
出所：Deloitte Private、「プライベートカンパニーに関するグローバルな知見」（原文：Global perspectives 
for private companies）、2021年5月

ファミリービジネスであることの最大の戦略的な強みは何ですか。
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新型コロナウイルス感染症のパンデミックを
切り抜けようとしているファミリービジネスに
影響を及ぼす課題を調査するために、
Deloitte Privateがこのシリーズを立ち上げ
てから、1年以上が経過しました。本シリーズ
は、私たちの時代で最大級の危機に見舞われ
たこの期間に、組織に共通して見られたいく
つかの要素や活動を浮き彫りにしました。ま
た本シリーズの合間に、Deloitte Privateは、
レジリエンスの課題とその要因にフォーカスし
た、プライベートカンパニーを対象とするグ
ローバルサーベイ、「プライベートカンパニー
に関するグローバルな知見」（原文：Global 
perspectives for private companies）も
実施しました。

これらの取り組みを総合的にみると、組織の
レジリエンスを構築する上で、ファミリービジ
ネスには、他のビジネスに比べて優位になり
得る、かつ組織のレジリエンスに寄与する複
数の特性があることがわかりました。
Deloitte Privateがグローバルサーベイを
行った際の、最も有益な特性は何かという質
問に対して、突出したひとつの回答はありま

せんでしたが、ほぼ同数の回答者が①短期的
な業績を追求するのではなく長期的な見通し
を持てること、②意思決定におけるアジリティ、
③ビジネスの資金源としてファミリーを頼れる
こと、という3つの選択肢を選びました。その

他の回答には、ファミリーの価値観を反映す
る企業文化を醸成できること、忠誠心につな
がる従業員に対するファミリーのコミットメン
トを示す機会、イノベーションに対する健全な
リスクへの許容度が含まれていました 1。

「レジリエントファミリーエンタープライズ」シリーズ

対応と回復を超えて繁栄へと突き進む
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長期的な視点を維持できることが、 
多くのファミリービジネスがコロナ禍で 
果敢に方向転換し、将来に向けた大胆な 
賭けに出ることを可能にしました。

真価を問う
これらがレジリエントな組織の構築に役立つ
特性と類似していることは、偶然ではありま
せん。Deloitte Globalが昨年、第4回年次
レジリエンス報告書 （原文はこちら）で特定し
た、「備え」、「順応性」、「協働」、「信頼」、「責
任」というレジリエントな組織の5つの特性に
ついて考えてみましょう2。これらと特性が一
致していることで、ファミリービジネスの多く
が、本質的な強みを利用することで、パンデ
ミックの最悪の状況を耐え、その余波を受け
ながらも繁栄につながる地位を確立できた理
由の説明がつきます。

例えば、長期的な視点を維持できることが、
多くのファミリービジネスがコロナ禍で果敢
に方向転換し、将来に向けた大胆な賭けに出
ることを可能にしました。創造的破壊を積極
的に受け入れ、従来のビジネスラインに取っ
て代わるベンチャーを立ち上げた企業もあり
ます。また、多くの企業が、デジタルトランス
フォーメーションの取り組みを加速させ、著し
い成長推進、顧客エンゲージメントの向上、
経営監視体制の強化を図るため、ソリューショ
ン全体に資金を投入しました。

ファミリービジネスは、ファミリーの価値観を
反映する企業文化や事業展開を行っているコ
ミュニティに深いルーツを持つことで知られて
います。しかしながら、コロナ禍において、ファ
ミリービジネスは多岐にわたるステークホル
ダーへの深い思いやりを示したことで、組織
内にとどまらない目的意識の高さが強調され
るようになりました。例えば、ファミリービジ
ネスは、防護具の製作、食料や金銭的援助の
提供、従業員が緊急を要する場合は個人的な
ニーズを優先できる柔軟な働き方の提供など、

さまざまな方法でパンデミックに対応しました。
このコンセプトについては、「信頼でリードする
ファミリーエンタープライズ」（原文：Leading 
with trust as a family enterprise）という
記事で掘り下げて考察しています3。

