
「レジリエントファミリーエンタープライズ」シリーズ

多くの企業にとって、新型コロナウイルス感
染症はそうした瞬間をもたらしました。新型
コロナウイルスのパンデミックは、企業を震
撼させ、多くの場合、従業員、顧客、サプラ
イヤー、コミュニティーおよびその他重要な
ステークホルダーとの関係を分断させていま
す。この大混乱の中、ファミリービジネスの
経営者は、より有意義な形でそうしたステー
クホルダーと再びつながる方法を模索してい
ます。この模索により、目的と信頼の接点に
ついて改めて考えさせられています。

>

近年、経済領域内にある企業は、利益を上
げること以上に自社の原動力となるものは
何か、ますます再考するようになってきてい
ます。世界中の役員室では、「当社のより大
きな目的とは何か？」、「当社の存在意義と
は？」といったことを経営者は自問するよう
になりました。2019年8月、米国大手多国
籍企業の最高経営責任者181人が、ビジネ
ス・ラウンドテーブルの共同声明に署名をし
ました。この声明では、企業の目的は、もっ
ぱら株主の利益になることだけにとどまらず、
その企業の事業の影響を受けるあらゆるス
テークホルダーに価値をもたらすことにコ
ミットすることであると表明しています1。

多くのファミリービジネスは、これらの企業よ
りも有利なスタートを切っています。あるとき、
ファミリービジネスの創設者は、目的に関す
るこの問いかけと向き合わなければなりませ
んでした。伝説を作ることが目的だった創設
者もいれば、自分の名前を入れることに誇り
を持てるような製品を作ることやコミュニ
ティーに良い影響をもたらすことが目的だっ
た創設者もいました。しかしながら、時間が
経つにつれ、多くの創設者のそうした目的は
形骸化していくのです。創設者の当初の目的
は、次の世代に引き継がれることなく、また、
そもそもの意図が鳴りを潜める可能性があ
ります。そのときは、ファミリービジネスが本
当に重要なことに再度取り組む重大な分岐
点と捉えることもできます。

目的と信頼の接点で成長を遂げる

1 2019年8月19日、ビジネス・ラウンドテーブルによる「企業の目的に関する声明」と題された公開書簡
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通貨としての信頼
社会全体の信頼の獲得・維持に関して言え
ば、ファミリービジネスには固有の利点があ
ります。「2019エデルマン・トラストバロメー
ター」によると、69%の人がファミリービジ
ネスを信頼しています。これは、企業全体よ
りも13ポイント高い数字です2。従業員や顧
客などは、ファミリービジネスをその家族の
価値観の延長線上とみている傾向があり、そ
の価値観を理解し、同調しています。

新型コロナウイルスの発生および急激な感
染拡大により、この信頼における強みが、ファ
ミリービジネスにとっては、回復を導き、コロ
ナ後の世界で成功するポジションへと自らを
位置づけるまたとないチャンスを生み出して
います。事実、今日のファミリービジネスの
経営者の多くに話を聞くと、自社を回復させ
る触媒として、信頼を常に意識することの重
要性を理解していることが分かります。信頼
は、人間の形をした多次元的な通貨である
と考えています。その通貨は、単独では何の
価値もないかもしれませんが、その価値は
徐々に増していきます。信頼は、善意という
形で蓄えることができます。信頼はまた、経
済的成長や株主価値から、革新性の高まり、
コミュニティーの一層の安定、従業員のエン
ゲージメントの高まり、そして健康状態の改
善まで、さまざまな利益を追求した投資の対
象にもなり得ます。

パンデミックによる影響を受けた四つの
重要な側面において、レジリエントな
リーダーは、信頼を築く必要があります

新型コロナウイルスのパンデミックにより、そ
の影響を受けた四つの重要な側面において、
レジリエンスの高い経営者がいかにして信頼
を築く必要があるのか浮き彫りとなりました。
一つ目の側面は、物理的な信頼で、物理的
な空間が安全であることを把握していること
です。二つ目は、感情的な信頼で、感情的な
欲求や社会的ニーズが守られていることです。
三つ目はデジタルです。とりわけ職場環境・
生活環境がバーチャル化している状況におい
て、人は自分の情報が安全であることを知る
必要があります。四つ目は、金銭的な信頼で、
お金に関する懸念への対応が取られている
ことを信じていることです。

