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機能的な日常への道のりを組み立てる 

 

人口のかなりの割合が、感染症とその変異体に対して免疫を獲得した状態（集団免疫）に達すると、感染症は

実質的に沈静化していきます。しかし、今日の経営陣にとっては、集団免疫は COVID-19 の終焉を意味するわけ

ではありません。より広い意味でのゴールは、パンデミック後の市場と経済の再興です。 

 

本冊子では、経営陣に、いつ市場や経済が正常に機能する状態へ戻るのかを考察するためのフレームワークを提案

しています。機能的な日常(functioning normal)とは、経済・社会活動の新たな基準/均衡が確立されたうえで、

感染症が十分に管理されているという人々の信頼度合いを基に定義されます。感染者の割合、ワクチン流通の程

度、政府補助金等の定量的に識別できる指標に加えて、経済または市場が新しい正常に機能する状態に戻れる

かどうかは、パンデミックによって大きく制限されてきた国民が如何に今後の見通しについて信頼を置いてくれるか、に

かかっています。 

 

機能的な日常では、人や物は国境を越えてより自由に移動できますが、パンデミック以前よりも厳しい規制上の制

限(例えば、ワクチンパスポート)を課せられる可能性があります。人々は友人や家族を訪れたり、店で買い物をしたり、

レストランで食事をすることをより快適に感じることが出来るでしょう、しかし一方で、まだ大人数が集まる場で交流す

ることに消極的な人もいるかもしれません。従業員は職場に復帰しますが、仮想環境での業務実施が既に実証済

である為、以前ほど頻繁に職場に通勤する必要もないでしょう。さらに、世界経済は回復し失業率は改善しますが、

パンデミック前の水準に戻るには長い時間がかかるかもしれません。1 
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人々の信頼に影響を与える 4 つの要因 

組織、ビジネス、相互関係における

人々の信頼は、機能的な日常を実

現するための重要な前提条件です。

免疫、治療、政策、社会的な慣行の

4 つの要因は、総じて人々の信頼を築

く上で大きな影響を与えます。このセク

ションでは、経営陣が各要因を分析

するためのフレームワークを提供し、それ

が感染症の抑制にどのように寄与し、

ひいては市場が回復するに足る程度、

いかに人々の信頼を取り戻せるか寄

与するかを評価します。 

 

各要因の「注視すべき指標」と題され

たセクションでは、経営陣が、関連す

る市場や地域が機能的な日常を取り

戻しつつあることを予測するための指

標を示します。これらは単なる指標で

あり、相互に排他的なものでも、完全

に網羅的なものでもありません。そして、

機能的正常に戻るためにすべての指

標を満たす必要はありません。また、

以下の分析及び指標は、変異種

（突然変異）に関する現在の理解

に基づくものですが、変異種の進行は

予測不能であるため、フレームワークに

重大な影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

我々の分析は、世界中の市場の感

染率を予測できるカスタマイズ可能な

早期警告システム「デロイトシナリオモ

デリングとリソースツール(D.SMaRT)」を

通して、複数のシナリオを実行すること

によって強化しています。D.SMaRT の

モデルは、グループ間の相互関係を分

析し、予測動向をワクチンの可用性、

コンプライアンス、及び、有効性と重ね

合わせることで、感染拡大の自然科

学的な動向を予測し、組織が将来生

じるかもしれまい COVID-19 の爆発的

感染の可能性を特定し、それに備え

ることに役立ちます。 

 

1. 免疫/感染率: 

機能的な日常にたどり着くため、また

人々の信頼を取り戻すためには、パン

デミックを制御および抑制する必要が

あります。この抑制には、特にリスクの

高い集団の中で、感染症に対する広

範な免疫と感染率の明らかな減少が

必要です。人口のうち最も感染リスク

の高い年代が予防接種を受けている

場合、感染件数はそれほど急速に減

少しないとしても、入院者数と死亡者

数は減少する可能性があります。重

篤者や死亡者数が減少すると、感染

が抑制されなくても、機能的な日常に

戻る可能性があります。したがって、感

染症予防に効果的なワクチンは、全

体的な効果が予想よりも低い場合で

も、重要な抑止力となる可能性があ

ります。 

 

