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COVID-19からの回復

レジリエントなリーダーのための

経済回復シナリオ

18～24カ月

2020年4月6日



新型コロナウィルスの世界的流行により、リーダーは危機の只中で平静を保ち、

さらに不確実となった将来に向けての準備をしなくてはならないという試練に直面しています。

ビジネスにおいて、これから行う直近の決断は、今後、組織が長期的にどのようなかたちで

持続していくかを方向づけることになるでしょう。今こそ、来るべき衝撃を緩和するために

リーダーが断固たる行動をとる時であり、それと同時に、今後数カ月先に起こりうる変化に

備える時なのです。
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レジリエントなリーダーのための経済回復シナリオ

原著：「COVID-19 Economic cases: Scenarios for business leaders」
注意事項：本資料はDeloitte Touche Tohmatsu Limited が2020 年4月に発表した内容をもとに、デロイト トーマツグループが翻訳したものです。和訳版と原
文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。



本資料は、対応期から回復期への移行期に

あたる今後の18～24カ月の戦略、財務、およ

び業務における計画立案において、リーダー

に指針を提供することを目的としています。

各経済回復シナリオでは、将来起こりうる状

況（疫学、社会、テクノロジー、政策、および

環境等）を仮定し、それぞれの経済的影響が

示されています。

これらの経済回復シナリオは、これから起こ

ることの予言ではありません。これらは、起

こる可能性があることを仮定したものであり、

計画立案に係る議論をする際のフレーム

ワークとなることを目的としています。

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、
危機における以下の3つのタイムフレームが定義されています

本資料でフォーカスしていること：

中期的見通し（18～24カ月）による

経済回復シナリオ
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長期的見通し（3～5年）による、

レジリエントなリーダーのための

シナリオは、「新型コロナウィル

スによって作り変えられる世界」

をご参照ください

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



もし、新型コロナウィルスの世界的流行（パンデミック）が、専門家の予測よ

りも早く鎮静化したらどうなるでしょうか？もし、政府の効果的な対策に加

えて、ウィルス封じ込めのためによりスピーディーな検査が実施され、今後

数カ月後に危機から脱することができたら、どうなるでしょうか？中小企業

は間違いなく痛手を受け、経済的な影響が大規模になることは避けがたい

でしょう。しかし、以前と同じとは言えないまでも、「ノーマル（常態）」と呼べ

る状態は戻ります。より多くの ビジネスおよび社会的活動がオンラインへと

移行し、そのまま常態化するでしょう。もしかすると、命が懸かっている状況

下では、公的機関および医療関係者への尊敬の念が高まり、信頼のおけ

る情報が新たに評価されるようになるでしょう。私たちは再び外出するよう

になり、街に活気が戻れば、友人や隣人への感謝の念を新たにし、馴染み

の地元の店のいくつかが閉店したことを知って、このようなことが当たり前

に存在するものではなかったことに気づかされるのです。
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緩やかな経済回復シナリオ
疫学