現在、これらの四つの側面で信頼を維持する
ことに今まで以上に注目が集まっています。
誰もが見張っていることを私たちは分かって
います。ソーシャルメディアの発達により、個
人の声がはるかに大きな力を持ち、その人の
見解や意見が共有されています。この何週間
かの間に、人種的不平等の問題が、新型コ
ロナウイルスとは別の喫緊の課題として持ち
上がり、国民とさまざまなバックグラウンドを
持つ組織との間にある信頼問題を再提起し
ています。新たな課題が浮上し続けますが、
ファミリービジネスが不確実な時代で成功す
るためには、信頼という通貨を構築し続ける
必要があります。

目的と信頼
したがって、ファミリービジネスは、設立時に
は検討する必要がなかった規模の課題を管
理しなければなりません。テクノロジーから
グローバルな相互関連性まで、社会はこれま
で以上に複雑化しています。これにより、ファ
ミリービジネスの多くが、自社の目的や、共
通の目標に向けて全員が一丸となる方法に
ついてよく考えることになります。
この総合的な再考では、ファミリービジネス
は、その他のタイプの組織に比べて群を抜い
ているかもしれません。合理化された企業と
して、より機敏になる傾向があります。経営
者と直接やりとりができることは、その経営
者に迅速に情報を伝えることができます。そ
して従業員は、会社がそれに対して行動を取
ると信じています。事実、「エデルマン・トラ
ストバロメーター」によると、大手ファミリー
ビジネスに雇用されている従業員に関して
言えば、ファミリービジネスではない企業の
従業員よりも、会社は自社の価値観に従って
行動し、雇用主は社会問題に関する信頼で
きる情報源になることに期待を寄せているこ
とに同感であり、自社のCEOが会社につい
て言うことをより信じる傾向にあることが明
らかとなっています3。

しかし、ファミリービジネスは、自社の目的
を再定義または伝える上で、いかにしてこれ
らの強みを生かすことができるのでしょうか。

2 2019エデルマン・トラストバロメーター：家族経営企業への影響
https://www.edelman.com/research/family-business-trust-2019#

3 上記同様



誠実さ、敬意、多様性の尊重。これらは、現在、
すべてのファミリービジネスに求められてい
ることです。これらは、基本的・根本的な特
徴です。すべてのファミリービジネスは、自社
の目的が人間の品性と一致しているか確認
する必要があります。

世界的な抗議運動により人種的不平等の問
題に新たな関心が向けられているため、すで
に次の危機は起こっているという議論の余地
はあるものの、次に危機が生じた際、企業は、
社会にもたらしたい変化を思い描き、それを

人々が企業の目的を共有したいと
考えるとき、企業は、自ずと湧き出る
信頼の泉を手に入れ、自社の事業に対する
強い関心を得ていることになります

明確に言葉にし、その変革の担い手になるこ
とで、本気かつ有意義な形で人々とつながる
必要があります。人々が企業の目的を共有し
たいと考えるとき、企業は、自ずと湧き出る
信頼の泉を手に入れ、自社の事業に対する
強い関心を得ていることになります。

「社会は当社に存続して欲しいと願っている
だろうか？」という単純な質問に自答するこ
とから始めてみてください。もし「はい」と答
えることができなければ、「はい」と答えられ
るようにするためにはどうすべきかを考えな
ければなりません。

グローバルファミリーエンタープライズリーダー

取り掛かるにあたり、以下の三つの質問を自
問してみてください。

 • 当社ブランドの信念は何か？
 • 当社の目的は、家族の価値観や市場の需
要と整合性が取れているか？

 • 当社の重要なステークホルダーとどのよう
にして信頼を築き、どのようにしてより良い
業績を上げることができるのか？
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