迎え、その後急
激に鎮静化します

人と人とが急速に接触すれ
ば、結果的に「集団的抗体」
が獲得されます

ウィルスは徐々に、長期的
に拡大します

ウィルスの伝染に季節的な
波があり、感染の深刻度は
徐々に減っていきます

ウィルス感染の第2波が
発生し、最初の時よりも
強力です

国内および国家間の協調の度合いはどのようなものでしょうか？
非常に大きい
協調的に対応する場合
•

国々は「大胆な発想、迅速な行動」をモットーに掲げます。国内および国家間で
効率的に協力し合い、協調的な政策および最適な対策（例えば、検疫および検
査の義務化）をとることによって、ウィルスの伝染を封じ込めます

•

人々の移動を減らし、伝染のスピードを遅くするために協力し合います

•

公的機関は、将来的にウィルスが広範囲に伝染するのを防ぐために、
積極的な対策をとります
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非常に小さい
弱く、分断されている場合
•

政府間および機関の間で、ウィルスの伝染を阻止するために必要な物
品やリソースを提供するための協調関係がありません

•

アカウンタビリティが欠如し、コミュニケーション不全を起こし、情報が
共有されていません

•

感染者の移動に対して効果的に対処するための対応策が不十分で一
貫性を欠いています

将来を理解する

The Passive Storm

Lone Wolves

非常に小さい

現在のトレンドおよび重要な不確実性の要素に基づく４つの明確
なシナリオ
Lone Wolves

ウィルス伝染は比較的抑えられています

•

効果的な医療システムおよび政策によって対応できてい
ます

•

世界的流行（パンデミック）は深刻で長期化します

•

世界的な協調体制が不十分で政策による対応が
手薄です

The Good Company

Sunrise in the east

The Good Company

協調の度合い

•

世界的流行（パンデミック）が長期化し、その結果、政府は
孤立政策をとり、サプライチェーンを短縮化し、監視を強め
ます。

国内および国家間での

世界的流行（パンデミック）は、ウィルス封じ込めに対して
政府が効果的な対応策をとったことにより、制御できて
いますが、影響は長期化し、中小企業および低所得や
中程度の所得の個人およびコミュニティには大なり小な
りの影響を与えます。

