
新型コロナウイルス感染症：
不確実性に立ち向かい、危機を切り抜け、突破する
シナリオ・シンキングによる意思決定力の向上 2020年 4月
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変わりゆく不確実性を分析するための公式
現代のビジネスリーダーは、不確実と言われるこの時代において、
事業を行い、乗り越えてきました。デジタル化、テクノロジーの変
革、地政学的変化、ビジネスモデルの進化といった絶え間ない変
化、混乱、グローバルでのシフトや、グローバル化や商業に対する
コンセンサスの変化は、何十年もの間、エグゼクティブの意思決
定という概念そのものに挑戦を課してきました。私たちは、ビジ
ネスの大部分が不安定で不確実、複雑、且つ曖昧な（VUCA1）
環境に置かれていることについて議論してきましたが、近年、2人
の未来学者も、変化の加速度がさらに増していると主張していま
す2。

一方、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、不確実性に
ついて、これまで持っていた集合知としての分析方法を変化させ
ようとしています。（あるいは、既に変化させてしまっています。）
何故なら、私たちの記憶には、このような感染症がもたらす危機
の参考になる事例は存在しないからです。過去には、インフルエ
ンザのパンデミック、ブラックマンデー、リーマンショックが発生し
ました。その他にも、チェルノブイリの原発事故、イラクのクウェー
ト侵攻、アメリカ同時多発テロ事件、ハリケーン・カトリーナ等、
地域や国家に影響をもたらす局地的な脅威や災害が発生しまし
た。しかし、俯瞰的にみると、新型コロナウイルス感染症のパン
デミックの範囲はよりグローバルであるばかりでなく、影響は深
刻かつ広範で、今日の意思決定者がこれまでに経験したことも考
えたこともないくらい複雑で危機的な様相を呈しています。

本書の作成時点においても問いは山のようにありますが、回答が
示されているものはほんのわずかです。

例えば、パンデミックは世界の医療にどのような影響をもたらす
のでしょうか。この対応から、短期、中期、そして長期的にはどの
ような結果がもたらされるのでしょうか。また、「flatten the 
curve（曲線を平坦化する）」のために各国が取る様々な措置の
先に何が待っているのでしょうか。この危機は、私たちの未来の
生活や働き方にどのような変化をもたらすでしょうか。主要な国
家では、国内の関係および国同士の関係にどのような影響があ
るでしょうか。危機への対処法により、グローバルなサプライ
チェーンや貿易の変化に対する各国の役割、および依存関係はど
う変化するのでしょうか。民間および公共セクターの役割にはど
のような影響があるのでしょうか。テクノロジーのディスラプショ
ンによって、これらの変化はどのように増大していくのでしょうか。
回復やリバウンドについてはどうでしょうか。そして、危機の先を
見据えている人々についていえば、幸運さ、または大胆さによっ
てどのような好機をつかむことができるのでしょうか。

いかなる国、企業、経営者層またはリーダー個人も、新型コロナウイルス感染症の影響を免れることはでき
ません。どのような戦略であれ、完全に無傷というわけにはいかないでしょう。さらに、新型コロナウイルス
感染症収束後の事業環境を総合的に予測するならば、組織はより困難で複雑な選択を迫られることになる
でしょう。
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不確実性に対する典型的な対応
不確実な時代において経営者は、重要な意思決定を行う責任か
ら免れることはできません。文脈上の不確実性が意思決定を難し
くしており、選択のための時間枠は短縮されています。

私たちの経験上、多くの経営者や取締役会は、不確実性に対して
2つのうちいずれかの反応を示す傾向にあります。1つ目の傾向
は、不確実性の存在、その深刻さ、複雑性を認識しているものの、
それらに麻痺してしまい、意思決定が遅れがちになったり、臆病
になったり、一貫性がなくなってしまう場合です。2つ目の傾向は、
不確実性に直面した際に複雑性を排除したいと願うばかりに、強
気になってしまう場合です。

