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危機の試練に立たされるビジネスリーダー

2

世界中におけるCOVID-19の急激な拡大は、

規模と範囲のいずれの面においても、近年発生した他

の感染症をすぐに上回りました。1死者も出ており、数

多くの人々の生活に混乱を与えている状況に加え、経

済的損失は既に甚大で広範囲に及んでいます。

ビジネスリーダーは、確実な課題および依然として不

確実な一連のリスクに直面し、自社がどのような影響

を受け、次に何をしなければならないかについて当

然のことながら懸念しています。このような状況の中、

過去から学び、現在に適用することができる多くの教

訓があります。デロイトでは、影響を受けている世界

中の地域に存在するデロイトリーダーの示唆を集め、

最高経営責任者とそのリーダーシップチームが適切

な行動を行うための実用的な示唆・気付きを提供し

ています。

COVID-19の感染拡大に対する企業の対応段階はそ

れぞれ異なるため、地域やセクターによって影響が

様々であることを我々は認識しています。しかし、この

ウイルスが組織に与える影響の度合いに関係なく、

COVID-19の危機の中で自身の企業を上手く導くこと

ができるCEOを特徴づけるレジリエントな（危機対応

力が高い）リーダーには、以下の5つの基本的要素が

あると我々は考えています。

1. 思いやりをもって、そして論理的に計画する

危機的状況の中では、ソフト面の対応が最も困

難になります。レジリエントなリーダーは、従業

員、顧客、そしてより幅広いエコシステムの立場

に立ち、思いやりをもって対応し、誠実に、そし

て心から親身になることが必要です。同時に、

レジリエントなリーダーは、そのような混乱の中

において変えられないソフト面から、財務パ

フォーマンスを保護するために信頼できる合理

的な方針をとる必要があります。

1.
2. ミッションを最優先する

レジリエントなリーダーは、緊急時において優先

すべき事項を見分ける能力に長けており、難しい

制約の中で機会を見つけながら、組織を安定さ

せて当面の危機に対応することができます。

3. 完璧さよりもスピードを優先する

レジリエントなリーダーは、急場をしのぐことが不

可欠であることを知っているため、必要とする情

報が十分には得られていない状況においても、

勇気をもって決定的な行動をとります。

4. 自分自身の言葉で語る

レジリエントなリーダーは、最初から自分自身の

言葉で伝えることを理解し、自身が知らないこと

も含めて起こっている現実を把握し、他の人の共

感を生むような説得力のある未来像を描きます。

5. 長期的なビジョンを持つ

レジリエントなリーダーは、近い将来にフォーカス

し、今後出現する可能性のある新しいビジネスモ

デルを予測し、未来を定義するイノベーションを

刺激します。

典型的な危機は、次の3つの時間枠で展開すると

我々は考えています。1つめは、企業が現在の状況に

対処し、継続性を管理する「対応段階」。2つめは、企

業が学び、より強くなる「回復段階」。3つめは、企業

が危機後の「新たなビジネス環境」(Next Normal)へ
の準備を行い、戦略を具体化する「成長段階」です。

CEOには、3つの時間枠すべてを同時に素早く検討し、

その結果に応じてリソースを割り当てるという重大で

追加的な責任があります。

レジリエントなリーダーに求められる行動指針



レジリエントなリーダーは、これらの広範な責務の枠

組みと、現在の危機の中でこれらの特性を高めるた

めの、特定の戦術的な措置を講じることができます。

それにより組織への影響を少なくするとともに、組織

がより強くなるのを助けることができます。

この危機に対して適切なアプローチを行うことで、現状

に戻るだけでなく、前進し、より多くの価値とポジティブ

な社会的影響を生み出す機会がもたらされます。

「ブラックスワン」を特定する

ブラックスワン・イベントとは、予見できない、または予測不可能な危機で、多くの場合において極端な結果をもたら
します。COVID-19の大流行と世界的な欧州方向への拡大により、新たな不確実性が現れました。

• 第二次世界大戦以降の不況は、多くの場合、経済政策の誤り、オイルショック、または金融バブルのいずれか

によって引き起こされてきました。COVID-19の脅威の中での経済と株式市場の急速な経済的悪化は、「世界

規模の社会的ショック」という新しいカテゴリーとなっています。デロイトでは、2020年2月26日に4,200人を超

える米国の幹部を対象に調査を実施し、3つの典型的なカテゴリーと4つめの「その他」のカテゴリーのうち、ど

のカテゴリーが次の景気後退の引き金となるかを尋ねたところ、35％が「その他」を予見的に選択しました。

• 2008年の世界的な金融危機は、資金の供給停止が契機となりましたが、今回は供給側と需要側の両方の混

乱が原因となっています。例えば、中国では、工場の大規模な閉鎖により、自動車部品、電子部品、アパレ

ルなどの製品の供給が停止しました。同時に、住民の大規模隔離により消費が失われ、旅行、サービス、飲

食、小売の業界で最も深刻な影響が出ています。2

COVID-19への対応
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レジリエントなリーダーは、危機の中

