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レジリエントな（危機対応力が高い）組織は、COVID-19 だけでなく、あらゆ

る危機に対して、3 つのフェーズ(対応段階、回復段階、成長段階)を迅速、

かつ適切に対応し移行します。組織的なレジリエンス（危機対応力）を向上

させる 4 つのポイントを紹介します。 
 

「旅人よ、道はない。歩みながら自
分の道を作るのだ」 

—Spanish poet Antonio Machado1 

 

２020 年、極めて厳しい試練の中、レジリエ

ントな組織を作るためにリーダーシップを執れ

るかどうかが試されました。いまだ、その挑戦

は続いています。私が本編を書いているこの

瞬間も、世界中の多くの国々が COVID-19
の感染拡大と向き合っており、長期にわたる、

新たな、そして拡大するロックダウンに直面し

ています。これにより社会的、政治的、経済的

な激変が予想され、各地域の舵取りがさらに

困難になると思われます。 

 

この危機は、組織や個人に大きな影響を与え

ています。2020 年 10 月、デロイト並びにフォ

ーチュンがグローバルフォーチュンコミュニテ

ィの 125 以上の CEO を対象に調査を行った

ところ、1．従業員の健康の維持、2．イノベー

ションの持続、3．収益減少への対処、4．顧
客対応、これらの 4 つが彼らにとって 2020
年の大きな課題であったことが判明しました

（図 1 参照、フォーチュン/デロイト CEO 調査
2）。9 割の CEO が、過去 6 か月の間、従業

員のメンタルヘルスを支援するための行動を

とっており 3、ほか多くの組織の取引先も同じ

ような考えでいることが分かっています。最新

の隔週調査 Deloitte State of the Consumer 
Tracker では、調査対象 18 カ国のうち 15 カ

国の消費者が、健康に対して満足しておらず

不安を感じているとの結果が出ています。4

図 1 
COVID-19 におけるフォーチュン CEO の最大の挑戦 

あなたの会社は危機対応に関してどの分野に最も注力していますか? 

 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/chief-executive-officer/articles/ceo-survey-gauging-priorities.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/chief-executive-officer/articles/ceo-survey-gauging-priorities.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/chief-executive-officer/articles/ceo-survey-gauging-priorities.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/industry/retail-distribution/consumer-behavior-trends-state-of-the-consumer-tracker.html
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出典: Fortune/Deloitte CEO Survey, October 2020 

回復段階へ進む上で最優先事項であるワクチ

ン治験については、有望な成果が出ており 5、

グローバル企業の CEO は「今よりは改善され

た新たなビジネス環境（Better Normal）」に向

けて希望を抱いているとの結果が出ていま

す。一方でワクチン開発の進捗については、

一進一退が続いています。私たちの組織が、

対応段階、回復段階、成長段階のどの段階に

あろうとも、私の知る CEO のほとんどが、次

の予測に同意しています。それは、私たちが

今後歩んでいく道のりは、加速し続ける変化を

伴う道のりになるだろう、いうことです。 
 
Better Normal にたどり着くためには、より良

い地図だけを持てば完了するということではあ

りません。目的地に辿り着くためには、私達が

成長段階に至るまでの前、成長している間、そ

して成長段階後であっても、私たちの成長を可

能にする、機敏なチーム、リソース、体制を備

えることが必要です（危機下では特に）。つま

り、レジリエントな組織を構築することが必要

なのです。 
 
回復段階の論説で我々が述べたこと: 

 
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

うえで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。 
 
レジリエントな組織に変革するために必要な経

営者の行動とは何でしょうか? 
• 信念を持つ： パンデミックの混沌とした過

程においても価値創造の機会を探求し活

用できると考える 
• 発想を転換する: レジリエントな組織を作

り上げるために本質的な発想の転換を通

して経営陣及び組織を、より強くしリードす

る 
• 敏捷性を保つ: 企業にとって重要な課題

への対応を共同で検討するために、組織

を横断する関係者を集結させることで、集

団的な敏捷性を発揮する 
• 組織をけん引する: 特定の C-Suite メンバ

ーに、レジリエントな組織の 7 つの重要な

要素に責任を持たせる 
 

組織、人、制度、社会が一体となって成長段

階に達せばレジリエントな世界がもたらされま

す。それは、偶然に生まれるものではなく、意

図して作り出すべきものです。そして、我々

は、レジリエントな組織を構築することによっ

て、未来を形作ることができるのです。 
 
「危機対応力、それは我々が混乱
を受け入れ、混乱に対応し立ち向
かう力であり、その混乱の傍らで
適切に業務遂行できる力である」6 

—Kevin Sowers, president of Johns Hopkins 
Health System and executive vice president of 