世界中の政府が各国独自に危機に対処し、解決のカギの
一つとして、大企業が対策を強化し、「ステークホールダー
の資本主義」へとトレンドが向かいます。

中国およびその他の東アジア諸国は、より効果的にウィ
ルス伝染を制御し、世界の主要国家としてのプレゼンス
を獲得します

•

世界的流行（パンデミック）はさらに長期化します

•

世界的流行（パンデミック）は深刻です

•

世界的流行（パンデミック）制圧は大企業主導の協力
関係によって行われます

•

東アジアの国々が協調的な医療対策を主導します

非常に大きい

Sunrise in the east

The Passive Storm

影響がより小さい
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世界的流行（パンデミッ
ク）の深刻度

影響がより大きい

将来を理解する

これらのシナリオは世界が危機の後に展開する可能性がある
様々なパターンを表したものです
The Passive Storm

The Good Company

Sunrise in the east

Lone Wolves

社会
社会的団結力は

個人と個人の間および家族間
の関係に対する感謝の念が高
まることによって、強くなります

社会がより「目的主導型」へとシフ
トするため、維持されます

「全体にとっての善」を強調する方向へと
シフトします

外国人差別および他人への懐疑的な
態度が常態となるため、弱まります

技術
技術の進展は

以前は障害となっていたことが
オンライン化されるため、その
まま続くことになります

大企業が医療テクノロジーやバイオテ
クノロジーの分野でソリューション提供
を主導し、中核的分野となります

データの共有が進むについて、AIおよび
その他の先進技術が進歩し、テクノロジー
の進展も加速化します

監視および管理を目的とする対策
の強化へのフォーカスから、市場に
よって分かれます

経済
世界の経済は

所得格差がますます大きくな
るため、景気後退期に入りま
す

大企業の間で権力の集中がます
ます進み、分断されます

ウィルス伝染の長期化により、停滞します

世界のサプライチェーンの寸断により、
混乱したままです

環境

世界的な協力により、進歩
への期待が高まり、新たに
生じるでしょう

一部の持続可能性に主眼を置いた企
業が再生可能エネルギーに投資を行う
ことによって、混在します

景気回復が優先されるため、優先
順位が低くなります

各国が自律的エネルギーへと舵を切
るため、低減します

信頼を得て、WHO等の
国際機関の重要性が高
まります

ソリューションの一環として、大企業と
協調体制を築きます

アジアの国々が効果的にウィルスを制御し
ていることから、ガイダンスを求めて東洋に
注目が集まります

ウィルスの封じ込め対策として、孤立主
義をとるようになります

気候変動へのフォーカスは
政治
世界中の政府は
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シナリオ考察

以降のページの読み解き方
シナリオを読んだあなたは、以下のことをしてください
• どうしてこのシナリオが実現する可能性があるのか、そしてもし実現したら、それは何を意
味するのかということに注力してください。

• 未来に関するデータというものは存在しないということを覚えていてください。今あるのは
過去のデータのみです。これらのデータは未来に関する新しいアイデアを生み出す源泉
となるものです。仮にあなたの考える予想が過去のデータから違わないということであれ
ば、それは過去のデータを十分に生かせていないということです。

この後のページ構成
1ページ目：概要
シナリオ概要は、個々のシナリオが何を語っている
のかを説明しています

本シナリオから得られる結果を示しています

• あなたが今現在抱いている期待に近いシナリオばかりに固執することは忘れてく
ださい。

シナリオを読んだあなたは、以下のことをしないでください
• 特定の細部にフォーカスし過ぎないでください。その代わり、各シナリオで提示される全
体的な指針や条件を知るために読んでください。

5つの基本的なな不確実性要素がどう組み合わされて
シナリオを形成しているか

1ページ目：詳細

• ある特定の産業に関する特定の見通し、もしくは詳細な見解を得ようとしないでください。
• これらのシナリオが起こりうる確率について考えないでください。現時点で大切なのは、
たとえ起こりえないと思われるようなことであっても、「何に対して準備を整えておくべきで
あるか？」なのです。
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想定される社会・生活・経済システムの変化

シナリオ1

The Passive Storm

シナリオ概要
新型コロナウイルスのパンデミックが社会を揺るがしますが、当初は緩やかな医
療システムや政策的対応が効果を発揮しはじめます。グローバルプレイヤー間
の対策の連携によって共通認識が拡がりベストプラクティスが共有されるため、
ウイルスは予想よりも早く終息します。その危機管理能力により公的機関は新た
な信頼を得られるでしょう。パンデミックは長続きしないものの、長期的な経済的
影響をもたらします。財政刺激策および金融刺激策によってその影響は軽減さ
れますが、中小企業や低中所得者が経験しうる損失は取り戻せません。社会経
済の階級間格差は一層広がります。

このシナリオの結果
•

各政府がパンデミックの深刻性について効果的に情報を発信し、連携してベ
ストプラクティスを共有します。社会は隔離策に協力し、ウイルス拡散を効果
的に低減します。

2 / 政府連携

•

ウイルスの第二波の兆候は認められず、ウイルスと闘うメカニズム（免疫
等）が動員され、長期的には効果的な予防および治療につながります。

3 / 医療対応

•

2020年の終わりには経済活動が回復します。最初は緩やかな回復ですが、
消費者の信頼が増すにつれて2021年後半には加速します。

低

高

1 / 疾患重症度

4 / 経済的影響
5 / 社会一体性
as of 6 April 2020
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シナリオ考察

The Passive Storm
•

危機を乗り越え、隔離期間が過ぎた後には人間関係のありがたみが高まるため、社会の一体性は概して向上します。

•

在宅政策への対応を余儀なくされたことで、時折または「必要に応じて」のリモートワークの利点とコストパフォーマンスに気づく会社も現れ、ホワイトカラーの労働者に
とっての活用機会は最大化します。