で自身が行うすべてのことにおいて、

大きく変わる人間的な側面に共感と

思いやりを示します。

思いやりをもって、そして論理的に計
画する

4

危機的状況における本質的な焦点は、不

確実性が組織を動かす人々に与えている影響を認識
することです。

そのような場合、心の知能指数が重要になります。レ

ジリエントなリーダーは、危機の中で自身が行うすべ

てのことにおいて、大きく変わる人間的な側面に共感

と思いやりを示します。例えば、従業員の個人的な優

先事項が仕事から家族の健康についての関心へと急

激に変化した事実を受け入れ、学校の長期休校に対

応し、生命を脅かす不確実性についての不安を理解し

ます。また、レジリエントなリーダーは、従業員に対して、

次に起こることに対して冷静で整然としたアプローチを

とるよう促します。

最優先事項として、従業員の当面の健康と安全を確

保しながら、彼らを保護し、その後、彼らの経済的福

祉を確保します。デロイト中国が、COVID-19の大流

行発生時における中国の人的資本政策と慣行につい

ての調査を2020年1月に実施したところ、企業および

非営利組織が対応として検討していた次のステップが

明らかになりました。

• 回答者の90％が、従業員にリモートで柔軟な働き

方を選択できるようにすることが喫緊の要件であっ

たと回答しました。

• エネルギー、資源、産業機械等、柔軟でリモートの

働き方オプションを提供することに対して最大の制

約がある業界の企業は、よりクリーンで安全な作業

環境と防護具を提供することで、より強力な物理的

保護を提供することに注力していました。

• 半数を超える政府および公共サービス機関が、

従業員の心理的ストレスへの対応に注力して

いました。3

顧客の気持ちを考えた計画を行うには、まず、顧客

の気持ちが、あなたが以前に感じとっていたものか

ら、どのように大きく変わったかを理解することから

始まります。危機的状況では多くの場合、顧客はマ

ズローの欲求5段階説における欲求を、安全、安心、

健康などの基本的な欲求に下げていくことを考慮してくだ

さい。

さらに、レジリエントなリーダーは、従業員と顧客、そし

て債権者と投資家のために、危機の最中とそれを切り

抜けてからも、財務パフォーマンスの維持と、事実に

基づいた難しい決断に注意深く集中し続ける必要があ

ります。

レジリエントなリーダーに求められる行動指針

COVID-19の危機の真っ只中において、

顧客とのコミュニケーションの性質とトー

ン、および顧客体験の感度をどのように

変える必要があるのでしょうか。顧客は、

あなたが従業員に示す優しさおよび寛大

さと同じものを望みます。顧客もこの危機

の中を苦しみながら進んでおり、共感を

期待しています。また、シンプルなことが

大切になります。

Uber Eatsは、手渡しではなく、ドア付近に食べ物

を置いていくことを希望するかを顧客に尋ねてい

ます。多くの航空会社が、顧客に対して電子メー

ルを送り、飛行機の汚染除去の取り組み強化に

ついて説明しています。一部の飲食店では、接客

スタッフに手の消毒液を目に見える形で使用して、

顧客の不安を和らげるよう働きかけています。4



「現金は王様（cash is king）」という格言は、実在の出

来事が起こっている最中において最も現実的です。パ

フォーマンスの保護には、次のような重要なステップ

がいくつかあります。

5

特に不確実性により、一部の意思決定者が機

能しない可能性があるため、一貫性、スピード、

そして特に決断力の観点から、より少ない人数

で意思決定を一元化します。

会社が利用できる資金調達の方法をまとめます。

これには、未使用の与信枠、回転与信枠、およ

び関連する借入限度、既存の回転与信枠を借り

換えるための固定与信枠などの新しい信用源、

余剰運転資金（例：在庫削減、支払期間延長に

よる）、資本投下が含まれます。

参入しているすべての市場で経済シナリオを迅

速に予測し、シナリオを軽度から中程度、重度

まで大まかに分類します。

収益性、特に流動性に関するシナリオについて、

予測される財務的影響をモデル化します。これ

には、借入契約条項に違反する可能性の評価、

および利用可能な現金源をいつ引き出すべきか

についての決定が含まれます。

譲れないものを定義します。どの製品、サービス、

顧客セグメント、事業ライン、従業員セグメントな

どが現在進行中および将来のキャッシュフロー

にとって最も重要であり、維持する必要があるで

しょうか。シナリオがより厳しくなる傾向がある場

合は、これらの譲れないものでさえ影響を受け

る可能性があります。

裁量による経費削減、雇用凍結、一時的な工場

閉鎖など、財務パフォーマンスに影響を与える

ために、ビジネスリーダーが（譲れないものの範

囲内で）利用できる手段を特定します。

今とるべき行動を決定し、シナリオが深刻になっ

た時にとるべき手段の優先度について事前に合

意します。

景気後退に備えた戦略を作成している企業は、多くの

シナリオ、予測、譲れないもの、および手段が既に

明確にされており、現在の状況に合わせて調整するだ

けでよいため、有利なスタートを切っています。

危機の最中であっても、企業の目的（訳注：経営理

念、企業価値観等）は不動のものでなければなりま

せん。目的は決して譲ることができないものなのです。

目的は、頭と気持ちが合わさるところです。今日にお

いて、多くの組織は利益の他に、目的を明確にして

いますが、5目的は日々の意思決定で無視されてし

まうリスクがあります。先頃の調査では、ビジネス

リーダーの79％が組織の目的はビジネスの成功の

要となると考えていましたが、68％は組織内のリー

ダーの意思決定プロセスの道標として目的を使用し

ていないと答えています。6

危機的状況では、企業に対する圧力が高まり、ステー

クホルダーがあらゆる動きに細心の注意を払います。

その際、組織の目的に関連する意思決定を行うことが

特に重要です。目的志向の組織についての調査では、

企業は次に示すとおり、厳しい環境下で成功する傾向

があることが明らかになっています。

• 目的により、積極的に関わる従業員が育成されま

す。企業が真の目的に重点を置くと、従業員は自分

の仕事に意味があると感じます。調査では、より強

い連帯感を感じている従業員は、変化を乗り越え、

安定性が戻った時に企業が回復し成長するのに役

立つ可能性がはるかに高いことが示されています。
7

• 目的により、景気後退の状況下でも企業に対して忠

実な顧客を引き付けることができます。消費者10人
のうち8人は、目的志向のブランドに対してより忠実

であると述べており、これは景気後退以降における

顧客関係の維持に役立ちます。8

• 目的は、企業が正しい方法で変革する際に役立ち

ます。目的に導かれる企業は、厳しい決断に直面

した時、どう進むかについて鋭い感覚を持っている

ため、変革はより纏まりのあるものになります。9 

一般的に、目的を優先すると、その結果として利益

が生じますが、利益を優先すると、結果が分かりづ

らくなる可能性があります。

COVID-19への対応
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ミッションを最優先する

6

危機的状況にある組織は、無数にある

ように思われる緊急の問題に相次いで直面しな
ければなりません。レジリエントなリーダーは、こ
れらのうち最も差し迫ったものに焦点を合わせ、
迅速に詳細化すべき優先対応事項を選定します。