Johns Hopkins Medicine 
 

市場崩壊時における価値創

造の発見 
 
COVID-19 は、社会に対して巨大で爆発的な

変化をもたらし、歴史が大きく動くことを証明し

ました。7今日、同時に起こる疫学的、経済

的、社会的、および環境的断絶は、それぞれ

が破壊的であり、ビジネスや社会に対して、劇

的な変化をもたらし、また日々増幅していま

す。 
 
レジリエントなリーダーは、混乱に素早く対応

することだけが、生き延びる方策ではないこと

を知っています。混乱に素早く対応すること

は、新たな価値創造の機会でもあるのです。

断絶は障害を発生させますが、新たな価値創

造の道も開きます。市場構造、ビジネスモデ

ル、エコシステム、顧客ニーズが劇的に変化し

再形成され、その中での勝者が未来を描きま

す。同じことが COVID-19 を契機とした市場

崩壊にも当てはまります(図 2 参照)。 

https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19.html?nc=1
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html?nc=1
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図 2 
市場崩壊に対するレジリエントな対応 
主要な断絶 レジリエントな対応 重要な発見 

スペイン風邪の

流行 
1918 

現在も活用されている電話等の新興技術の導入（当時は電話が最新のデジタ

ル技術であった）加速。例えば、リモート学習(当時の新聞で「インストラクター

と定期的に電話で会話するする高校生」が記事になった)8や「t-commerce」
(パンデミックの渦中でも、顧客が電話で注文できることを示唆する店の窓の広

告)など 9 

市場構造の

変化 

第二次世界大戦 
1939-45 

第二次世界大戦後、トヨタ自動車の生産管理方式(Toyota Production 
Systems)は、組立工場周辺にサプライヤーをまとめ、在庫を最小限にするア

プローチを完成 

エコシステム 

SARS の流行 
2002-04 

消費者が屋外に出かけることに消極的となり、アジアにおける電子商取引プラ

ットフォームが台頭 10 
消費者ニー

ズの変化 

世界金融危機 
2007-09 

小売業界の 3 つの大きな構造変化が続き、さらに加速した。 
(1)電子商取引の成長(2009 年以来、毎年 15%増)11 

(2)デジタルネイティブ、垂直統合スタートアップ、米国に進出する欧州企業、消

費者への直売 12を増やす消費製品会社を含む新規参入 
(3) ディスカウント小売業者は 6%の大幅成長だが、従来の小売業は低迷時に

5%落ち込んだ 13 

市場構造の

変化、 
消費者ニー

ズの変化 

COVID-19 
2020 

デロイトが隔週で実施している調査 State of the Consumer Tracker 
Study14(18 カ国 17,000 人以上の消費者)によると、消費者の好みは様々な

面で変化している。 その一例は、人を相乗りさせるライドシェアリング(調査対

象国の 11 カ国で消費者の 54%が相乗り行動を制限)から、食べ物を相乗りさ

せるライドシェアリング(世界中の消費者の半数以上がレストランに行っても安

全ではないと感じている)への変化である。その結果、ライドシェアリングサービ

スは、市場構造を人の移送から食品輸送に急速に移行させた 

市場構造の

変化 
 

中国の靴ブランドは、COVID-19 発生時に 2,000 の実店舗を閉鎖した。同社

は、デジタルプラットフォームを拡大し、実店舗を持っていた販売代理店を、顧

客にオンラインで販売するセールスエージェントに代え、迅速に対応した。経営

幹部もまた、製品を販売するためにライブストリーミングを導入開始した。急速

なイノベーションとビジネスモデルの変革により、同社はオンライン販売を劇的

に増加させた 15 

新しいビジネ

スモデル 

出典： Deloitte analysis 
 

レジリエンシーへの道を探求

するために発想を転換 
 
回復段階に関する前回の記事で、我々は、レ
ジリエントなリーダーとその組織が「対応段階」
から「回復段階」に至る道のりで受け入れなけ
ればならない重要な発想の転換について説明
しました。組織を成長させるためには、未来に

フォーカスした別の一連の発想の転換が必要
です(図 3 参照)。

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html?nc=1
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図 3 
レジリエントなリーダーは成長にフォーカスした発想の転換をする必要がある 

