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レジリエンス（危機対応力）をもってCOVID-19に立ち向かう

COVID-19への対応に関するデロイトインサイトのより幅広い内容については、デロイトの専用サイト
（COVID-19ウェブサイト）をご覧ください。

本資料は、Deloitteグローバルが2020年4月に発表した “The essence of resilient leadership: Business recovery 
from COVID-19” を、デロイト トーマツグループが翻訳したものです。なお、この翻訳文と原文に相違がある場合
には、原文の記載事項を優先します。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html
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レジリエンスはリーダーに必要不可欠な能力である

このシリーズの最初の記事では、

危機を効果的に切り抜けるため

にリーダーが必要とする重要な

基盤について説明した。1レジリ

エントなリーダーは、最初に、5つ
の本質的な資質によって彼らが

何者であるか定義され、そして3 
つの重要な時間枠：対応段階、

回復段階、成長段階を通して彼

らが何をするかによって定義され

る。

2

織はかつてアジャイル（迅速）な対応

を「飛行中に飛行機を修理する」と表

現していたが、COVID-19パンデミッ

クは、現代の激動のルールを書き換

レジリエントなリーダーシップの本質

組
えた。企業から公共機関、私達の家族まで、あ

らゆる組織を率いる私達は、空中で飛行機を

修理しているのではなく、空中で飛行機を建造

しているようなものだ。このような時代には、そ

のように劇的な不確実性に直面できるレジリエ

ントな（危機対応力を備えた）リーダーが必要で

ある。

「リーダーにとっての昔からの課題
は、将来を築きながら危機を管理
することである」

-ヘンリー・キッシンジャー2

危機の回復段階に進むにつれて、レジリエント

なリーダーは、チームのために「今日」から「明

日」へ発送の重要な転換を認識し、強化する。

彼らは、主要なCOVID-19に関わる市場と社会

の変化のうち、対応しなければいけない不確実

性を識別したうえで、そして、それが成長と変革

の機会であると認識している。

これらの不確実性の中で、レジリエントなリー

ダーシップは、大きな信頼を築くことによって育

まれ、促進される、より大きな後援力を必要と

する。

そして、レジリエントなリーダーは、回復段階の

終わりに成功がどのように見えるか、つまり長

期的にビジネスがどのように成功するかを予測

し、チームを導いて結果ベースのアジャイルス

プリント（迅速な全力疾走）を発展させ、そこに

到達する。

レジリエンス（危機対応力）を備えることが最終

目的ではない。レジリエンスは企業が存続する

うえ必要不可欠な能力なのである。「レジリエン

トな組織」は、単に、危機の前に中断した場所

に戻ることを可能とするものではない。むしろ、

真にレジリエントな組織は、心構え、信念、敏捷

さ、構造をDNAに組み込み、元の場所に回復

するだけでなく、前方に俊敏に進み続けること

を可能にする組織である。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/srr/heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19.html


発想の転換をする
「今日」から「明日」へ考え方を変える

3

OVID-19危機をリーダーとして対応

してきた私達の多くにとって、日々の

過ごし方が変わってきている。
C
実際、一部の人々は、COVID-19の世界では1
週間は、昨日、今日、明日の3日間で回ってい

ると言う。そのような世界ではレジリエントな

リーダーとチームは、回復に必要な重要な影響

を及ぼすいくつかの変更について、「今日」と

「明日」の状態についての考え方を変えなけれ

ばいけない。具体的には、図1 参照。

• 私達を取り巻く環境は、初期の対応段階の

予測不能、かつ必死な行動を必要とした環

境から、より落ち着いた状態に移行する。

もっとも、快適ではない、おぼつかない状態

（an “interim” normal）（「暫定的な」ビジネ

ス環境） となる。

ポイント: 回復段階が終わった時の明確なイ

メージを思い描いたうえでスタートする。

• リーダーシップを発揮するうえで、注力すべき

対象は、従業員の安全と業務継続に焦点をあ

てた非常に内部指向的 （かつ完全に適切な）

対象から拡大し、市場指向への復帰となる。

ポイント: リーダーは、内部プロセスではなく、

必要とされるステークホルダーの期待値を見

据えてゴールを明確に想定する必要がある。

• 経営管理の方針は、組織の機能を維持する

危機管理から、回復した未来への移行を管理

することに転換する。

ポイント: 回復段階のプロジェクトの管理

図１

レジリエントなリーダーは対応段階から回復段階に移るにあたり発想を転換しなければいけない

対応段階 回復段階

取り巻く環境

注力の方針

経営管理の方針

計画の方針

経営姿勢

予測不能

内部指向

危機管理

緊急事態対応策

受動的

「暫定的な」ビジネス環境

市場指向

プログラム管理

シナリオプランニング

再構築

Source: Deloitte analysis.