潜在的な脆弱性
これらの本質的な特性によって、ファミリービ
ジネスの多くはパンデミックの各段階におい
て、対応、回復および繁栄を実現できる立場
に立つことができましたが、すべての企業が
その恩恵を均等に受けたわけではありません。
実際に一部の例では、対処されずに放置され
た場合、それが脆弱性となり、次の危機に直
面した際、新たな課題を生み出す可能性があ
ります。

例えば、本シリーズの記事「ファミリーエンター
プライズにおけるガバナンスの役割：目的、
権力、パフォーマンス」（原文：The role of 
governance in fami ly enterpr ises: 
N a v i g a t i n g p u r p o s e , p o w e r , a n d 
performance）では、ファミリービジネス内
での権力の集中が迅速な断固たる行動を可
能にする一方、創業者や他の重要な意思決定
者の手に負えなくなったり、彼らでは対処不
可能になったりした場合、組織を麻痺状態に
陥らせる状況がいかにして起こるかというこ
とが考察されています。コロナ禍によって、ファ
ミリービジネスは、正式なガバナンス方針お
よび手続きの一環として、責任と意思決定権
を明確化する必要があることが強調されまし
た。また、ファミリービジネスのメンバーが組
織の目的と足並みを揃えていることの重要性、
そしていかにインクルーシブネスとコラボレー
ションが短期的な危機管理と長期的な組織の
成功に等しく貢献するかが述べられています4。

パンデミックを契機とする新しい働き方によっ
て、従業員の信頼を維持するための新たなア
プローチが必要になるかもしれません。従業
員が定期的に経営陣と対話できる距離の近さ
は、多くのファミリービジネスにとって長年の
強みです。「ポストコロナにおける『職場』の
構築」（原文：Cultivating a post-COVID 
workplace）では、ロックダウンなどの制限
によって助長されたリモートワークといった新
たな現実によって、いかにこのような関係に
不都合が生じているかを考察しています5。

コロナ禍の初期段階では、リモートで働く従
業員との緊密な関係を維持しようと躍起にな
りすぎて、従業員により大きな自主性を与え
る代わりに、あまりにも頻繁に進捗確認を
行った管理職者もいました。ポストコロナに
おいてもこのような労働形態が続く可能性が
あるため、ファミリービジネスの経営者は、高
圧的にならずに心理的な近さを保ちつつ、自
分たちのチームとエンゲージメントを図るた
めの新しい方法を考える必要があります。ま
た、私たちは、ワークフローや生産性をトラッ
キングするための新しいテクノロジーを導入
するにあたって、いかにその根拠を伝えること
に注意を払う必要があるかについても検討し
ました。

その他の分野では、ファミリービジネスがこれ
まで恩恵を受けてきた強みは、コロナ禍によっ
て生じた新たな、そしておそらく一瞬で消えて
しまうであろうチャンスを捉える機会を逃す原
因となってしまうかもしれません。例えば、資
金源としてファミリーを頼るという伝統的な手
段があることで、一部の企業は、ますます好
条件になっている別の資金調達手段を活用す
る機会を逃す恐れがあります。「流動性に関す
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最新のDeloitte Privateグローバル 
サーベイにおいて、自分たちの組織では 
目的の重要性が高まっていると述べた 
回答者は3分の2超に上りました。

る選択肢がファミリービジネスの繁栄を可能
にする」（原文：Liquidity options can help 
position family firms to thrive）では、ファ
ミリービジネスが自社の資本状況を改善し、
変革の取り組みを支えるためにますます利用
しやすくなった、プライベートエクイティやプラ
イベートデットといったさまざまな資金調達
手段についてまとめています6。
同様に、「IPOに関する審議では、家族を第
一に考える」（原文：Putting family first in 
IPO deliberations）では、短中期的には支
配を維持しつつ、将来的には関与を減らそう
と考えるファミリービジネスとって、株式公開
がフレキシブルな手段になることについて述
べられています7。

原動力としての目的
ファミリービジネスの経営者はこのような脆
弱性に対処し、将来に向けてよりレジリエント
な組織を構築しようと考えており、そのために
は、ファミリーで経営を行っている基本的な理
由について意見を一致させる職責を担ってい
ます。本シリーズを通して、ファミリービジネ
スにおける「目的」の役割や、いかに目的が
一体感や明瞭性を生み出すかを考察してきま
した。今後、目的はさらに大きな影響力を持
つことになるでしょう。最新のDeloitte 
Privateグローバルサーベイにおいて、自分
たちの組織では目的の重要性が高まっている
と述べた回答者は3分の2超に上りました。