 危 機 対 応 段 階  回 復 段 階  成 長 段 階  

外部環境 予測不能な環境 「暫定的」ビジネス環境 「より良い」ビジネス環境 

経営姿勢 リアクティブな対応 ビジネスの再生 パイオニア精神の発揮 

注力分野 内部対応 市場対応 市場創造 

注力すべき 
計画の種類 危機対応計画 シナリオプランニング 戦略的なビジョン 

管理手法 危機管理 プログラム管理 アジャイル管理 

出典： Deloitte analysis 
外部環境は不安定で「暫定的」ビジネス環境

から、「より良い」ビジネス環境に向かってい

きます。したがって、ビジネスリーダーは、組

織が成長段階へと進むためには、組織の戦

略的な方向性を決定する必要があります。フ

ォーチュン/デロイトの CEO 調査で、「より良

い」ビジネス環境に対応するための主要な要

素が明らかになりました。CEO の 96%は、多

様性、公平性、包括性が戦略的な優先事項

であると答え、78%は、持続性と CO2削減に

一貫した期待を寄せています。16 
 
経営姿勢については、「暫定的」ビジネス環

境下では、ビジネスを再生することに注力し、

更にパイオニア精神を発揮するように変革さ

せることが必要です。チームを勇気づけ、権

限を委譲することで、リーダーシップが発揮で

きる強い組織を作り上げることが可能となりま

す。 
 
注力分野は、回復段階では内部対応から、

市場対応へシフトしています。成長段階であ

る今、私たちは市場創造の対応へと移行しま

す。現状の市場における変化に、どのような

より良い貢献ができるのでしょうか？どのよう

な新しい市場を私たちは手にするのでしょう

か？ フォーチュン/デロイト CEO 調査の 74%
の CEO は、この危機が、重要かつ新しい市

場創造の機会を生み出すことを期待していま

す。17 
注力すべき計画の種類は、財政面と運用面

の実行可能性を担保する中期的なシナリオプ

ラニングから、真の長期的な戦略的なビジョ

ンに切り替わり、組織としての成長への道の

りを示し、歩みだすことを可能とします。 
 
管理手法は、回復段階における事業維持や

存続に主眼を置いた管理手法から、COVID-
19 後のビジネスへ回帰するためにレジリエン

シーと敏捷性構築を中心とした管理に移行し

ます。85％の CEO が危機を契機に、機敏敏

捷な管理手法（アジャイル管理）を取り入れ、

デジタルトランスフォーメーションを加速したと

述べています。そして、40%の CEO がサプラ

イチェーンを再設計していると述べました。18 
 

組織としての敏捷性：関連す

る組織が協力して、成長への

道のりを共同設計する 
 
私たちはしばしば、一個人であろうと一組織
であろうと、「敏捷性」を、単独でなしえる性質
のものと考えます。それは、各個人なり各組
織が俊敏に動き、素早く変化に適応するとい
うことです。しかしながら今日の主要な課題に
は、関連する組織が協力しあい、全体として
機敏敏捷に適応することが求められます。例
えば、社会における考え方、諸制度、行動様
式のすべてが、人種的不平等を許し、悪化さ
せています。気候変動は、自然世界と人工的
に作られたシステムの巨大なネットワークに
存在する行動や反応により加速しています。 
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これらは、社会におけるシステム全体の課題
であり、一個人、一組織だけでは解決できま
せん。関連する組織全体での、すなわちエコ
システム全体での対応が必要です。今日のレ
ジリエントなリーダーは、エコシステム全体の
粋を集めて協力し、共に対応するための道の
りを定義することでレジリエンシーを構築しま
す。言い換えれば、それはエコシステム一体
となった敏捷性です。 

私のデロイトの同僚達が様々なクライアント

組織で目にしたことと同じように、有効なワク

チンの迅速な提供は、関係するすべての人

達が、システム全体の中で一体となり、敏捷

性を発揮することにより達成できます。これら

には、欧州医薬品庁(承認)、疾病管理予防セ

ンター(ワクチンの取り扱い、分配、追跡)、サ
プライチェーン調整(米国における”Operation 
Warp Speed”による配布)などの政府機関、

医薬品業者、複数の営利および非営利目的

の医療システム、そして、薬局サービスを持

つ複数の小売業者が含まれます。 
 
このようなエコシステム全体として一体となっ

た敏捷性の構築は、戦略的な方向性、新しい

ビジネスモデル、達成するための各種施策を

共同で設計することを可能とし、同時にエコシ

ステム内で縦横にわたる参加者の交わりを

誘発します。共同設計の利点として次のよう

なことがあげられます。 
 
 合意の取り付けが少なくて済む  

孤立しがちな経営陣が戦略を提案し実
現していくためには、ステークホルダー
の積極的な参画が必要ですが、共同設
計にコミットした参加者は、提案する解決
策に既に同意しています。彼らは、既に
利害関係者であることから、戦略的な決
断を成功に導く支援者にもなりえます。 
 