ポイント: ステークホルダーの期待値を見据えてゴールを明確にする

ポイント: 回復段階の PMO には特別なスキルセットが必要な場合がある

ポイント: 業務の強化に必要な財源を調整するためのモデルが必要

ポイント: 成功した未来を想像し、信頼をカタリストと理解することでチームを活性化する
好機にする

ポイント: 回復段階が終わった時のイメージをもって、スタートする

COVID-19からの回復
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の観点からは、緊急対応本部とは異なるスキ

ルセットが必要な場合がある。

• 計画の方針は短期的な危機管理計画から、

業務、従業員、資金調達などに関連する影

響を理解するために、中長期的なシナリオ

プランニングに基づく経営に移行する。

ポイント: 業務運営を強化するために必要

な資金に対する財源を確保することが重要

となる。

• 経営に関する姿勢は、受動的なモードから

組織を再構築するための対策を講じる積極

的なモードに移行する。

ポイント : リーダーは、成功した未来を想像

し、そこに到達するためのカタリストとして信

頼を得ることによって、チームを活性化する

ことが可能となる。

COVID-19からの回復



「唯一確かなことは不確実であること」を理解する

5

機の間の社会、制度、個人の大きな

変化は、私達の慣れ親しんだ構造に

大きな不確実性をもたらしている。
危
何が真実で安定しているかについての前提条

件のいくつか、例えば「自由な社会では無制限

に移動する自由がある」が覆された。これらは、

レジリエントなリーダーが切り抜けなけなけれ

ばならないビジネスと社会の基盤に関するマク

ロレベルの変化と不確実性をもたらした。

「COVID-19危機から回復した後の世界には、これまでと
は異なる経済社会が待っているにちがいない」

-アントニオ・グテレス、第9次国連事務総長３

社会における暗黙の取り決めの変化

企業の社会的な役割期待は、すべてのステー

クホルダーの存続可能性を確保するために再

構成されている。企業とその利害関係者の間

の暗黙の取り決めは、常に、一般的に口には

出されず、「物事のあり方」の想定に基づき受

け入れられてきた。しかし、物事のあり方が変

わり、その取り決めは書き換えられている。たと

えば、暗黙の「今後の働き方」に関する取り決

めでは、リモートワークは、組織にとって生産性

が高く、従業員にとって望ましいものになる可

能性がある。さらに、ワークライフバランス、仕

事の流動性、従業員の幸福度の向上に関する

新しい考え方の変化があり、これらにより、私

達が、いつ、どこで、どのように働くかについて、

新しい基準が再形成されていることを示唆して

いる。

企業と政府の役割と規制の変化

危機が進むにつれて、企業は政府的な働きを

し（地方自治体に先立って従業員の在宅勤務

要請を始める）、そして政府は企業的な活動を

する（株主資本と引き換えに重要な財政支援を

提供するなど）、その一方で、非政府組織

（NGO）と他の機関は、その両方の動き方をし

ている（世界保健機関WHOが133の国々に、

200万セット以上の個人用保護具を出荷するな

ど）。4

同時に、官民パートナーシップ（米国国立衛生

研究所がアメリカやヨーロッパの政府機関と連

携し、パンデミック5に対応する国際的な研究を

調整するために、12を超えるバイオ医薬品企

業と提携するなど）は、従来の官民の線引きを

曖昧にする新しい協力体制の先駆けであり、そ

して政府と企業間で、より大きな協力関係が築

ける兆しである。

資金源と用途、そして資本市場における予測

不能性

COVID-19危機は、経済全体、各セクター、政

府、金融機関、レストラン、非営利団体、家計

等の至る所に、財政面での衝撃を与えている。

危機下において、資金の流入および流出とそ

の流動性は予測不可能であった。リーダーは、

資金ポジション及び調達計画について幅広い

選択肢から取捨選択して立案する必要がある。

それらはすべて、感染症の進行度合い、政府

の景気対策の進展度合い、および景気回復の

ペースに依存している。6同時にまた、潜在的に

積み重なる債務負担を処理する能力と、これが

金融機関に与えるであろう影響を見極める必

要がある。

COVID-19からの回復
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6

顧客行動変化の永続性

この危機はすでに顧客の行

動に大きな影響を与えている。

中国市場が再開するにつれ、

実店舗を訪れた一部の消費

者は何かに触れることに消極

的になった。7ニールセンの消

費者調査は、危機の後、人々

の日常は健康8に対する新た

「世界を再び軌道に戻すには、
COVID-19黙示録の4人の騎手全