•

特に高等教育においてオンライン学習が急速に増加するため、結果として高等教育の機会増加とコスト低減につながります。

•

失った財産を取り戻そうと団塊世代が退職年齢を遅らせるため経済効果は長引き、高齢者層と若年層間の緊張が高まります。

•

短期の隔離政策に対応してコミュニケーションツールやコラボレーションツールの技術開発が加速し、リモート会議やバーチャルリアリティアプリへの投資が増加します。

•

直接会うという体験の延長線として技術の評価が高まります。バーチャルな「ハングアウト」セッションが日常となり、距離に関わらず友人や家族を結ぶ助けとなりま
す。

•

パンデミック自体は短期間ですが、世界には景気後退をもたらします。個々人の嵐を乗り越える能力の差が顕著になるにつれ、社会経済的不平等の問題が悪化します。

•

政策と経済刺激策も導入初期は一部の人にとっては緩衝材として機能しますが、中小企業は困難に陥ります。何兆ドルもの刺激策が中小企業の従業員確保支援とし
て充てられますが、隔離期間の影響で多くの会社が廃業を余儀なくされます。そして長期的には、不要不急の職につく労働者や肉体労働者の多くが失業します。

•

企業は将来の危機に対してより強靭になるよう対応し、より予測可能な収入源を生み出す手段として定額制方式モデルを増加させます。

•

世界的な連携が成功を収め、実際に変革を実現できるという希望を人々に与えることで、気候変動と闘う新たな努力が行われます。厳しいグローバル排出ガス規制が採
用されます。

•

パンデミックの余波として、世界の各国と首脳は、将来のパンデミック拡散を防止し積極的な災害対策を増進させるための新たな協力的取り組みを導入します。政府およ
び公的機関への信頼が再確認されます。

•

取り組みに注目が集まり、人々がそれらに気づくようになるため、WHOなどの国際機関がより身近になります。

社会

技術

経済

環境

政治

16 | 2020年4月6日現在

シナリオ2

The Good Company

シナリオ概要
新型コロナウイルスのパンデミックが当初の予想よりも長引き、危機のみへの
対応に追われる世界各国の政府への負担増となります。グローバルな解決策
の一員として企業が乗り出すので、官民の連携が急速に高まります。業種を超
えて企業が提携して緊急のニーズに応えて本当に必要とされるイノベーション
を促進する中、新たな「ポップアップ・エコシステム」が出現します。ソーシャルメ
ディア企業、プラットフォーム企業および技術系最大手企業は、新たな名声を手
に入れることになります。企業は、顧客、株主、従業員が危機の後に立ち直るた
めにどのように貢献ができるのかということについてより共感的な姿勢をとり、
最終的には、さらなる「利害関係者資本主義」に移行します。

低

高

このシナリオの結果

1 / 疾患重症度

•

企業はヘルスケアの専門知識を強化したソフトウェア・ツールを供給す
ることで、率先してウイルス拡散と闘います。

2 / 政府連携

•

企業責任がより大きくなり、新たな長期的展望によって労働者やコミュニ
ティーへの投資を一層重視するようになります。

3 / 医療対応

•

経済回復が2021年末に始まります。回復は2022年初めには遅く、2022年後
半までに加速します。

4 / 経済的影響
5 / 社会一体性
as of 6 April 2020
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シナリオ考察

The Good Company
社会

技術

経済

環境

•

家にいる期間と隔離期間が長引いたことを受けて、社会はより目的志向になります。

•

社会がより頻繁な在宅勤務に慣れることで、在宅勤務、病気休暇、休暇、育児休暇について企業は柔軟な支援を増大させます。

•

ウェアラブルやAIに代表される技術によって個人は安全と健康を自分で把握できるようになります。

•

オンライン学習がより広く受け入れられ、学校の移動やオンライン教育の一部に多くの投資が注がれます。遠隔医療が医療分野の「最前線」になります。

•

人々は技術、そして生活における技術の役割をより一層受け入れ、これまでの「テクラッシュ」傾向を反転させます。

•

イノベーション爆発が起き、デジタル統合顧客エクスペリエンスの一環として、バーチャルリアリティ、AI、3Dプリンティング等の分野における新規アプリケーションに多くの投
資が行われます。

•

人々はますますネットワークの接続に依存するようになったため、オンラインセキュリティへの関心が増大します。人々は情報やデータを企業と共有することにますます慣
れてきます。

•

長引くパンデミックが経済を揺るがし、パワーバランスの抜本的な変化につながります。大企業はより強靭で、小規模プレイヤーは買収されるか、事業継続のために奮闘し
ます。