 外部指向が保証される  
自組織外の他組織の関係者を意図的に

関与させることにより、広い視野を必要と

する課題に対して、狭い視野で対応をし

てしまう可能性を減少させます。他組織

の関係者の革新的な思考と機知を活用

できるリーダーは、回復段階を乗り越

え、成長段階に素早く移行できます。 
 

 意思決定が加速する 
多くの戦略を連続して策定する場合に

は、最終決定と異なる見解を調整するた

めに意見調整の時間が必要となります。

一方でエコシステム全体の代表者を集

めて共同設計することにより、戦略的作

業を並行して行い、時間を短縮すること

が可能となります。これにより急速に勃

興する新たな市場に対応する組織の能

力を向上させることができます。 
 
これらのメリットを享受するためには、組織全

体のシステムにおいて各参加者の縦横の交

わりを可能にし、例えば、コラボレーションラ

ボのような、参加者が複雑かつ企業存続に関

わる諸課題を共同解決する場を設ける必要

があります。 
 
COVID-19 危機において、協力的な共同設

計の姿勢は特に重要です。それは人々にとっ

てカタルシス（精神浄化）にもなり、活力を与

えるでしょう。チームは、このウィルスの長期

化による、終わりが見えない不確実性、家族

の緊張、健康上の脅威、あいまいな喪失 19

によって疲弊しています。20成功、成長した未

来、そして、そこに至る道を創造するように促

す行動こそが、彼らにとって希望と励ましの源

となり、現状をコントロールしている感覚を取

り戻し、ストレスを軽減し、彼らを勇気づけるこ

とができます。 
 

レジリエントな組織の 7 つの

要素に注目する 
 
デロイトのクライアントや経営陣との会話の過

程で、組織のニーズの大半は、戦略、成長、

業務、技術、労務、資本、社会の 7 つのカテ

ゴリーのいずれかに分類されることがわかり

ました。我々は、これらのニーズを、レジリエ

ントな組織の 7 つの要素と考え、それぞれの

望まれる成果を定義しました (図 4 参照)。 
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図 4 
レジリエントな組織の 7 つの要素 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
出典: Deloitte analysis

成長 

レジリエントな成長 

顧客重視、製品イノベーシ

ョン、市場/収益成長を促

進する 

労務 

レジリエントな労務 

作業、労働力、職場を変革

する 

社会 

レジリエントな社会 

信頼、対応、ガバナンス、

測定を通じて環境および

社会資源を管理する 

業務 

レジリエントな業務 

日々の業務運営を変革し

近代化する 

戦略 

トランスフォーメーションへ

の道のりと目標を定める 

レジリエントな戦略 

資本 

レジリエントな資本 

運転資本、資本構造、およ

び事業ポートフォリオを最

適化する 

技術 

レジリエントな技術 

デジタル化を加速する 
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レジリエントなリーダーは、これら７つの要素