員をコントロールする必要がある」

-ジョシュア エプシュタイン, ニューヨーク大学グローバル・ヘ
ルス・スクール疫学教授10

な慎重さによって変化すると断言し、いくつかの

行動変化が長期的である可能性を示唆してい

る。宅配の顕著な増加は、バリューチェーンに

おいて、新興プレーヤーである独立配送会社

の行動に更になる影響を与えている。リーダー

は、パンデミックが、顧客行動、経験、期待、お

よびデジタル化に、永続的な変化をどのように

与えたかどうか見極める必要がある。

身体的、精神的、経済的、デジタル的な安全性

に対する期待

COVID-19後の世界が様相を露わにするにつ

れ、回復段階ではステークホルダー間に不安

を生み出すだろう。ステークホルダーが対峙す

る不安、そして、おそらく永続的に続くと思われ

ていたであろう彼らの安全性とセキュリティへ

の期待がどのように変化したかを理解すること

は、信頼の回復と新たな道筋を描くことを目指

すリーダーにとって非常に重要である。研究者

が識別している4つの疫病、すなわちCOVID-
19自体に対する恐怖、ウイルスへの恐怖、経

済不安に対する恐怖、そして究極のワクチンに

対する恐怖さえも、最終的にどのように解決さ

れるかはまだ分かっていない。9

これらのそれぞれの変化は、世界が新しい、ま

だ定義されていない安定に向かうにつれて、

リーダーにとって非常に重要で不確実な領域を

示しだしている。COVID-19危機という未知の

領域の中で、リーダーは「未知の未知」（訳者

注：知らないことに気付いていないリスク）11の

大幅な増加、または、少なくとも、私達がかつて

真実であると知っていたものに対する信頼の急

激な低下を予見する必要がある。 私達は、広く

合意された絶対的な価値観の世界から、足が

空中に固定されている相対的な価値観の世界

へと移行した。

しかし、これらの不確実性の中で新たなビジネ

スモデルの出現もみてとれる。アジア太平洋地

域のeコマースサプライヤーは、その物流機能

を外部委託業者12に委託した。12大手通信会社

は、大規模な技術的な変更を100％バーチャル

デリバリー13に移行した。テクノロジー企業の戦

略的なパートナー企業は、パンデミックによって

雇用が厳しくなった14にもかかわらず、数日間

で暫定的な財務機能を立ち上げて、重要な

サービスの提供を開始した。そして中国の数十

の病院が、オンライン健康相談の需要の急増

に対応するために、デジタルプラットフォームを

介してオンライン診療を開始した。15

COVID-19からの回復



回復へのカタリストとしての信頼を得る

信頼を抽象的でつかみどころのない概念と考

える人もいるかもしれないが、実際には、回復

を通じてステークホルダーとの強い関係をうまく

再確認するために不可欠な、非常に明確な基

盤である。これには、特に2つの信頼の属性が

関連している。第一に、信頼は、具体的な価値

の交換により醸成される、ということを理解する

必要がある。.

7

復段階において、レジリエントなリー

ダーは、これらの重要なCOVID-19
関連の不確実性を切り抜けるために

チームを鼓舞する必要がある。

回
しかし、偉大なリーダーシップは、より大きな

スークホルダーからのサポートを必要とする。

ステークホルダーからのサポートはリーダーと

部下を含むステークホルダーの間の信頼に

よって育まれるものである。確かに、多くのリー

ダーは、危機の初期の混乱した予測不可能な

段階を巧みに切り抜けることで重要な多くの信

頼を築いた。

ステークホルダーがいない状況では、信頼は、

価値を発揮しないが、例えば、顧客、取引先、

従業員、投資家、チームメンバーなど、他者と

のやりとりで価値を発揮する。同様に、信頼は、

実質的で、純粋なギブアンドテイクで、相互に

価値を提供する場でのみ醸成される。そして信

頼は積み重ねられる。賢明かつ慎重に蓄積さ

れ、それは繰り返される肯定的な経験の中で

成長する。信頼は、蓄積が不十分であると、急

速に価値を失う。

さらに、研究によれば、信頼が経済成長と株主

価値という結果をもたらし16 、イノベーション17、

地域社会の安定の向上18、健康を促進すること

も示されている。19

第二に、信頼は実行可能で、人間的であり、か

つ多面性を持つことを理解する必要がある。信

頼は、物理的、精神的、経済的、デジタル的の

4つの異なる側面でステークホルダーの間で育

まれ、築かれる（図2）。そして、信頼は人間的

であるため、人との結びつきのレベルにおいて

始められる。COVID-19は、これら4つの側面

レジリエントなリーダーは、回復が人間的体験であることを理解する。
回復へ考え方を転換するには、信頼の４つの人間的な側面を理解する必要がある :

図 2
信 頼 は 人間的かつ 多面的であ る

レジリエントなリーダーは次の課題に応える:

• 私達のそれぞれのステークホルダーの回復において
、どの側面の事象が重要であるか、そして、私達が
成長へシフトさせようとする際に、何が重要になりう
るか ？

• 私達が全ての答えを持っていない時でさえ、 私達の
意図を、明確かつ透明性をもってステークホルダー
に伝えているか？

• 私達は、ステークホルダーに約束していることに対し
て、十分に期待に応えているか？

• 私達はどのように4つの側面を通してステークホル
ダーのニーズ満たしながら、私達の進捗をモニターし
判断するのか？

精神的

あなたの精神的、
社会的ニーズが

擁護されていると
信じる

物理的

あなたの周辺が
安全であると

信じる

デジタル的

あなたの情報が安
全でなると
信じる

経済的

あなたの財政
上の懸念が払
しょくされる信

じる

COVID-19からの回復
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にわたってステークホルダーと関係しており、

信頼を築く （または失う） 機会を高めている。た

とえば、リーダーが従業員を再びオフィスで従

事させる方法 （社会的な距離を尊重する空間

を再設計するなど） を慎重に検討したり、利益

を維持するよりむしろ、できるだけ多くの仕事を

維持するために長い時間を費やす際に、従業

員との間に信頼が築かれることがある。

同様に、組織がサイバーの脅威から顧客デー

タを保護するために特別なセキュリティ対策を

追加すると、顧客との間で信頼が築かれる可

能性がある。

• 作家のスティーブン・コービーは、 「信頼は

人生の接着剤である。これは、効果的なコ

ミュニケーションの最も重要な構成要素だ。

それはすべての関係を保持する基本的な

原則である」という、信頼の計算式をうまくま

とめた。20そして、ソーシャルインパクト投資

家のアンディ・クラウチは、信頼と組織の回

復努力の相互作用を強調している。組織の

回復の取り組み「ミッションと私達に託され

た人々のための新しいプレイブックへの道

を見つけるためには、私達は一瞬一瞬を、

信頼を築き、構築する方法で行動する必要

がある」。21

COVID-19からの回復
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れほどの規模と範囲の回復は、私達

の人生でも経験したことがなく、急速

に変化する政府の指示、こ
脆弱な供給ネットワーク、神経質なチームメン

バー、および慎重な顧客を同時に舵取りする複

雑さによって困難になっている。

市場の不確実性を考えると、従来の見識に頼っ

て回復しようとする企業は、彼らが到着した際

に、彼らが知っていたと思っていた世界がもは

やそこにないことを発見するかもしれない。リー

ダーが過去に打ち出した計画やプレイブック

（訳注：計画を実現するための詳細な作業計画

書）、特にそれらの計画やプレイブックが機能

的または内部指向的な見方に焦点をあててい

る場合は、もはや適切ではないかもしれない。

組織が回復段階で成功するには、以下の４つ

の観点に留意して、いつ、どこで、どのように、

明確な決断するかを決定する必要がある。

1. 回復後のゴールイメージを定める

.回復の終わりに大成功を収めていることを

想像し、それに向かって迅速かつ決断力を

もって動くためにどのような即効性のある

手段を取ることができるかを決定する。

2. 成功を予測する

成功への道は、内部指向に焦点を当てた

機能プロセスではなく、ステークホルダーに

焦点を当てた成果によって定義されるよう

にする。

3. 全力疾走する。

ジャイル原則を使用して、組織が現在の状

態から目的地までの移動で横断しなけれ

ばならない不確実性の領域（単なる疫学的

要因を超えて）を切り抜ける。

4. タイミングを判断する

回復段階に舵を切る適切なタイミングを慎

重に判断する。

たとえば、大手通信会社の小売部門を想像して

みてください。回復後のゴールイメージは、店舗

の50%を再開すること、顧客更新活動の 50% 
を Web ベースに移行すること、および大都市

圏の中心拠点に修理業務を集中することが含

まれる。それらを実現するためのリカバリープレ

イブック（訳者注：回復段階で実施すべき施策に

ついて、目的及び手順を示した詳細な作業計画

書）は、顧客にとって望ましい結果への道のりを

詳しく述べている（例えば、新しいタッチレススト

ア体験、強化されたオンライン注文、修理拠点

の確立など）。これには従業員 （店舗の再開や

必要とされる新しいスキルに対する作業者の再

トレーニングなど）、サプライヤー （需要見積も

りに合わせてサプライチェーンを補充するなど）

等に対する施策も含まれる。企業は、消費者の

行動、市場ニーズ、競合の脅威の分析に合わ

せて、これらの計画を調整することが可能となる。

回復後のゴールイメージを定
める
回復後のゴールイメージを最初に定めてから、

さかのぼって何を作業しなければいけないか、

検討することが必要である。これはリーダーがよ

り積極的で創造的な計画を立てるのに役立つア

プローチである。チームを成功者の立場に置くこ

とは、精神的に優位性を与え、現状の制約の一

部からチームを解放する。また、創造性を妨げ

るような、積み上げ的な発想思考をしなくなる。

即効性のある成果を見い出し、ゴールに向かっ

て迅速かつく決断力を持って推進することが重

要である。多くの企業は、この危機が官僚的な

境界を解消し、意思決定をより簡素化し、成果を

加速するための行動の応答性を高めることを理

解している。

リーダーは、ゴールイメージを定める際、例えば、

戦略、構造、規模など、利点を生み出す上で最

も重要なものは何かという、戦略的質問を自身

に問いかける必要がある。これにより、COVD-
19以前の戦略的な施策の実施の加速、

COVID-19からの回復
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進行中の各種施策の拡大、新しい本質的なビ