医療関係者の一致した見立てによる

と、人口の約 80％がワクチン接種や

自然感染によって免疫を獲得すると、

このコロナウイルスの対する集団免疫

を獲得したといえます。2 しかし、免疫

獲得の程度を追跡することは困難で

す。初期の検証結果では、既存のワ

クチンが変異種(突然変異)に対してあ

まり効果的ではない可能性を示してい

ますので、最初のウイルスに対する

80%の免疫は、変異種を含む現時点

での 80%の免疫を保証しない可能性

があります。さらに、集団免疫の基準

値は、自然感染再生産数として変化

し、R0 または R-naught と称されてお

り、新しい変異種の場合は増減します。

3 ここでいう R0 は、感染者が治療せず

に感染させる平均的人数です。4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我々の分析は、特定地域において

80%の免疫基準値を超え、ワクチンが

まだ既知の変異種に対して少なくとも

50%有効である場合、この地域が潜

在的に、機能的な日常に浮上する可

能性があることを示唆しています。5 同

様に、米国疾病管理センターとハーバ

ード大学は、十分なウイルス抑制の指

針として、ロックダウンをせずに、一日

に 10 万人当たり１人以下の新規感

染者数を目標として設定しました。6

注視すべき指標： 
免疫/感染率 
 

• 人口の 80％以上が自然免疫を

持っている（以前に感染してい

た）および/または予防接種を受け

ている 

 

• 重篤者や死亡者数の抑止にかか

せないワクチンの有効性を 50％未

満に低下させる変異種(突然変

異)がないこと 

 

• 1 日の新規感染者数が、人口 10

万人に対して 1 人を下回ること 7 

 

https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/trust-in-leadership-organization.html
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2. 治療 

ワクチンと自然免疫は感染率を減ら

す こ と に 役 立 ち ま す が 、 治 療 は

COVID-19 の罹患率と死亡率を最

小限に抑え、人々の懸念を緩和し、

組織的な対応において信頼を構築す

ることに役立ちます。例えば、最近の

臨床試験からの予備データは、モノク

ローナル抗体治療が予防として有効で

ある可能性を示しています。8 他の臨

床試験では、複数の薬剤の組み合わ

せが、重症度、入院、および死亡率

を減少させる可能性を示唆しています。

9 我々は、一地域で、典型的な治療

を受けている全対象患者のバイナリオ

プションを、治療を受けて患者がいな

い場合と比較して、モデル化しました。

複数の治療法を活用し、採用するこ

とにより、ICU の病床占有率が 3 分の

1 減少し、COVID-19 による死亡が

50％減少しました。10 

治療に対する直接的な尺度はないの

ですが、我々は死亡率および ICU 占

有率のような相関関係を介して間接

的に治療の効果をモニターしています

(「注視すべき指標」参照)。これらの変

数は免疫の状況にも関連している可

能性がありますが、治療的な医療の

有効性に関する指標となる情報を提

供していると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注視すべき指標: 治療 
 
• COVID-19 による入院期間が 4 週間連続で減少している 

• 感染症の発生率を減らすための入手しやすく、かつ、有効な経口治療薬の開発されている 

（参考値としては、過去 12 か月の人口 10 万人あたりの死亡者数は 1.8 人以下であること 11） 

• 入院死亡率を 80％削減する治療法が承認され普及している 
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3. 政策: 

決断力があり、かつ協調的な政策

決定は、ウイルス発生への即時対

応と長期のワクチン接種への取り組

みの両方において、COVID-19 の蔓

延および感染力に大きな影響を与

えることが示されています。例えば、

パンデミックの初期には、ニュージーラ

ンド、フランス、スペイン、ドイツ、オラ

ンダのすべての国々で早発のロックダ

ウンと社会的距離制限が課され、

90 日間で 1.5 未満の再生産数(Rt)