• 感染の動向が比較的制御され、医療システムは効率的に対応する

• 中国および北アジアでは集団感染（アウトブレイク）が沈静化し、サプラ
イチェーンの回復が始まる

• EUおよび米国でウィルスが急激に拡大する

• 夏の暖かさが、集団感染（アウトブレイク）の抑制の手助けとなる

• 秋にウィルスが再び発生しても、経済活動の停止ではなく、検査およ

び伝染者の追跡によって対処する

• 人々の行動を全般的に制限することにより、ウィルスの伝染が制限さ

れる

社会、テクノロジー、政策、環境

• 検疫期間を過ごしたことによって、社会的な結束力が高まる

• オンラインへとビジネスモデルがシフトすることによって、技術の進展が
加速化される

• 世界的流行（パンデミック）の遅延化に努力したとして、公的機関および

地方自治体に対する尊敬の念が高まる



地域別に見る経済回復の時期経済
ウィルスの感染が勢いを失い、経済活動は2020年後半に回復します。当初、回復への足取

りは重いものの、消費者の自信回復に伴い、2021年下半期には勢いを増します

• 行動および公的政策が劇的に変化する

• EUおよび米国での景気後退は深刻ではあっても短期間で終息する。しかし、中小企

業が受ける損害はより深刻となる

• EUおよび米国では、損害を抑えるために大規模な税制プログラムが投入される

0%

産業への影響（供給側） EUおよび米国での生産量減少、サプライチェーンの寸断

産業への影響（需要側）
EUおよび米国での需要の弱さが世界的に広がり、多く
の産業が損害を被る

2020年1月1日からの期間 6四半期

回復 2021年下半期に回復期がゆっくりと始まる

会計年度2021年の世界のGDP
に与える影響

0.0％

2021年

上半期
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日本：2020年
下半期

アジアのその他地域
2021年上半期

中国：2020年
下半期

世界のその他地域

景気後退があるものの、2021年上半期に回復

2020年の実質GDP成長率
米国 EU 中国

-5% -5% 3%

日本

2021年

上半期

緩やかな経済回復シナリオ



もし、新型コロナウィルスの世界的流行（パンデミック）が、私たちが想定し

ていたよりも長期化し、感染の波が夏、場合によっては秋まで続き、数カ

月も危機的な状況下に留め置かれたら、どうなるでしょうか？供給薄およ

び需要薄により景気後退が長期化すれば、金融システムへのショックと相

まって、社会生活および経済生活に大きな混乱がもたらされるでしょう。し

かし、もしかすると、全ての国が同じように被害を被ることにはならないか

もしれません。新型コロナウィルスの世界的流行（パンデミック）に他国より

も早く直面し、より積極的に対処した国は、他国よりも早く立ち直るでしょう。

しかし一方で、他国に比べて対応に遅れが生じたり、一貫性を欠いていた

国の場合、被害は深刻で長期化するでしょう。まもなく、多くの場所で、

バーチャルな生活が現実の生活にとって代わることになるでしょう。まだ投

資を行う余力がある企業は、ロボティクス、およびその他の技術への投資

を加速し、罹患する可能性があるマンパワーへの依存度を減らそうとする

でしょうか？もしくは、2021年に人々が職場へと復帰するのを後押しするた

めに経済を再建し、消費を促進するような政策に再び着手する必要が生じ

るのでしょうか？
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厳しい経済回復シナリオ
疫学

• 中国での発生はほぼ封じ込められたが、外国からの帰国者による感染再発
がある

• EUおよび米国で深刻な集団感染（アウトブレイク）があり、何度も繰り返しな
がら、2021年初頭まで続く

• 2021年初頭にウィルスが封じ込められる

社会、テクノロジー、政策、環境

• ウィルス感染が拡大し、深刻化するつれ、全てがバーチャル化することが
常態となる

• オンラインを中心とする生活は、当初は抵抗があるが、次第に快適になる

• 第四次産業革命のテクノロジーが、需要の高まりにより発展する

• 混合的な環境への影響が起こる

• 集中的な監視メカニズムがますます発展する



地域別に見る経済回復の時期

世界のその他地域
2021年下半期

経済
ウィルスは世界のいたるところで、弱くなったかと思うと、再び強まるという波のような動きをし

ます。経済回復は2021年後半に始まります。回復スピードは2022年初頭に減速し、2022年

下半期に加速します

• 中国経済は徐々に回復する

• 欧米諸国では景気後退が深刻かつ長期化し、
サプライチェーンおよび消費者需要に影響を及ぼす

• 財政上の刺激策はビジネスの損害を抑えはするが、消費の押上げにはつながらない

産業への影響（供給側） 生産量の大幅な減少、サプライチェーンの寸断

産業への影響（需要側） 世界的な需要の大幅な減少、2008年のリーマンショック時に
匹敵する金融ストレス

2020年1月1日からの期間 9四半期

回復 2021年下半期から回復が始まる

会計年度2021年の世界のGDP
に与える影響

-3.0%

-8% -8% 1% -3%

日本

2020年の実質GDP成長率

米国 EU 中国

2021年

下半期

日本：2021年
下半期

アジアその他地域
2021年上半期

中国：2021年
下半期

2021年

下半期

厳しい経済回復シナリオ
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もし世界的流行（パンデミック）の中で、私たちは戦いに勝っていると信じこ

んでいて、実際には、上るべき山への道を誤っていたとしたらどうなるで

しょうか？もし、現時点では事態を制御できているように見えている国々が

ウィルスの再発に直面し、今日まだ必死で戦っている国々が、封じ込めへ

のあらゆる努力を世界的流行（パンデミック）が覆すということを目の当りに

したら？もしより裕福な国々と、これらの国々と貿易を行っている途上国と

の間をウィルスが循環して（また変異して）おり、世界はただただ大き過ぎ

るのだということを気づかされたらどうなるでしょうか？史上最大規模の財

政・金融的な介入は失敗に終わるでしょうか？医療システムが飽和状態に

陥り、社会の封鎖が始まるのでしょうか？そうです、テクノロジーの導入が

増えると同時に、苦悩や懐疑心も高まるでしょう。あなたの健康、私たちが

いる場所、私たちの近くにいる人達といったプライバシーは、もはや手に入

れることのできない贅沢品となるのでしょうか？私たちは信用というものを

どのように図るようになるのでしょうか？
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深刻な経済回復シナリオ
疫学