デロイトでは、特に感染性非定型肺炎、H1N1型インフ

ルエンザ、エボラ出血熱、およびその他の主な感染症

についての主要な危機管理に関連する事業継続計画

について、多国籍企業のリーディングプラクティスを分

析し、10 レジリエントなリーダーが行うことができるいく

つかの主要なアクションを特定しました。我々が特定

したアクションは次のカテゴリーに分類することができ

ます。

• 危機管理本部の設置と維持

• 人材と戦略のサポート

• 事業継続性とファイナンスの維持

• サプライチェーンの強化

• 顧客との関わりの維持

• デジタル技術の強化

• 自社のビジネスエコシステムとの連携

各アクションの詳細なアクティビティと優先順位につ

いては、この記事の最後にある付録「アクションガ

イド：ミッションを最優先する」を参照してください。

アクションガイドに記載されている推奨事項には、

中国市場でデロイトのプロフェッショナルがクラ

イアントにサービスを提供し、現地における経験

から得た情報も含まれます。（サイドバーにある

補足記事「中国市場の大手企業から学んだ主な

教訓」を参照してください）。

アップルは統合されたケーススタディを提供して

おり、影響を受ける地域11の小売店を閉鎖したと

いう決定は、次に示すいくつかの指針を行動で

示すものとなっています。

• 従業員のニーズと不安に共感します。これには、

業務が通常どおり行われているかのように時間

給従業員に賃金を払い続け、COVID-19に関連

した健康問題に関して休暇方針を変更すること

が含まれます

• 既に激減しているサプライチェーンへのさらなる

ショックを減少させます

• 顧客や地域社会とのつながりを維持し、彼らを

気遣っていることをはっきりと示します

• オンラインストアを開き、営業し続けること

で、大規模なデジタルプレゼンスを活用し

ます

• 新しいチャネルを介して自社のビジネスエコシス

テムを継続的に活用し、6月に開催される予定の

年次イベント「ワールドワイドデベロッパーズカン

ファレンス」をデジタルのみを介した集まりに変更

します12

最後に、アップルの大胆な意思決定は、次に述べ

る本質「完璧さよりもスピードを優先する」に内在す

る勇気を示しています。

レジリエントなリーダーに求められる行動指針



中国市場の大手企業から学んだ主な教訓

• 危機管理本部 中国の大手企業は、直ちに緊急対応チームを設立し、確固たるシナリオプランニングを

実施した後、リスクを評価し、対応戦略を策定しました。これにより、感染症対応の組織対応力と対応手

続が大幅に改善されました。

• 人材と戦略 COVID-19の感染が最初に急増した後、企業は必要最低限の業務運用要件を満たしながら

現場での作業を最小限に抑えるため、ミドルオフィスおよびバックオフィスのスタッフに対して柔軟な勤務形

態を導入し始めました。リモートワークについては、ストレステストを行うことで全体的な改善の機会を特定

し、対処しています。また、従業員の健康や安全を追跡し、行政上の要件に準拠するため、複数の企業に

おいて従業員の健康に関するデジタルの申告システムが開始されました。

• 事業継続性とファイナンス 企業は直ちに事業継続計画の更新・策定を開始することで、契約上の義務の理

解、財務的影響と流動性の基準の評価、債務再編計画の策定、資産の最適化を行い、財務的実行可能性

の回復に役立てました。注力したものとして、バリューチェーン全体における財務的影響の理解もありました。

• サプライチェーン 中国の企業は国内市場における製品供給を確保するため、デジタルトレーディングのソ

リューションへの投資を加速させることで、サプライチェーンの停止に対応し、物流と労働力の不足を克服し、

地域の立ち入り制限に関する可視性を高めました。サプライチェーンのシナリオプランニングにおいては、

運用の迅速さとデータ品質が重要でした。

• 顧客との関わり 企業は、COVID-19がビジネスに及ぼす影響と実施された緊急時のアクションについて、

顧客とオープンで継続的に連絡を取り合う手段を維持するために迅速に動きました。ビジネスパートナー

として認識しあう関係において、このアプローチにより不確実性の中で信頼が築かれています。

• デジタル技術 企業は現在の電子商取引の状況を再検討し、短期、中期、長期のデジタルロードマップを策定

しています。また、企業はレジリエンスを築くためには、組織全体にデジタル技術を強化する必要があることを

認識しました。サービス業界の一部の大手企業では、従来型の実店舗から移行するため、「ノータッチ式」のエ

クスペリエンスが促進されました。

COVID-19への対応
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完璧さよりもスピードを優先する