ジネスの創出、さらには苦しんでいる企業やブ

ランドの間で取引機会を見つけるなど、回復段

階において追求する様々な戦術を考え出すこ

とができる。

リカバリーラボ（訳者注：回復段階における各

種施策を検討するためのブレインストーミング

を含んだワークショップ）は、シニアリーダー

シップチームが、これらの戦略的な疑問を探求

するための優れた手段である。このようなラボ

の具体的な成果は、シニアマネジャーチーム全

体で共同設計 したリカバリープレイブックであ

る。プレイブックに加えて、ラボを実施すること

の価値は、シニアチームが共通の目標、目的、

および成果等が合意され、調和を促進すること

にある。

回復段階を順調に進めるためには、リカバリー

PMO （RPMO） を立ち上げる必要がある。リー

ダーは、この回復段階を委ねるのに適したチー

ムを組成できるかを検討する必要がある。この

検討は、従来のCOVID-19対応チームに多くの

運用専門知識を集め、より多くの運用ベースの

スキルと専門知識を持つチームメンバーを募る

好機である。また、様々な景気対策プログラム

や現地の法規制が複雑化していることを考える

と、RPMOは法務および税務などの機能をサ

ポートする上で、重要な役割を果たす可能性が

ある。リーダーに対するRPMOの報告資料に

は、マクロ回復指標に加えて、リアルタイムの

意思決定上の洞察を提供できる組織内部の運

用情報と外部環境指標をバランスよく含める必

要がある。組織は、回復状況に関する必要な

情報を収集するために、短期的な投資が必要

となるかもしれない。

最後にリカバリープレイブックを、経済的影響

の観点から確認すること（モデル化）は、重要な

チェックアンドバランスに必要な作業である。多

様な経済的シナリオ下で、計画は達成できるの

か？組織の計画に基づく流動性は、計画に見

合った運用と運転資本の再構築を可能にする

のか？

成果を予測する
私達は、リカバリプレイブックに含むべき6つの

主要なマクロ結果（図3）と、経営陣（C-suite）が
回復段階における計画の範囲と方向性を設定

する際に考慮すべき、いくつかの主要な戦略的

な質問を提示した。

このシリーズの第一弾では、対応段階で取り組

む6つの優先機能領域 （危機管理本部、人材と

戦略、事業継続性と資金調達、サプライチェー

ン、顧客との関わり、デジタル技術） を特定した。

機能的なフォーカスは、対応段階の即時性に

完全に適していた。しかしながら、前述のように、

対応から回復へのシフトは、内部指向的、機能

的な見方から、ここで説明する成果ベースの見

方への考え方の方向転換を必要とする。

リカバリープレイブックを策定する際に、 C-
Suiteが考慮すべき事項の詳細については、こ

の記事の付録を参照してください。

全力疾走する
アジャイルデリバリー原則（訳者注：全力で俊

敏に対応する原則）は、回復段階において不可

欠である。 新しい問題が発生するにつれて目

的地が変わるだけでなく、「未知の未知」が予

期せぬ迂回を引き起こす可能性がある。回復

フェースの各種施策を短期間 （6週間程度）で

実行する上で、リーダーシップとRPMOは各種

施策をモニターし、途中で軌道修正を行うこと

ができる。

対応段階では、世界中の組織が、文字通り一

晩でビジネスモデルを変更する驚くべき敏捷性

を示した。リモートワーク整備を実行し、ビジネ

スプロセス全体を影響を受けにくい地域にオフ

ショアリングし、他の組織と協力して、部門を跨

ぎ、一時休職中の従業員を再配置した。それぞ

れの状況下で、結果を得ることの緊急性は、典

型的な官僚的正統性を切り捨てた。

COVID-19からの回復
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最終的には、リカバリープレイブックの経済的