• 北アジアにウィルスが再発し、経済にマイナスの影響をもたらす

• EUおよび米国の感染状況は長期化し、何度も再発する

• 活動制限といった努力の成果は、部分的となる

• 社会がほぼ完全に封鎖される

• 医療システムが大きく寸断される

• 途上国でウィルスの発生が深刻化し、結果的に欧米諸国に影響が及ぶ

• 集団的に抗体を得ることによって、2021年後半までに封じ込めに成功する

社会、テクノロジー、政策、環境

• 社会的な結束は瓦解し、他人への疑心暗鬼が常態となり、外国人への憎悪
が高まる

• 社会でのバーチャルへの需要の高まりに応じて、テクノロジーが発展し、
政府はデータの共有を義務化する

• 気候変動との戦いよりも、経済的な回復が優先される

• 世界的に孤立主義政策がとられ、国境管理の厳格化やサプライチェーンの
短縮化へとつながる



地域別に見る経済回復の時期

2022年
2022年

日本：2022年

アジアその他地域
2022年

中国：2021年に深刻な発生

世界のその他地域

2022年

経済
集団的に抗体を得るか、ワクチン接種によって（あるいはその両方によって）ウィルスの

拡散が減少するまでは、2021年まで感染率が高いまま、伝染が続きます。経済回復は

2022年半ばとなります。ウィルスの発生が段階的に起こるリスクが高く、循環し、回復の

度合いが制限されるでしょう

• 中央銀行の努力にもかかわらず、金融システムは崩壊する

• 大規模な税制上の刺激策を投じても、消費の増加をもたらすには至らない

• 倒産件数が増え、家計の逼迫が生じる

• 産業界では企業の国営化が広範囲で、かつ長期的に進む

産業への影響（供給側） 生産量の大幅な減少、サプライチェーンの崩壊

産業への影響（需要側）
需要の大幅な減少、多くの倒産、複数企業の国営化

2020年1月1日からの期間 12四半期

回復 2022年に開始

会計年度2021年の世界のGDPに与え
る影響

-6.0%

-6%

日本

2020年の実質ＧＤＰ成長率
米国 EU 中国

-10% -10% -3%

深刻な経済回復シナリオ
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2020年の見通しは近視眼的に
なる可能性があります
全ての直近の経済回復シナリオに影響を与えるマクロ的な不確実要因が多数ありますが、

その多くにはさらに、オポチュニティおよび／またはリスクが伴います

社会
テクノロジー
政策
環境

• ワクチンの迅速な開発および／または集団的な抗体の獲得

• アジアでの感染は再発しない

• 今夏の、米国およびEUでの感染率の大幅な減少

• 世界のその他地域への最小限の拡大

• 2020年第4四半期までの経済活動の大幅な回復（ウィルス発生前の水準）

• ソーシャルディスタンシング（社会的距離）の影響が最小限にとどまることにより、消

費者は以前の活動レベルに戻る。政府の介入により、80％超の小規模ビジネスが

生き残る

• サプライチェーンは迅速に再構築される

• ブロードバンドおよび5Gが広範囲に普及することにより、ビジネスおよび社会

のデジタル化が急速に進む

• 官民パートナーシップがもたらす迅速な対応により、景気の下降は軽減され、公的

機関および民間企業双方への信頼が高まる

• Business  Roundtableの信条に準拠した企業の社会的責任（ＣＳＲ）が段階的に

増す

経済

疫学

• EUおよび米国でのウィルスの壊滅的な集団感染（アウトブレイク）

• 北アジアでの感染第2波の発生

• 途上国市場での深刻な問題

• 2022年までの発生の継続

• 景気後退の深刻化、長期化

• サプライチェーンの持続的機能不全

• 2年間の世界規模での深刻な需要不足

• 2023年の経済回復

• ホームレス化、社会の不安定化

• 多くの国での多数の産業に対する政府からの財政援助

• 政府による経済への介入増加

オポチュニティ リスク
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Ira Kalish

Chief Global Economist, Deloitte Touche Tohmatsu Limited  

Contact: ikalish@deloitte.com
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Mark Klein

Managing Director, Deloitte Touche Tohmatsu Limited  

Contact: markklein@deloitte.com

Gopi Billa

Principal, Deloitte Consulting LLP  

Contact: gobilla@deloitte.com

Bill Marquard

Managing Director, Deloitte Consulting LLP  

Contact: bmarquard@deloitte.com

Andrew Blau

Managing Director, Deloitte Consulting LLP  

Contact: ablau@deloitte.com

Philipp Willigmann

Senior Manager, Deloitte Consulting LLP  

Contact: phwilligmann@deloitte.com

連絡先

これらの経済回復シナリオは、新型コロナウィルスの展開に応じて起こりうる経済的状況を示したもの

です。

これらのケースやそれ以外のケースのうちのどれが現実に起きるのかを知るのは時期尚早ですが、レ

ジリエントなリーダーは、将来を見越して、今から準備を進めています。詳細や、あなたの組織の将来

に経済回復シナリオがもたらし得る影響についての情報をお求めの方は、私たちにご連絡ください：

グローバルお問い合わせ先

日本国内お問い合わせ先

杉山雅彦／Masahiko Sugiyama  

有限責任監査法人トーマツ パートナー

Contact: masahiko.sugiyama@tohmatsu.co.jp

三木要／Kaname Miki  

デロイト トーマツファイナンシャルアドバイザリー パートナー

Contact: kaname.miki@tohmatsu.co.jp
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