をそれぞれ強化しなければいけません。7 つ

の要素は、組織の適応性を高める統合的な

相互依存の関係の中で機能し強化されま

す。 
私たちは 1,000 人以上の C-Suite エグゼク

ティブと対話し、レジリエンシーへの道のりの

過程で、彼らがどのような洞察、疑問、懸念を

有し、その結果どのような施策を行っていた

か、を分析しました。そしてリーダーが主要な

要素のそれぞれで、採用している優先度の

高い施策を識別しました。これらの施策を典

型的な C-Suite (行動に対して一次的、また

は二次的な責任を役割としてもっている)にマ

ッピングして、レジリエントな組織向けのプレ

イブックを作成しました(図 5 参照)。 
 
レジリエントな世界を構築す

るために協働し続ける 
 
レジリエントのリーダーは、組織レベルにおい

ては、新たな価値創造を探求し、発想を転換

させ、一体となった敏捷性を発揮し、そして 7
つの要素を、レジリエントな組織とそのエコシ

ステムに組み込むことが必要です。その結

果、組織レベルのレジリエンシーと組織強靭

性が達成できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レジリエントなリーダーの個人レベルとしての

課題は、レジリエントなリーダーに共通する５

つの特徴、すなわち高い適応能力、用意周

到さ、コラボレーションに注力する、強い責任

感、強い倫理観を有することが必要です 
(2021 年 1 月に発行されるデロイトの近刊の

年次レジリエンスレポートで、21 カ国の

2,200 人以上の C-Suite エグゼクティブの調

査を参照してください)。5 つすべての特徴は

関連しています。高い適応能力により、リソー

スを直面している課題解決に迅速に割り当て

ることが可能となります。用意周到さを発揮

することで、将来必要となるリソースを将来の

潜在的シナリオに割り当てることを可能としま

す。コラボレーションにより、エコシステム全

体を繋ぎます。そして強い責任感と倫理観に

よって、個人、組織、機関、社会を結び付ける

ことが可能となります。 
 
レジリエントなリーダーとしての私たちの使命

とは、レジリエントな世界を構築するために、

協働し続けることです。 
“～のために”は些細な言葉ですが、強い思い

を込めています。今回の危機に限らず、その

他巨大な社会的な課題に対して、私たちは、

それら課題をまだ解決しきれていないことを

再認識しています。すべての課題を解決する

ために、そして将来においてレジリエントな世

界を構築するために、私たちは協働し続ける

ことが重要なのです。 
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図 5 
レジリエントな組織のプレイブック      行動に対する最も典

型的な役職 
レジリエントな

組織の重要な

要素 
レジリエントなリーダーが実施すべき重要な施策 

C
EO

 

C
FO

 

C
IO

a 
C

O
O

b 

C
C

O
c 

C
H

R
O

d 

C
SO

e 

レジリエント

な戦略 

新しい市場構造、新しいビジネスモデル、R&D イノベーションを予測する ●     ● ●   ● 

成長するための戦略の明確なビジョンを示す ●       ●   ● 

戦略、計画、ビジネスモデルを立案し、立ち上げる ●     ● ●   ● 

成長の過程で、状況の変化に応じて柔軟な選択肢を確保できるようにする ● ● ●       ● 

レジリエント

な成長 

顧客の新しい/新興のニーズを見出す ●       ●   ● 

組織的な成長を達成する ● ● ● ● ●   ● 

必要な顧客体験を提供するビジネスモデルを構築する       ● ● ● ● 

レジリエント

な業務 

新しいビジネスモデルに対応したレジリエンスと敏捷性を定義する     ● ●   ●   

サプライチェーンの回復力とレジリエンスを一体して強化する     ● ●       

戦略的なビジョンを実現するために、全体的な運用(物理的な場所、運用モデ
ル、プロセス、コスト構造を含む)を見直す 

  
● ● ● 

  
● 

  

レジリエント

な技術 

デジタル対応力を強化し、インサイト主導の組織として成長し、コスト削減、お
よび技術革新を実現する 

● ● ● ● ● ● ● 

新しいビジネスモデルに迅速に適応できる技術基盤を開発する   ● ● ●       

サイバーセキュリティリスクを最小限に抑える     ●         

レジリエント

な労務 

業務、人員構成、職場環境、技術基盤を見直し、Next Normal を念頭におい
た労務体制の構築を加速する。 

    
● ● 

  
● 

  

新しい顧客ニーズに応える適切な業務経験と成長の機会を提供する       
● ● ●   

長期的な成功のため、包括的な文化醸成と多様な労働力を育成する ●     ●   ●   

幸福とのバランスに焦点を当て、レジリエンスを促進する文化を育む ●     ●   ●   

レジリエント

な資本 

戦略的ビジョンを支える運転資金、流動性、資本構造を整える   ●   ●       

ビジネスを維持/育成するための十分な資金調達手段を確保する   ●           

新しい事業機会に活かすために迅速な資金分配方法を確立する   ●           

組織構造を再設計、または再構築する ● ●   ●       

効率的な M&A の実現と、計画された事業売却を行う ● ●         ● 

レジリエント

な社会 

環境への影響、対応、測定に関する包括的な戦略を策定し、実行に移す ● ●   ●   ●   

投資家、社会、ステークホルダーの期待を見定め、実現する ● 
●     ● ●   

組織とその環境に対するリスクに対して積極的に対応する ● 
●   ●   ●   

組織に対する信頼を高めるために必要な主要な構成要素と指標を特定する ● 
● ● ● ● ● ● 

重要なステークホルダーから信頼を得るための指標を識別し計測すること
で、C-suite チームが適切に状況把握し対応できるようにする ● 

      
● ● 

  

 

aCIO は、最高情報責任者、最高技術責任者、および同様の役職を含みます 
bCOO は最高執行責任者および同様の役職を含みます。 
cCCO は、最高顧客責任者、最高マーケティング責任者、最高収益責任者、および同様の役職が含まれます 
dCHRO は、最高人事責任者、最高タレントオフィサー、および同様の役職が含まれます 
eCSO は最高戦略責任者を指し、その責任はリーダーシップチームの構造に応じて CFO または CCO によって組み込まれる可能性があります 
 
出典: Deloitte analysis 
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