パーフェクト（完璧さ）を求めることは、特に

適切な意思決定をするためにあなたの決定を支えら

れるようにできるだけ多くの代替的なデータを収集しま

しょう。危機が過ぎ去れば、将来の危機に備えて、ど

のように情報の品質を向上させるかを徹底的に見直

す機会もあるでしょう。しかし、今回の危機においては、

そのような分析は一旦脇に置いておく必要があるかも

しれません。

リーダーが、これまで予測していなかった状況に直面

している時というのは、特別な状況に深く関与してい

るチームおよび個人が、予測していなかったニーズに

対処できるようなクリエーティブなアプローチを創出す

るのに最も有利な立場にいる可能性があるということ

を信じ、組織のあらゆるレベルに、より多くのイニシア

チブおよび決定権を付与することを奨励する時でもあ

ります。

もちろん重要なのは、全従業員が目指すべき目的お

よび、越えてはならないガイドラインをよく理解してい

るということです。組織は不確実さを増す状況下で、ビ

ジネスを行うことを学びます。したがって、このアプ

ローチは今回の危機が終息した後も、価値があるとい

えるでしょう。

パーフェクト（完璧さ）を求めることは、特

に迅速なアクションが必要とされる危機

の最中においては、マイナスとなることが

あります。

レジリエントなリーダーに求められる行動指針
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迅速なアクションが必要とされる危機の最中において

は、マイナスとなることがあります。伝染病が蔓延する

中で、ほとんどの企業が、影響を受ける可能性がある

オペレーションに関する完璧な情報もしくはデータをリ

アルタイムで提供できるインフラを持ち合わせてはい

ません。数日後および数週間先について、「既知の未

知」は多々あることでしょう。あなたは、不完全な情報

だけを頼りに行動する必要に迫られるという事実を受

け入れる準備ができていますか？
目的をより明確化しつつ、現場がもっと

柔軟に自立的に対応できるようにしま

しょう。例えば、店舗内での感染リスク

を減らすという組織全体の目的を達成

するために、某コーヒーショップチェーン

は、柔軟にソーシャルディスタンスを維

持するため、テーブルの配置替えを各

店舗のリーダーシップに任せることにし

ました。13



自分自身の言葉で語る

すべての事実について伝えることと、後でコメントする

こととの間には絶妙なバランスがあります。リーディン

グカンパニーは、知っていることについてより短期的か

つ頻繁なコミュニケーションを行うというポリシーを守り、

詳細については後で補足しているということを見てきま

した。

危機の最中では、信頼の維持が最も重要です。

下記の単純な式は、個人および組織にとって信頼

のベースとなる主要な要素を強調しています：

信頼＝透明性の確保＋繋がりの深さ＋経験値

信頼は透明性の確保から始まります：あなたが知って

いる事について述べ、知らない事があることを認めま

しょう。信頼とはまた、関係から来るものです：繋がり

の深さとは、あなた、あなたの従業員、顧客、およびエ

コシステムとの関係において、どれだけお互いを「知っ

ているか」のレベルを言います。最後に、信頼は経験

値にも左右されます：あなたは自分が言っていること

を自信をもって行動に移していますか？ますます不確

実性が増す中で、予測不可能な状況に取り組む能力

および可能な限り最適な方法で全ステークホルダー

のニーズに応えるという確固たるコミットメントを示すこ

とによって、ますます信頼が高まります。

また、全ステークホルダーの感情を認識して向き合うことも重要です。

これはグラフや数字だけの問題ではありません。リーダー自身から発

せられる言葉は、危機において湧き上がってくる恐怖を認識すると同

時に、ステークホルダーが集結し、立ちはだかる課題を克服することに

コミットした場合に達成できる機会を示す、強力な方法となります。

一方で危機においては、マーシャル・マクルーハン氏

の有名な言葉「the medium is the message（訳注：メ

ディアはメッセージである）」がますます真実味を帯び

ます。多くの心理学者が、ほとんどのコミュニケーション

は言葉によらないものであると主張しています。Eメー
ル、テキスト、およびツイートには、信頼関係を構築す

るためのコミュニケーションに必要不可欠な声のイント

ネーション、アイコンタクト、およびボディーランゲージ

が欠けています。あなたのチームと気持ちでつながり

たい時には、特にEメールおよびその他のコミュニケー

ション手段を使う代わりに、ビデオを使用するようにし

ましょう。あなたがメール受信の多さにうんざりするよう

に、あなたの従業員も同様に感じているのです。

9

COVID-19への対応

これはチャートや数字だけの問題ではあ
りません。リーダー自身から発せられる
言葉は危機において湧き上がってくる恐
怖を認識するためのパワフルな手段とな
ります。同時に立ちはだかる障害を乗り
越えるためにステークホルダーが結集し
コミットすれば、達成可能な機会のフレー
ムワーク作りを可能にします。

我々がこれまで見てきたように、事前に

もしあなたに自分自身の言葉がなけ

れば、あなたのチームおよびステー

クホルダーは、情報の欠落部分を、

誤った情報および推測によって埋め

始めるかもしれません。一定の調子

で、はっきりとした口調であるというこ

とは、非常に重要です。不完全もしく

は首尾一貫しないコミュニケーション

は、より良いガイダンスを与えるどこ

ろか、組織の対応を遅らせる可能性

があります。



長期的なビジョンを持つ
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いれば、ビジネスに活かすチャンスが生まれます。