ファミリーの富の活用は、改めてフォーカスが
当てられる可能性が高い分野のひとつです。
「事業を超えた取り組み：慈善活動と戦略
的 投 資」（原 文：Beyond bus iness :  
Philanthropy and strategic investing）
では、いかに慈善活動が、コミュニティや自分

たちが重要と考える信念へのファミリービジ
ネスのコミットメントを目に見える形で示すこ
とができるかについて検討しました 8。また、
社会への還元という伝統をつくることは、ファ
ミリービジネスの団結を深め、さまざまなバッ
クグラウンドを持つファミリービジネスのメン
バーに対して、「ファミリーブランド」の構築や
維持に貢献するチャンスを与える有意義な手
段になります。慈善活動を通してより大きなイ
ンパクトを生み出したいと考えているファミ
リービジネスは、慈善活動から適切な費用対
効果を得るために、そのような活動に事業運
営と同水準の統制を適用する必要があります。

世界が「ネクストノーマル」に関心を向けるに
つれ、ファミリービジネスのメンバーの中核と
なる価値観が一致していることや、いかに共
通の目的がビジネスの意思決定を左右するか
を認識する重要な話し合いの場を持つ必要が
あるかもしれません。

次の危機が発生した時、目的意識が高く、一
致団結したファミリービジネスの前には、目
先の課題への対応だけではなく、長期的な成
功に向けた自社の適切な位置づけができる、
はるかに明確な道が開けるでしょう。このこと
は、本シリーズの記事「あなたのファミリービ
ジネス：視野の果てを見据えたプランニング」
（原文：Your family business: Planning 
for what� s beyond the horizon）のキー
ポイントのひとつとして挙げられています。同
記事では、組織が今日必要な投資の優先順
位を決定できるよう、10～20年という長期の
プランニングから始める「ズームアウトから
ズームイン」アプローチを活用することが強
調されています9。ファミリービジネスの経営
者やその後継者は、最終的な結論を見越して

優先順位を見極めようとする傾向がはるかに
高く、そのため、伝統をつくる上での不変の要
素として目的が特に重要になります。

受け継がれた強み、または苦労して得た強み
ファミリービジネスの多くがその経営モデルに
は代々受け継がれてきたある種の本質的な
強みがあると考えている一方、新型コロナウ
イルスのパンデミックによって、信頼を維持し
て永続的な価値を提供するためには、これら
の差別化要素を強化しなくてはならないとい
うことが明白になりました。ファミリービジネ
スのDNAには、意思決定におけるアジリティ、
価値観に基づく企業文化、長期的に物事を見
る能力といった資質が根付いているかもしれ
ません。しかし、だからといって自動的にそれ
が組織のレジリエンスが高いということや、将
来ディスラプションから免れられるということ
を意味するわけではありません。組織の成功
に向けてこれらの強みを活用するだけではな
く、差し迫った社会的ニーズへのソリューショ
ンを必要としている世の中のためにその強み
を転換できるよう、一丸となって努力する必要
があります。ポストコロナの環境において、ファ
ミリービジネスには、コミュニティとの強いつ
ながりを足がかりとして、より良い社会を構築
できる非常に大きなチャンスがあります。今こ
そ、昨年1年間を通して私たちが得た教訓を
活かし、より豊かでレジリエントな未来に向け
て立ち位置の見直しを行うべき時です。

ビジネスでは一般的なことですが、まず正し
い問いを立て、次に答えに向けて取り組むこ
とで物事を前進させることができます。「レジ
リエントファミリーエンタープライズ」シリーズ
（原文はこちら）を通して、ファミリービジネス
が検討するであろう重要な課題に焦点を当て
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る問いを立ててきました。ファミリービジネス
の経営者が、今後数カ月そして数年のうちに
直面すると思われるいくつかの意思決定ト
ピックについて考察し、ますます複雑化する
ファミリーのニーズとビジネスのニーズの両立
を実現する上で、これらの記事が役に立つこ
とを願っています。
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