•

技術的な成熟度や接続性に後れを取っている企業は、長引く休業期間中に存在感を失うか、廃業に追い込まれます。

•

大企業は、公共部門があらかじめ提供したいくつかの機能を担い、景気停滞期中に地域活性化と支援提供の努力をします。

•

気候変動への注力はまちまちで、サステナビリティ志向の企業の中には、提携して取り組みを推進するところもあります。

•

公共部門は単独でのウイルスを封じ込めに苦労するため、大企業が解決策の一員として名乗りをあげるよう促されます。長期的には、公共セクターと民間セクター間の
連携が増加します。

•

政府および公的機関への信頼がいくらか減少します。

政治
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シナリオ3

Sunrise in the east

シナリオ概要
新型コロナウイルスのパンデミックは深刻であり、世界中で一貫性なく広がりま
す。中国とその他の東アジア諸国は、比較的効果的に疾患に対応しますが、そ
の一方で欧米諸国は、遅くて一貫性に欠ける対応によって、深く長引く影響（人
間・社会・経済）に苦しみます。中国とその他の東アジア諸国が世界の舞台の第
一勢力として権力を握り、医療システムやその他の国際機関における各国間の
調整をリードするため、世界の権力の中心は決定的に東に移ります。強力かつ
中央集権的な政府対応を通じた中国、台湾および韓国の流行阻止能力は、
「ゴールドスタンダード」となります。

低

1 / 疾患重症度

高

このシナリオの結果
•

東アジアの国々は、より少ない経済的影響で回復期から抜け出します。

•

中国は海外直接投資施策を劇的に増加させ、世界的な評判を維持し
ます。

•

公益の一環として、人々はより強い監視メカニズムを受け入れます。

•

経済回復は2021年末から始まり、東側諸国ではとりわけ迅速でより力強い
回復となります。

2 / 政府連携
3 / 医療対応
4 / 経済的影響
5 / 社会一体性
as of 6 April 2020
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シナリオ考察

Sunrise in the east
社会

技術

•

社会的秩序や犠牲の共有などの価値が重視されるため、社会的結束が強まります。

•

深刻なパンデミックの拡大により、主にオンラインショッピング、学習・教育、政治活動、社会的関係の維持といったバーチャルなものすべてが常態化します。

•

バーチャルなインタラクションへのシフトが求められていますが、そのシフトは特に高齢者世代にとって困難を伴うでしょう。

•

需要の増加により、第4次産業革命の技術の開発が加速します。

•

政府や企業との消費者データ共有の増加によりAIが飛躍し、健康管理からセキュリティまで、AIが日常生活に急速に組み込まれます。

•

世界経済が大幅に縮小し、主要産業の破綻を食い止めるための政府による広範な救済策が各国から必要とされています。

•

パンデミックはすべての人が現在起きている危機の影響を受けるため、あらゆる階級に「社会的平準化」をもたらしますが、裕福な個人は変化する状況に耐える態勢がより
整っています。

•

物理的な輸送と接客業は短期間に最も大きな打撃を受け、世界のヒトとモノの流れは長い停滞の後についに安定化していきます。

•

中国が台頭し、一帯一路、新開発銀行、および上海協力機構に対する投資を拡大して、資本を必要とする国に対して本当に必要とされる救済と景気刺激策を提供します。

•

「家にいましょう」対策が次々と打ち出されたことから汚染の減少がみられますが、経済的課題により、気候変動や再生可能エネルギーへの投資に対する注力が全体
的に低下します。

•

厳格な規制措置を取ってパンデミック期に入った東アジア諸国は、そうした措置を取っていない国よりも嵐をうまく乗り切ることができていることから、経済回復のペースが
速くなっています。