影響のモデル化は、重要なチェックアンドバラ

ンスの観点から必要である。レジリエントなリー

ダーは、これらの経験を活用して、従来の慎重

なサイロベースの考え方を取り除き、回復段階

全体を通じ、迅速な意思決定を文化に組み込

む必要がある。

COVID-19の蔓延と、広範囲に及ぶ医学的お

よび経済的な影響が大きく、疑問に対して単純

に回答できるような数学的な答えはない。

タイミングを判断する
多くの企業がすでに問いかけている核となる疑

問の1つは、「いつ回復段階に方向転換すべき

か」である。しかし、対応段階と回復段階の間

には明確な境界線はなく入り混じっている。

感染率が低下した地域では、感染がまだ拡大

中の地域よりも、リカバリープランを早めに発動

することができるだろう。メディアやテクノロジー

などの、影響が少ない部門は、運輸や観光な

どの大きな影響を

現状及び将来情報を感知する技術

（sensing）と人工知能のメカニズム

は、いつ、どこで、どのように回復段

階に移行するかについて、定性的か

つ重要なインプットを与える可能性

がある。

リカバリープランを発動する適切な

時期は、地域や部門によって、ある

いは同じ地域や部門であっても企業

によって異なる。

図3
リカバリープレイブックには、6つの主要な成果に対応した情報を含むべきである

Source: Deloitte analysis.

期待する成果 説明 戦略的質問のポイント

回復し収益を伸ば
す

利益率と収益性を
向上する

資産、負債、流動性
を最適化する

従業員と事業運営
体制をサポートする

デジタルトランス
フォーメーションを
加速する

ステークホルダーの
期待を管理する

収益を取り戻し、売り上げ増加、顧客
満足体験、利幅のための新しい本質的
な機会に拡大する

費用構造と投資を再検討する

資産ポートフォリオ（M&A取引を含
む）を管理し、バランスシートを強化
し、資本構造を最適化する

リカバリー計画を実現するために、
業務、労働力、職場、運用モデル、
ビジネスモデル、アライアンスを再検
討する

リスクへ積極的な対応をしながら、ス
テークホルダーの期待を管理し、満足
させる

• 企業買収による拡大が必要か、または現状維持

に注力すべきか。

• どのような顧客行動の変化が今後永続的となるか。

• 利益を管理すべきか、ないしは危機対応力を強
化すべきか。

• 私達はキャッシュと利益のどちらを重視すべきか。

• デジタルトランスフォーメーションを如何に速く進め

ることができるか。

• 社会やステークホルダーからの期待はどのように

変化したか。

• 労働者との社会的な取り決めは、どのように変化

したか。

• 計画を実現する上で適切な事業運営体制等が用

意されているか。

成長、コスト削減と更なる前進を可
能にするデジタル化をインサイト主
導の組織として加速する

COVID-19からの回復

「ビジネス上の対応は数ヶ月ではな
く数日で起こった。企業は、俊敏性
を高めたうえで、より迅速に行動す
る方法を学ぶことができるだろう」
-—エイミー・C・エドモンドソン、ハーバード・ビジネス・スクール 22
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受けている部門よりも、はるかに早く回復段階

に移行する可能性がある。また、各企業は独

自の回復段階に移行する判断基準を持つ必要

がある。例えば、広く分散したバックオフィスサ

ポートセンターやサプライチェーンについて、感

染状況や対応状況の可視化が進んでいる会社

は、そうでない会社よりも早く回復への取り組

みを開始できるかもしれない。

回復に方向転換するタイミングを検討するリー

ダーも、スタートアップのリードタイムを考慮す

る必要がある。例えば、小売業者は数日で再

開できる場合があるが、一部の素材製造業界

では、一旦稼働を止めた工場を再稼働必要な

状態に戻すために数ヶ月を必要とすることがあ

る。

COVID-19からの回復
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織が回復段階から脱し、成長段階に