をもたらしました。これは、封鎖が実

施されなかったスウェーデンの 4.4 とい

う非常に高い Rt とは対照的です。12

米国の対応は、各州が不均一な対

応方針を採用したために混乱し、そ

の結果、同じ期間に Rt が 4.9 に至

り、感染の進行を遅らせるための協

調的な政策の重要性が強調されま

した。ドイツの研究においても同様に、

マスク着用義務が新しい感染者数

を 45%減少させたことを明らかにして

います。13 

前述の「免疫」セクションで説明した

ように、総人口の大部分に迅速にワ

クチン接種をすることは、機能的な

日常にたどり着くための重要な手段

であり、政策決定は、ワクチンを単な

る願望から身を守る武器に変える

上で大きな役割を果たします。 

効果的な政策は、感染曲線を平

坦化し、ワクチン接種を促進する最

も効果的な方法を特定し、そして最

終的に、市場が機能的な日常に至

るための、制限緩和の適切な時期

の見極めに不可欠です。統一された

政策が確立され実施されている地

域を特定することは、その地域が機

能的な日常に至る準備ができている

かどうかを評価するのに役立ちます。

同様に、政策の制限が緩和された

際の入院率を追跡すると、ウイルス

が適切に抑制されたかどうかを判断

でき、もしくは、市場が時期尚早に

制限を緩和され、まだ機能的な日

常に達していないのではないかという

判断をすることにも役立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注視すべき指標: 
政策 
 
• リスクアプローチによる陽性検

査、追跡調査、および検疫が、

標準化された施策として一律に

実施されている 

 

• 政府機関によって効果的に予防

接種が促進および展開される 

 

• 社会的な制限が解除されても、

特定の地域で 30 日以上の入

院が増加しない 
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4. 社会的な慣行と共通認識: 

ワクチンや治療が利用しやすくなるに

つれ、マスク着用の遵守、ソーシャル

ディスタンス、自己のリスク/免疫に

対する共通認識など、社会的な慣

行や共通認識が、引き続き極めて

重要な役割を果たします。COVID-

19 に感染している人の 80%は軽度

から中等度の症状、もしくは無症状

ですが、14 非薬物的な社会的な対

策を、特に感染リスクの高い集団に

おいてウイルスの封じ込めを成功させ

るために継続する必要があります。ロ

ンドンの The imperial College の調

査によると、COVID-19 感染の 65%

は 20~49 歳の個人から発生してお

り、危険にさらされているグループを

保護するための広範囲な法規制の

重要性を示しています。15 

 

ロックダウンやその他の制限措置な

どの政策に加えて、社会における日

常的な慣行を個々人が遵守するこ

とは、機能的な日常のために重要で

す。定期的にマスクを着用し、ソーシ

ャルディスタンスを守る人は、そのよう

な行動をとらなかった人に比べて

COVID-19 に感染する可能性が 10

分の 1 であることが判明しました。16 

 

 

 

 

 

 

 

UCLA Fielding School of Public 

Health が最近実施した調査による

と、マスクのほぼ全世界的な着用と

ソーシャルディスタンスがなされれば、

それによって COVID-19 再生産数

がほぼゼロになり、米国の GDP17 が

約 1 兆ドル増加する可能性があると

のことです。さらに、感染率について

は、厳しいマスク着用要請と遵守が

求められてる国に比べて、規制がな

い国では 7.5 倍高くなりました。18 上

記のように、COVID-19 感染率を抑

制し、ワクチンを広げるには重要な

政策措置が必要ですが、目標とす

る免疫学的基準値に到達するには

社会的な慣行や共通認識が不可

欠です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注視すべき指標:  
社会的な慣行と共通認識 
 
• 人口の少なくとも 65〜80%がワクチン接種を

希望している（ただし感染率が高いために自

然免疫率が高い地域では、集団免疫に到達

するためにワクチン接種を受ける必要のある人

口割合が少ない場合があります） 

 

• ソーシャルディスタンス、マスク着用、及び、手

洗い政策を伴った広範囲なパブリックコンプラ

イアンスが機能している 

 

• 陽性検査および追跡調査実施が普及してい

る（およびそれを管理する仕組みもある） 
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ビジネスリーダーが検討すべき 6 つの重要なアクション 

 

暫定的に経営陣が信頼を築き、新たな機能的日常に向けて組織を位置づけるために実行できる具体的なアクションは

以下の６つです。 

 