COVID-19の場合、より大胆かつ長期的なビジョンを

持って対応する組織は危機後の「新たなビジネス環

境」(Next Normal) を定義づけられるイノベーションを

生み出すことができます。

ハーバード・ビジネス・レビューが過去3回の景気後退

期に行ったコーポレート・パフォーマンスの評価による

と、調査対象となった4,700社のうち、最も早く大幅な

コスト削減を行った企業ほど、経済回復期にライバル

企業の業績を上回る割合が最低となりました。14言い

方を変えれば、景気後退期から勝者として蘇る可能

性がある企業は、将来に向けて包括的な投資を行う

一方で、景気後退期を生き延びるための選択的なコ

スト削減を行うことによって、短期的戦略と長期的戦

略との間で絶妙なバランスをとっていました。15経済が

好調な時に、このようなバランスが重要であることは

明確かもしれませんが、景気後退圧力がある中では、

企業はとりわけ短期的戦略に集中しがちになるため

注意が必要です。

構造的変化および継続可能
な効果を予測する

COVID-19は、いずれにせよ不可避だった根本的か

つ構造的な変化を加速させる可能性があります。しか

し、その加速化は想像していたよりもはるかに速いス

ピードで生じる可能性があります。リモートでのコラボ

レーション、および物理的に同じ場所に集まるために

必要だった通勤時間の削減によって、遠隔で行われ

る業務の「バーチャル化」が着実に進んでいることを

考えてみましょう。今日、世界中の企業および人材は、

バーチャルプラットフォームにおいてコミュニケーショ

ンをとり、協力し合い、調整することを学んでおり、こ

のような勤務体系によって効率性が改善していること

を理解しています。

バーチャルワークおよびコラボレーション・ツールは、

新興のマーケットを形成する可能性があります。

このような構造的変化によって、あなたは戦略および

中長期的な計画の変更を迫られるかもしれません。例

えば、もしあなたが従業員の勤務体系でテレワークも

しくはリモートワークの回数を増やすことを許したら、

企業のオフィススペースの割合にどのような影響が生

じる可能性があるでしょうか？あなたの企業が占有す

る物理的な場所が縮小されることによって、コスト節約

となるでしょうか？もし業務体系を分散させたら、どの

ような新しい責務もしくは課題が生じる可能性があるで

しょうか？より堅固なサイバーセキュリティ対応が必要

となるでしょうか？分散した従業員をまとめるためのマ

ネジメント・トレーニングやコミュニケーション方針にど

のような変更を加える必要が生じるでしょうか？ビデ

オ会議およびネットワーク環境には、どのようなアップ

グレードが必要となるでしょうか？

これまでとは異なる方法で業務を行う必要が生じた時、

ビジネスにとっては、何ができるかを理解するチャン

スとなります。例えば、某企業は試験的に、財務部の

スタッフ に1カ月間在宅勤務をさせ、在宅勤務が続い

ても、四半期ごとの決算締め作業が可能かどうかを

見ました。16異なる方法でも何かすることが可能である

ことが一旦分かれば、そのまま継続すべきかどうかを

検討してみたくなるかもしれません。

マーケット・シェイパーになる
（マーケットを形作る）

戦略を形成することは、予測していなかった危

機から生まれる新たな価値創造の重要なきっ

かけとなる可能性があります。 1 7業界に順応す

るよりも、業界の未来を形作るマーケット・シェ

イパーは、より強く成長することが可能となるで

しょう。今回の危機から蘇り、「成長段階」へと

移行する企業は、ライバル企業が危機への対

応にフォーカスしている時に、新たなチャンスを

特定し、課題を解決し、業界の未来を形作る企業と

レジリエントなリーダーに求められる行動指針

いかなる変動期の最中でも、準備が整って



足並みを揃え、もしくは次世代エコシステムの一部とな

ることによって、新たなマーケットの発見をするでしょう。
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Additive manufacturing（付加製造）の将来性につい