移行するにつれて、レジリエントな

リーダーシップの5つ

レジリエントなリーダーに求められる行動指針

組
の要点とステークホルダーとの信頼が相まって、

レジリエントなリーダーは、今後現れてくるであ

ろう新しい市場に対応することが可能となる。

また、新しいビジネスモデルを構築できる強力

な基盤を持つことが出来る。

危機が過ぎさった後の生活はどうなるか、そし

て再構築された世界で成長するには何が必要

か。デロイトUSとセールスフォース のコラボ

レーションでは、世界で最も有名なシナリオプラ

ンナーが、パンデミックの潜在的な将来の社会

的およびビジネス的影響を考慮する4 つの異

なるシナリオを展開した（右記参照：「COVID-
19によって再構築された世界: レジリエントな

リーダーのためのシナリオ」） 。23チームは、感

染の進行と重症度、国内および国を跨いでの

協力レベル、医療システムの対応、経済的影

響、および危機対応における社会的結束を

探った。

4つのシナリオは、今から3～5年後の将来の見

通しを提供し、リーダーの思考を広げ、従来の

英知に挑戦し、今日より良い意思決定を推進

するための構造化されたプロセスを通じて作成

された。

社会学者によると、歴史は直線的に動くもので

はなく、約80年ごとに危機によって中断される

サイクルで動いていくとのことである。24このよ

うな世代周期は旧約聖書、ホメリック、イスラム

文化に見られ、老子やブッダなどの預言的な原

型によって提言されている。研究者たちは、15
世紀半ば以降の英米史における7つのサイク

ルを特定しており、直近の危機は80年前の第

二次世界大戦であった 。

COVID-19によって再構築された世界:
レジリエントなリーダーのためのシナリオ

通り過ぎる嵐 パンデミックは、ウイルスを封じ

込めるための政府の効果的な対応によって管

理されている。しかしながら、中小企業だけで

なく、低所得者や、中所得者並びにコミュニティ

に対しては、不釣り合いな影響を与える継続的

な余波を与えている。

良い会社 大企業が「ステークホルダー資本主

義」に向けて加速した対応を実施する一方で、

世界中の政府は危機に単独で対処しようと奮

闘している。

日は東から昇る 中国や他の東アジア諸国は、

ウイルスを管理する上で、よりよい成果を発揮

しており、世界の舞台で主導権を握っている。

一匹狼 長引くパンデミックは、政府が孤立主

義的な政策を実施し、サプライチェーンを縮小

させ、監視を強化することに拍車をかけている。

毎回、その変化はわずかな警告でもたされた...
その後、突然の火花が散り..迅速かつ永続的に、

世の中の雰囲気を変えた。

レジリエントなリーダーが回復に乗り出す中で,
私達は、信頼が最も重要と考えている。ステー

クホルダーから一層の信頼を勝ち得ることで、

相応の成果を得ることが出来ると信じている。

次の20年ほどの間、社会は痙攣した。緊急事

態は、自分よりコミュニティを優先して、対応し

た市民から大量の犠牲者が出た。リーダーが

導き、人々はリーダーを信頼した。新しい社会

の取り決めが生まれると、人々はかつて乗り

越えられないと考えられていた課題を克服し、

危機を利用して自分自身と国家を、文明的に

より高いレベルに引き上げた。...「それ」は歴

史の偉大な不連続性である。それは1つの時

代を終わらせ、別の時代を始めさせる。25

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-scenarios-and-impacts-for-business-and-society-world-remade.html
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回復し収益を伸ばす

戦略的質問

• 企業買収による拡大が必要か、または現状

維持に注力すべきか。

• どのような顧客行動の変化が、今後永続的

となるか。

主要な検討ポイント

• 過去数か月のシャットダウンにより、組織は

顧客の行動やブランド選好が移り変わった

のか、または変更されたかどうかを判断す

る必要がある。多くの組織は、危機前のよう

に顧客にメッセージを提供できると考えてい

るかもしれないが、関係性を維持し、シェア

を取り戻すためには、新しい特性を持った製

品やサービスを市場に投入する必要がある

かもしれない。

• なぜなら、多くの顧客がバーチャルヘルスケ

アから家庭用食料品の配達まで、新しい

サービス提供モデルを、既に利用した経験

がある。それらは、より安全で便利なモデル

として、新たなブランドとして認識されている

可能性がある。

• この危機は、イノベーションが制限されてい

る領域を中心にして、新しい製品、サービス、

または市場を創出する機会を生み出した可

能性が高い。会社は、危機の前には存在し

なかった業界間のコラボレーションの機会を

見つけるかもしれない。

COVID-19からの回復

利益率と収益性を向上する

戦略的質問

• 利益を管理すべきか、ないしは危機対応

力を強化すべきか。

主要な検討ポイント

• 危機前のバリューチェーンのほとんどは、運

用効率を最適化することに専念していた。今

回の危機は、このアプローチに予期せぬ影

響をもたらした。自動車完成車の生産が、影

響を受けた地域から入手できなくなった、

たった一部品によって維持することができな

くなったなど、従来のアプローチでは予期せ

ぬ影響を明らかにした。.リーダーは、利益と

危機回復力について、どのようにバランスと

保つかについて、全ての事業運営について

検討する必要がある。

• たとえば、回復自体が産業や地域を超えて

不均等なペースで見込まれていることを考

えると、サプライチェーンを考慮して商品の

物流に戦術的な変更を加えるよりも、上流

および下流で十分な柔軟性と透明性を実現

することがより重要になる可能性が高い。26

組織は、地理的およびビジネスの回復力を

考慮した代替サプライチェーンの基礎を築

いているが、将来はより柔軟な対応ができ

るように、供給先等を集中化する従来の傾

向は自然に逆転する可能性がある。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19--the-recovery-of-organizations-and-supply-chains.html
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• 組織が顧客需要予測とパターンをサプライ