•

政治的中心の東へのシフトは、西側諸国に追加の規制措置を講じる動機を与えています。国際機関でリーダーシップの役割をますます担う東アジア諸国の勢いが増して
います。

•

政府の集中監視メカニズムが増加し、人々は一般的にそれを公共の利益の一環として受け入れています。

経済

環境

政治
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シナリオ4

Lone Wolves

シナリオ概要
新型コロナウイルスのパンデミックは、誰もが準備していた以上に長きにわたり
病気の波が地球全体を揺るがすにつれ、危機の長期化の様相を呈します。死
者数の増加、社会不安、経済の急降下が顕在化します。目に見えない敵が至る
所に存在し、被害妄想が広がります。国は外国人に対する規制を厳格化し、地域
の安全という名の下にサプライチェーンを国内に回帰させようとします。国内の安
全という名の下に、国々が孤立主義化します。
政府による監視が常態化し、技術モニターで人と人の動きが監視されます。

このシナリオの結果
低

高

•

新型コロナウイルスの原因となったSARS-CoV-2ウイルス株は変異と進
化を続け、ウィルスの根絶を回避します。

•

ウィルス封じ込めという名の下に市民は政府に自由を委譲します。

•

各国は協力し合うことを重視せず、孤立主義の政策を実施します。

•

政府は超高度監視・モニタリングツールに目を向けます。

•

世界経済は2022年半ばまでに回復しますが、国によって回復率
が異なります。

1 / 疾病重症度
2 / 政府連携
3 / 医療対応
4 / 経済的影響
5 / 社会的結束
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シナリオ考察

Lone Wolves
社会

技術

経済

環境

政治

22 | 2020年4月6日現在

•

物理的な距離をとることが不可避となり、社会的結束を阻害します。被害妄想と不信感が蔓延します。

•

国内の感染拡大を回避するために政府が厳しい対策（検査の義務化、追跡プログラム、罰則など）をとるにつれ、個人の自由の衰退が見られるようになります。

•

社会におけるバーチャルに対する需要を満たすために技術が進歩しますが、絶えず存在するパンデミックを封じ込めたいとの思いから、資金は主に超高度監視対策に費や
されます。

•

夜間外出禁止令や規制により対面コミュニケーションが制限される中、高度な形のバーチャルコミュニケーションが開発されます。

•

政府と法執行機関はデータ共有を義務付け、顔認識や監視技術を迅速に導入します。

•

テクノロジーへの依存や世界的な緊張が高まるにつれ、社会はサイバー攻撃に対する脆弱性を増していきます。

•

ウィルスの長期化による信用危機により資本コストが増加し、流動性が低下します。

•

米国、中国、ドイツなどの大国は、大量の公共投資を投入して製造のローカル化と自立を推進します。

•

韓国やシンガポールのように貿易に依存している国は、自国のサプライチェーンが寸断され、ますます自助努力が必要になっていきます。

•

企業と消費者は、頻発する市場ショックに対する警戒心を強め、物価の上昇によって消費者余剰と貯蓄が減少します。

•

政府は経済活動への支配を強め、資本の流れに大きな影響をもたらします。

•

各国がエネルギーと食料の自立を重視する中、環境への取り組みの優先度が下がります。

•

国は過去に締結した気候変動協定から撤退し、長期的な環境への影響より短期的な景気回復に注力します。

•

国が個別に病気を封じ込めようとするにつれ、孤立主義が世界的に実行されます。当初の国境管理政策は、国境封鎖、海外旅行禁止、就労・学生ビザのキャンセルによっ
て今や強固なものとなっています。

•

国連、世界貿易機関、ICANNなどの世界的調整機関が無力化し、パリ協定などの公式の国際義務についての論争は終わりが見えないままとなります。

シナリオ考察

シナリオの振り返り
あなたの組織が想定している世界を最もよく表しているのはどの
シナリオですか？
あなたの組織が現在は考えていないものの、本来は考える
べきシナリオはありますか？
各シナリオで成功を収めるためにすべき今までと違うやり方は？
あなたが詳しく知っておく必要のあるケイパビリティ、パートナーシッ
プ、セグメント、人材組織戦略は？
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ここで重要なのは、こ
れらのシナリオはコロ
ナ危機が進行するに
つれて生じる可能性
のある結果の範囲を
示しているということで
す。どのシナリオ（また
はそれ以外のシナリ
オ）が表面化するかを
判断するには時期尚
早ですが、レジリエン
トなリーダーは未知の
未来に向けて準備を
進めているのです。

1 / 再構築される世界
2 / 将来を理解する
3 / シナリオ考察
4 / チームの紹介・謝辞
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