て考えてみましょう。3Dプリンティングは成長していま

すが、既存のグローバルサプライチェーンと、それに

よって低賃金の労働力が利用可能になることで、強力

な競争優位性を持つことが出来ました。しかしながら、

既に現代におけるサプライチェーンは、地政学的緊張、

保護主義の高まり、ならびに二酸化炭素排出量の高

まり懸念に対する試練を受けています。

そこへCOVID-19による影

響が加わり、より消費に近

い場所での生産が可能とな

る新たな付加製造技術に多

額の投資を行えば、全く新

しいマーケットが形作られる

ことが容易に予測できるで

しょう。

未来のビジネスモデルを構築
する

さらに、構造的なマーケットの変化および新たに形作

られたマーケットにより、 新しいビジネスモデルが生ま

れます。公的機関と民間とのパートナーシップの誕生

により、余剰インフラを特定の地域に提供することを

想像してみましょう。このような試みに対して、少なくと

も一つの政府系機関がこのような状況を予測し、既に

支援しています。18今後生まれるトレンド、構造的変化、

および新たなマーケットは、あなたの企業および業界

の将来を、どのように再定義していくのでしょうか？

例えば、多くの企業が長い間、教育は、デジタル技術

によって大幅な変化に対応する準備ができていると認

識してきました。国連19によれば、COVID-19の影響で、

世界中の2億9,000万人超の学生を対象として、

オンラインでの授業、カリキュラム、およびプラット

フォームへの需要が増える可能性があります。しかし

ながら、リモート授業を開始したのはまだ一部の大学

および学部に過ぎません。20 COVID-19がもたらした

広範にわたる制約に対応する中で、私たちの学習へ

のアプローチをどのように構築し、位置づけ、運営する

のかについて、革新的な変化の可能性があることが

示されました。この分野は、ダイナミックで新しいマー

ケット形成のチャンスとなる可能性があります。

別の例として、AIおよびロボティクスの導入を増やすこ

とも検討しましょう。AIおよびロボティクスは既に

COVID-19の検知および治療において重要な役割を

果たしています。

AIを備えたツールは、ソーシャルメディアをスキャンし

てウイルスの進行をリアルタイムで分析し、胸部CTス
キャンのウイルス性肺炎を人間の45倍の速さで96％
の精度で認識し、分子の合成と検証を数か月または

数年ではなく数日で行っています。21一方、ロボットは

伝染の可能性を低くするため、検疫対象となっていた

患者が使用していた部屋を消毒します。22 AI はまた新

薬の発見、臨床前の薬品の開発、およびチップ上の

DNAを使って安全性および毒性の試験を行う臨床試

験の第一段階試験を加速化させることが可能です。も

し一般的に10年越しとなる薬品の研究および開発サ

イクルが半分以下になるとしたら、将来のヘルスケア

モデルはどのように変化する可能性があるか想像し

てみてください。さらに、世論がCOVID後へとシフトす

れば、薬品の早期承認に向けた規制のフレームワー

クに変化が生じる可能性もあります。

これから生まれるトレンド、構造的変化、および

新たなマーケットは、あなたの企業や業界の将

来を、どのように再定義していくのでしょうか？

COVID-19への対応



レジリエントなリーダーシップが試される時

COVID-19は、レジリエントなリーダーに磨きを

かける試練を与えています。CEOは、完璧な情報が

ない状態で、多くの場合、わずか数時間または数日で、

自社のシステム全体（従業員、顧客、クライアント、金

融パートナー、サプライヤー、投資家、その他のス

テークホルダー）および社会全体に大きな影響を与え

ながら、無数の意思決定と課題を通じて自社の組織

を誘導しなければなりません。

思考、コミュニケーション、意思決定が明確であること

は重要です。この明確さを最もよく示し、心と頭を使っ

て組織を導くことができるCEOは、この危機を耐え忍

ぶために組織を奮い立たせ、どんな事態にも備えられ

るようなより良い場所に自身のブランドを位置づけま

す。対処すべき大変な困難を伴うこのような危機は、

すべてのステークホルダーとの信頼関係を学び、深め

る機会につながるとともに、株主だけでなく社会全体

にとって、より多くの価値を生み出す大きな変革を組

織にもたらします。

レジリエントなリーダーに求められる行動指針
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付録
アクションガイド‐ミッションを最優先する

13

危機管理本部の設置と維持

今回影響を受けた地域において、ほとんどの組織が、

事前に確立された危機対応計画を受けて、またはアド

ホックで、何らかの形態での危機対応ユニットを立ち

上げることで、影響を全社的に理解し、ファンクション

間の取り組みを調整しています。また、コミュニケー

ション、法律、財務、オペレーションなどの特定のワー

クストリームを管理するためにサブチームが結成され

ています。サブチームは経営陣によって提供された明

確な要請に基づいて運営されており、対象となる分野

で迅速な決定を下す権限を与えられています。

このような本部は完全に守りに入る必要はなく、従来

の方法を破ることにも役立ちます。

例えば、フライトを運休している航

空会社は、地上の航空機の定期メ

ンテナンスを優先し、スペースに制

約のあるルートに比較的大型の飛

行機を再割り当てすることにより、

航空機のダウンタイムをより生産

的にし、リソースをより効率的に使

用できるようにしています。23

人材と戦略のサポート

従業員が企業の戦略をサポートする中で、企業が従

業員をサポートするための鍵は、仕事、労働力、職場

にフォーカスすることです。24

まずは、自社の実際の仕事と、それがどのように変化

するかを評価します。レジリエントなリーダーは、ミッ

ションクリティカルな仕事と、延期または優先順位を下

げることができる仕事を迅速に評価し、チームが

フォーカスする必要がある仕事（および戦略的に重要

でない仕事）を理解できるようにします。従業員が最も

重要なタスクにフォーカスできようにし、必須ではない

仕事を行う方法については、従業員や顧客に対する

不必要なリスクを最小限に抑える方法で創造性を発

揮できるようにチームに権限を与えます。現場で仕事

をする必要がある場合は、洗浄手順または防護具な

ど、どのような予防対策を講じることができるかを評価

します。

次のフォーカスは労働力です。最も効果的な計画には、

従業員の他に、業務に関係する請負業者、ベンダー、

パートナー、および組合も含まれます。

COVID-19の症状や予防に関する教育、従業員支援

リソースへのアクセスなど、COVID-19に関連する情

報を求める従業員等の要請に対応しましょう。仕事自

体が縮小・拡大する場合、影響を受ける従業員への

連絡を含め、サイトの中断と再開に関して運用計画が

あるか確認します。休暇方針の変更の可能性を評価

（感染した家族の世話をする従業員など）すると同時

に、可能性の高い長期的欠勤、生産性の低下、

危機管理本部は完全に守りに入る必要は

なく、従来の方法を破ることにも役立ちます。

COVID-19への対応



さらには危機後の状況が最終的に正常化するまでの

出社停止に備えます。
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職場とそのカルチャーも重要です。企業は封じ込めと