チェーン計画に組み込む中で、直感ではなく

データに基づいて顧客の需要を理解するこ

とが重要になる。一方で、この危機は、重要

な意思決定を行うために必要なデータの可

用性と信頼性の欠陥を露呈している可能性

があることに注意が必要である。

資産、負債、流動性を最適化する

戦略的質問

• 私達はキャッシュと利益のどちらを重視すべ

きか。

主要な検討ポイント

• 主要な金融機関及び投資家等と、貸出条件、

タイミング、資金融通等について協議をする

ことは、この回復段階では重要である。現金

創出と利益創出に関するこれらのステーク

ホルダーの期待の方向性を変えるには、従

来からの期待水準をいくらかリセットする必

要があるかもしれない。

• 組織が対応段階で、全体的なキャッシュフ

ローの流動性を強化するための措置を講じ

てきたと仮定すると、ここでの重要なポイント

は、回復期間を通して、運用資金を確保す

るための全社的な流動性が十分かどうかを

確認することである。複合経済の場合、今後

18～24ヶ月間と言われている。27

キャッシュフローに影響を与える可能性のあ

る前例のない要因 （政府による支援給付金

の支払い、現地政府規制等） が多数あるこ

とを鑑みれば、キャッシュフロー流動性に関

する計算式を詳細に設計することは良い事

である。

• 複数の国における、多数の政府支援プログ

ラムを検討してみることも、価値がある。28

• さまざまなクラスの投資家（ベンチャーファン

ド、政府系ファンド等）

COVID-19からの回復

が市場に参入する可能性は、回復計画を実

行する組織にストレスを与える可能性があ

る。これらの外部圧力を警戒し、取締役会に

相談と助言を仰ぐことは、この脅威を防ぐた

めに引き続き重要である。

デジタルトランスフォーメーションを加速

する

戦略的質問

• デジタルトランスフォーメーションを、いかに

速く進めることができるか。

主要な検討ポイント

• 多くの組織では、危機の結果としてデジタル

トランスフォーメーションが急速に進展した。

多くの企業がすでにデジタルトランスフォー

メーションに対して迅速なアプローチを取っ

ていたが、この危機はいくつか欠陥を露呈し、

組織は、よりすばやく対応することを余儀な

くされたようだ。この危機はまた、競争上の

優位性を追求する機会を発掘した可能性が

ある。

• 回復段階では、リーダーは最も重要なデジ

タル案件に投資を優先し、技術的な基盤を

再考する必要がある。サプライチェーンと同

様に、デジタルソリューションの外部委託を

検討することで、企業はよりレジリエントな基

盤を手に入れることが可能となり、組織は最

も戦略的な基幹システムに集中できるよう

になるかもしれない。

• 最終的な課題は、デジタル化の実現を推進

するために必要な投資に資金を提供するこ

とである。テクノロジーの変化が加速する中、

組織を、デジタル化への継続的かつ増え続

ける投資への道に進ませるのは、企業とし

ての課題となる。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-planning-scenarios-for-business-leaders-resilient-world-remade.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid19-government-funding-portal.html
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従業員と事業運営体制をサポートする

戦略的質問

• 労働者との社会的な取り決めは、どのよう

に変化したか。

• 計画を実現する上で適切な事業運営体制

等が用意されているか。

主要な検討ポイント

• 社会的な混乱や、新しい慣例、新たな規制

が、仕事、労働力、職場の変化を決定づけ

た。とりわけ最も顕著なのは、リモートワーク

への広範なシフトである。問題は、これらの

変更の一部が永続的になるかどうかである。

たとえば、労働力を仮想化するツールが増

えるにつれて生産性が向上する場合がある。

• 作業の場所と方法に関する決定が行われる

と、次のようないくつかの戦術的な決定が必

要になる。

 従業員を一度にすべてを戻す、ないし

は段階的に時間をかけて戻すべきか

 事業が回復したときに、組織が労働者

の安全と仕事のやりがいをどのように

確保するか

• 今まさに、海外および/または外部委託機能

が十分に多様化しているかどうか、もしくは、

再考する必要があるかどうかを判断する時

でもある。

COVID-19からの回復

市場と地域によっては、再開時期や方法が

異なることが予想され、分析がより複雑にな

ると思われる。

ステークホルダーの期待を管理する

戦略的質問

• 社会やステークホルダーからの期待はどの

ように変化したか。

主要な検討ポイント

• 取締役会は責任を痛感し、また、経営陣、従

業員、投資家、その他のステークホルダー

に対して、経済的、身体的、精神的、および

デジタル的な幸福を与える責任を強く認識し

た。29

• 多くの企業がすでに環境および社会的責任

の拡大に向けて対応していたが、ビジネスラ

ウンドテーブル（訳者注：米国経営者による

財界団体の一つ）の参加企業によって昨年

の夏に声明が出され、それら動きはさらに

強化された。30多くの指導者は、危機の高ま

りの中で、彼らの述べた環境と社会的責任

を明らかに遂行している31。 リーダーは、会

社と世界の重要な回復段階において、組織

としての着手すべき継続的な環境および社

会的責任の取り組みについて、その範囲と

結果に対する期待値を見極める必要がある。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/stepping-in--the-board-s-role-in-the-covid-19-crisis---deloitte-.html
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