１．関連する市場において前述し

た４要素をそれぞれモニターし、ポジ

ティブな基準値に達したときのため

のプレイブックを作成します。プレイブ

ックとは、経営陣が重要な変数をモ

ニターしている間、ある一定の基準

値に達した際に実行する手順を記

述したものです。プレイブックを用意

しておけば、例えば、ソーシャルディス

タンスの促進を容易にし職場復帰

ポリシーを明確にするためのワークス

ペースを再設計等もすることができる

かもしれません。このようなプレイブッ

クに基づく活動は、新規感染者数

の割合が基準値以下である場合な

ど、特定の基準が満たされたときに

有効です(例えば米国の CDC とハー

バード大学は、10 万人あたり 1 人の

感染者が十分な感染封じ込めに達

した指標であることを示しています)。
19 

２．従業員の心身の健康に注力

します（そして投資します）。 1 月、

デロイトとフォーチュンは、グローバルフ

ォーチュン CEO コミュニティで 125 人

を超える CEO を対象に調査を行い

ました。 ほぼすべて(98％)の CEO が、

COVID-19 が終焉した後も、従業

員のメンタルヘルスと福利厚生が引

き続き優先事項であるという認識で

一致しました。20CEO は、従業員の

3 分の 1 以上が 1 年後も在宅勤務

を続けると予想しています。21 変化す

る環境、継続的なコミュニケーション、

および予想される投資を鑑みて人事

施策と手続きを見直すことは、感染

率が低下していても、従業員を支援

するために重要です。 

 

３．ワクチンプログラムの受け入れ

を促します。経営陣は、従業員のワ

クチン接種強化に役立ついくつかの

方策を実施できます。まず、経営陣

自らがワクチン接種をすることで、従

業員への接種を促進することができ

ます。そして、地域および国のガイド

ラインに従ってワクチン接種を受ける

ためのフレキシブルな有給休暇など、

障害を取り除く方策を確立できます。 

 

４．パンデミック後の世界における

未来の働き方（future of work）

を再構築します。経営陣は、未来の

働き方（future of work）を温か

みのあるものにすることにより、組織

が機能的な日常に成長するように

検討を行っています。望まれる機能

と結果を特定するために業務を再

設計します。テクノロジーを活用して

従業員を支援し、労働力に活力を

与えます。そして、効果的なコラボレ

ーションとチーム活動を推進しながら、

バーチャル環境における様々な変化

と向かい合うことができます。22 

 

５．長引く COVID-19 に対応する

規制に対するシナリオプランニングを

実施します。特定の市場が比較的

早く機能的な日常に戻るかどうか、

COVID-19（および変異種）の影

響が、不均一な回復、または長期

の不況につながるかどうかを今、見

極めるのは時期尚早です。そして、ビ

ジネスリーダーが現在行っている短期

的な意思決定は、長期的な組織の

持続可能性に影響を与える可能性

があります。この意思決定を支援す

るために、デロイトは最近、リーダーの

指針となる 2021 年の戦略、財務

的、および運用計画の 4 つの経済

事例のシナリオをリリースしました。そ

れぞれのシナリオは、想定される経

済的影響に応じた潜在的な将来の

状況を説明しています。そして、これ

らは、さまざまな条件下で起こり得る

想定上の可能性を説明し、計画を

策定するうえでの議論と慎重な対

応のため枠組みを提供します。 

 

６．レジリエントな（危機対応力

の 高 い ） 組 織 を 構 築 し ま す 。

COVID-19 危機の中で、経営陣は

次の 3 つのフェーズを見据えています。

1.差し迫った危機とロックダウンへの

対応段階、2.これまでとは異なる働

き方を確立することにより、最初の

対応から回復する段階、3.そして最

後は機能的な日常の世界での成

長段階です。レジリエンス（危機対

応力）とは、そのような混乱の前、

最中、危機後であっても成長する能

力です。レジリエントな組織は、直面

するすべての主要な混乱に対して、

対応(Response)、回復(Recover)、

および成長（Thrive, RRT）を迅速

かつ効率的に繰り返します。従って、

レジリエントなリーダーは、COVID-19

危機から学んだ教訓を取り入れて、
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将来の混乱に備えて RRT を推進す

るためのさらなる組織力を養わなけ

ればいけません。 

 

 

 
結論 
 

我々は、多くの人が予想していたよりも長い間、このパンデミックとそれに伴う経済的な影響に対応しなければいけません。

我々が経済的安定への回帰を期待し、切望する一方で、危機対応力の高いリーダーは、市場が機能的な日常に戻っ

た時に備えて、今現在の、この延長された時間枠を、これから何が起こるかを予測したり、そのための計画を立案したりす

る機会としてとらえています。免疫、治療、政策、社会的な慣行の 4 つの要因すべてにわたる主要な指標を注意深く見

守ることで、市場が経済的および社会的活動が、新しい基準/均衡を伴って、いつどのように浮上するのかを知ることがで

きます。 
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