汚染に備えて職場を準備し、徹底的に洗浄および消

毒することにより、作業環境の安全を確保する必要が

あります。従業員がCOVID-19に感染している疑いが

ある場合、施設で従業員を隔離および／または治療

するための現地の医療に関する要求事項を順守した

明確なプロセスを実施する必要があります。

COVID-19の危機により、職場のカルチャー、仕事の

配分方法と労働力の配置方法、従業員との関わり方

が根本的に変わる可能性があります。長期的に見ると、

この状況は、コミュニケーションレベルを高める方法、

レジリエントな労働力を生み出す方法、健康と福祉に

よりフォーカスする方法について考える機会となるか

もしれません。

事業継続性とファイナンスの維持

ほとんどすべての金融危機において、現金と流動性

資産の維持は最優先事項です。困難がすべての業界

に同時に影響を与えている場合、最も経済的に安定

している企業でも苦労する可能性があります。例えば、

2008年から2009年の不況の際、コマーシャルペー

パー市場が突然停止し、流動性制約に直面した多くの

企業の中には、財務状態が強固だった企業も含まれ

ていました。このことにより、基本的な短期債務を返済

する能力が損なわれる企業もありました。

現在の危機も例外ではなく、多くの企業にとってはさら

に困難なものになる可能性があります。現在、多くの

企業が数ヵ月ではないにしても、数週間にわたって金

融市場の混乱に直面しています。

旅行業やホスピタリティなどの多くの業界では、この期

間中に失われる収入は、後で補われるものではなく、

永久的なものになる可能性があり、運転資本維持と

流動性に対する突然の予期せぬ圧力となっています。

一部の企業では、回転与信枠による資金の引き出し

により、十分な柔軟性を維持できる場合があります。

他の企業は、一時的に比較的大きな与信枠および／

または契約条項の改訂／免除を準備するために銀行

に交渉する必要があることを理解し始めています。た

だし、銀行は単一の融資についてリスク許容限度に達

している可能性があるため、このような取り組みは失

敗する可能性があります。条項の限度枠および／また

はクロスデフォルトにより、回転与信枠が凍結される場

合があります。新しい資金調達をサポートするために

急いで作られたセキュリティパッケージは、担保の利用

可能性が限定的であること、または長期にわたる経済

的困難が理由で不十分である可能性があります。また、

銀行の標準的な提供サービスには適合しない条件で、

高度にカスタマイズされた、繰り延べ可能な短期的な

与信枠を探している企業もあるかもしれません。

財務部門は、当面の現金需要への対応の他にも、影

響を受ける地域で決算を締めたり、監査を完了したり

することが可能であったとしても、潜在的な会計および

財務報告への影響に対応する必要があります。例え

ば、初めて（そして非常に適切に）リモートワークを実

施する一部の企業は、本社とは異なる地方の課税管

轄内の従業員に給与を支払う際、予期しない税務上

の課題に直面する可能性があります。

サプライチェーンの強化

「世界の工場」である中国の大きな混乱は、グローバ

ルサプライチェーンを危険にさらしています。高度に工

業化された武漢から発生したCOVID-19の危機は、こ

のような依存が潜在的に危険であることを強調してい

ます。Fortune 1000の90%を超える企業が、中国国

内で最も影響を受けた省にTier1および／Tier2サプラ

イヤーを抱えていました。25

レジリエントなリーダーに求められる行動指針



コストを最小限に抑え、在庫を削減し、資産利用を促

進するためのサプライチェーンの最適化に、数十年に

わたりフォーカスすることで、多くの企業のサプライ

チェーン効率が向上しています。しかし、レジリエンス
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よりも効率性を最優先した場合、サプライチェーン全体

がグローバルショックに対して脆弱になることを、多く

の企業が十分に認識していなかったことが、COVID-
19の危機により示されました。

サプライチェーンの強化

供給面：影響を受ける地域において、生産、流通、またはサプライヤーから調達を行う企業の場合、

対応として次のようなものが含まれます。

• 労働力／労働計画へのフォーカスを強化する

• Tier1サプライヤーのリスクにフォーカスする

• 拡大した供給ネットワークを明確にする

• 代替の供給源を理解し、利用できるようにする

• 在庫の方針と計画のパラメーターを更新する

• 入荷品の視認性を高める

• 工場の閉鎖に備える

• 生産計画のアジリティにフォーカスする

• 出荷物流の代替オプションを評価し、容量を確保する

• グローバルシナリオプランニングを実施する

需要面：影響を受ける地域において、製品または商品を販売する企業の場合、

対応として次のようなものが含まれます。

• 自社ビジネスに固有の需要への影響を理解する

• 短期の需給同期化戦略を確認する

• 潜在的なチャネルシフトに備える

• 購買物流の代替オプションを評価する

• 優先順位に基づいて顧客に割り当てる機能を強化する

• 主要顧客とコミュニケーションがとれるようにする

• リバウンドに備える

• グローバルシナリオプランニングを実施する

社内：影響を受ける地域において、事業を行っている、または取引関係がある企業の場合、

対応として次のようなものが含まれます。

• COVID-19の症状と予防について従業員を教育する

• スクリーニング手順を強化する

• 長期的な欠勤の増加に備える

• 不必要な移動を制限し、柔軟な勤務形態を促進する

• 複雑になる作業要件に合わせてITシステムとサポートを調整する

• 主要な役員職の後任計画を準備する

• キャッシュフローに重点を置く

COVID-19への対応



また、世界中でホットスポットが徐々に拡大する中、流

行前後の衝撃に耐えられる地域的流行よりも、世界的

な大流行のほうがサプライチェーンに与える影響がは

るかに長期にわたる可能性があることがCOVID-19の
危機により明らかとなっています。
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包括的な計画や戦略なしでは（ほとんどの組織では世

界的な大流行に対処するための計画がありません

が）、企業は過度な調整を行ってしまい、より大きな混

乱を引き起こし、不必要な費用が発生する可能性が

あります。例えば、一部の企業はCOVID-19の危機に

反応し、必要な供給が不足するのではないかという懸

念から、全面的に在庫を増加しています。26 このような

決定では、意図しない結果と衝撃を慎重に検討する必

要があります。例えば、個人消費が急激に減少する中、

小売アパレルが在庫を増やすと、現金需要の状況が

深刻になる可能性があります。

グローバルサプライチェーン強化のために検討すべき

重要なアクションについては、15ページにある「サプラ

イチェーンの強化」の一覧を参照してください。

顧客との関わりの維持

今は、顧客との関係にとって重大な局

面であり、企業のブランドがリードする

時です。このような危機においては、顧

客のニーズは合理的なものから感情的

なものへと劇的に変化することが多い

ため、企業はその変化を阻止すること

が重要です。

消費行動の調査によると、ビジネスの従来の顧客セ

グメントは景気後退時にリスクがあることが明らかに

なっています。その理由は、消費者の購買行動が、企

業が顧客セグメントを定義する時に通常考慮する特

性でなく、不安定な経済に対する感情的な反応によっ

て引き起こされることが多いためです。27

特に重要なのは、自社の販売努力がどのように見え

るかを慎重に検討することです。値下げやマーケティ

ングプロモーションを行った場合、一部の消費者は、

企業がこの危機を利用しようしていると考える可能性

があります。さらに良くない可能性として、店舗や他の

公共の場所に近づかないようにと働きかける公衆衛

生活動を台無しにしていると見られる可能性がありま

す。顧客との関係を維持するのに役立つような、顧客

の利益になることを考えてください。例えば、一部のホ

スピタリティ企業では、ロイヤルティポイントの有効期

限を延長しています。28

デジタル技術の強化

オンラインアクティビティの急激な増加により、特に、

電気通信およびシステムインフラストラクチャが十分

に開発されていない一部の世界では、システムの安

定性、ネットワークの堅牢性、データセキュリティに大

きな影響を与える可能性があります。企業は、職場と

労働力の進化に伴い、円滑な運用を確実に行うため

のシステムとサポートスタッフを確保するために迅速

従業員をリモートワークで分散させる場

合は、ネットワークとデータの保護手段

が整っていることを確認してください。

レジリエントなリーダーに求められる行動指針

「社会的距離戦略（ソーシャルディスタンス）」の推奨に

より、組織は仮想のデジタル領域での業務を拡大して

います。多くの企業にとって、このことは、従業員に在

宅勤務を要請することを意味します。リモートワークの

増加に備える場合は、企業にそれをサポートするテク

ノロジー能力があることを確認してください。帯域幅、

VPNインフラストラクチャ、認証とアクセス制御メカニ

ズム、セキュリティツールはすべてピークトラフィック需

要をサポートするものでなければなりません。重要な

サービスをサポートしている請負業者やサードパー

ティーにVPN／リモートアクセスを提供し、コラボレー

ションツールの追加ライセンスを購入します。



に行動する必要があります。29 また、このような方法が、

社会的な孤立を感じる従業員に与える見過ごされが

ちな影響や、対面でのやり取りを制限する際にイノ

ベーションが失われる可能性についても考慮してくだ

さい。
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特に懸念されるのは、従業員を突然分

散させることでサイバーリスクが増大す

ることです。多くの企業がリモートワーク

を行うことができるように調整しているか

もしれませんが、適切なサイバーセキュ

リティプロトコルが導入されている企業は

非常に少ないのが現状です。今回の危

機が始まって以来、フィッシング詐欺やそ

の他の攻撃が増加しており、自宅やコー

ヒーショップ、そしてあらゆるオープンネッ

トワークを利用して働いている従業員が

狙われています。30従業員をリモートワー

クで分散させる場合は、ネットワークと

データの保護手段が整っていることを確

認してください。

行動が変化する中、顧客とのつながりを仮想空間で

維持することにも課題があります。3月上旬に米国で

COVID-19に対する懸念が高まったため、オンライン

での売上高は前年比で52％増加し、オンラインでの

買い物客の数は8.8％増加しました。31小売業者は、

減少する来店者数を相殺するためにオンラインでの

販売を増加することを望んでいるかもしれませんが、

そのような変更を行う前に、社内で拡張機能のテスト

が行われていることを確認する必要があります。低

水準のサービスを提供してしまうと、短期的に失わ

れた売上よりもブランドへのダメージが大きく、長期

にわたる可能性があります。

自社のビジネスエコシステムとの

連携

ほとんどの企業のネットワーク（サプライヤー、ベン

ダー、顧客、投資家、従業員、およびその他のステー

クホルダー）は、直近の景気後退以来、急激に成長し

ています。危機的状況では、これらの大規模なグロー

バルエコシステムは、複雑さと潜在的な脆弱性がさら

に増しますが、チャンスにもなります。考慮すべき質問

は次のとおりです。

• 混乱の中で個々の組織のレジリエンスを向上させ

るためには、どのようにエコシステムに頼ればよい

のでしょうか。

• ビジネスモデルの重要な要素となったエコシステム

パートナーを受け入れるには、どのようにステーク

ホルダーとのコミュニケーションを拡大すればよい

のでしょうか。

• 私の業務を改善するために、私のビジネスパート

ナーはどのような追加のデータを持っているので

しょうか。例えば、あるB2Bテクノロジーサプライ

ヤーは、メーカーとの透明性を高めることにより、短

期在庫計画を強化しようとしています。32

• 投資家コミュニティ（より伝統的な「エコシステム」）

には、どの程度のコミュニケーションが適切でしょう

か。一部の企業は危機を踏まえて、投資家への金

融ガイダンスの提供を中止しましたが、33組織はす

べてのコミュニケーションを止めるべきではありませ

ん。投資家にできる限り多くの最新情報を提供して

ください。

最後に、今回の危機から新しいビジネスモデルが出

現した時、あなたは新しいビジネス環境（Next 
Normal)の下で構築された新しいエコシステムの中

核となることができますか。

最後に、今回の危機から新しいビジネスモ

デルが出現した時、あなたは新しいビジネ

ス環境 ( Next  Normal)の下で構築された

新しいエコシステムの中核となることができ

ますか。

COVID-19への対応
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の修士号を取得しました。以前はウィラメット大学の評議員会の一員でもありました。妻と息子の三人家族です。
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著者

レジリエントなリーダーに求められる行動指針
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For media inquiries, please contact globalcommunications@deloitte.com.

For client inquiries, please contact covidclientpmo@deloitte.com, and our PMO will refer your question  to the 
appropriate resource within Deloitte.

Global COVID-19 client response PMO  
Bill Marquard
Managing director | Deloitte Consulting LLP

日本国内お問い合わせ先

COVID-19への対応

杉山 雅彦／Masahiko Sugiyama  
有限責任監査法人トーマツ パートナー

Contact: masahiko.sugiyama@tohmatsu.co.jp

三木 要／Kaname Miki  
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー パートナー

Contact: kaname.miki@tohmatsu.co.jp
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