前者の場合には、過去の経験を誤って分析してしまうことが多く、
表面的な評価や安易な答えに性急にたどり着く傾向にあります3。

後者の場合には、自身の展望（良い展望も悪い展望も）や、本来
の正確な選択に対して、自信過剰になってしまいます。

近年のビジネス史において、不確実性を見誤ったために、巨大企
業が衰退した例が多く見られます。直近の金融危機のさなかに不
意打ちをつかれた金融企業、スマートフォン革命とその後の
iPhoneが業界を塗り替える可能性を予測できなかった携帯電話
メーカー、1980年代にPC市場の急速な拡大に乗り遅れたコン
ピュータメーカーの例が挙げられます。これらの企業は、誤った
情報に基づいた強気な姿勢と自己満足のために、下降局面を見
落としたり、上昇局面の大きなチャンスを完全に見逃してしまった
のです。
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　様々な時間軸において不確実性を検討する：新型コロ
ナウイルス感染症のパンデミックにおける短期的な不確
実性とその影響は、中長期的なものとは根本的に異な

ります。世界のどこに住み、またどのような産業に関連しているか
によりますが、今、私たちはパンデミックがいつまで続くのか、あ
るいはどのように回復するのか、ということを考えています。同時
に私たちは、回復曲線を描く必要があります。どの業界が上昇す
るのか。あるいは逆に後退するのか。パンデミックに伴う私たち
の集団的経験は、ビジネス、社会、政治をどのように再構築して
いくのか。「ネクスト・ノーマル」とはどのようなものなのか。オン
ラインショッピング、在宅勤務、物理的な隔離等、新型コロナウイ
ルス感染症の下で繁栄している、または必要とされるようになっ
た新しい習慣は、今後も続いていくのか。それとも廃れていくのか。

パンデミックに対する対応、回復、そしてパンデミック後のフェー
ズにおける見通しを立てることは、長期的な成功に不可欠です。

　業界およびビジネスにおいて最も顕著な不確実性を特
定する：新型コロナウイルス感染症を取り巻く不確実性
に飲み込まれるのはあっという間です。一瞬にして、全

てのものが不確実に見えてしまうかもしれません。しかし、意思
決定者は、検討している時間軸の中で、どの不確実性が自社のビ
ジネスや組織にとって最も重要であるかを理解しておくことが不
可欠です。短期的には、健康や経済の見通しが不確実であること
から、パンデミックの影響を理解し、その影響の大きさを判断する
こと、さらには事業の継続性、流動性、資産の使用、再配置等の
重要な要素との相互作用を理解することが必要です。そして、中
長期的には、企業戦略の方向性、ポジション、レジリエンス5の競
争力学に影響を与える要因に焦点を移す必要があります。また、
企業に関連する業界やエコシステムに適用される可能性のある
規制の変更と合わせて、より広範な構造的変化を考慮する必要
があります。

不確実性を受け入れる

　不確実性から、異なる複数の未来を想像する：不確実
性を受け入れるということは、どのような未来が待ち受
けているかを確実には把握できないことを認識し、その

考えを受け入れていくことを意味しています。これを実行するため
に最も実績のある有力な方法は、シナリオを使用することです。
ハーバード・ビジネス・スクールの記事で説明されているように、
「シナリオとは、世界がどのように展開する可能性があるかを描いた、
複数の起こりうる仮説であり、組織が直面しているリスクと機会を強調
するために特別に設計されたものである。効果的なシナリオは、未来
を形成しうる多くの要素を深く理解してもらうことで、思考を促すもの
である6。」例えば、私たちが、新型コロナウイルス感染症の発生
前に、モビリティの未来のシナリオを想定していたなら、自律走行
車の急速な普及とシェアリング輸送ソリューションの台頭を結び
つけて、都市、自動車OEM、その他のモビリティエコシステムの
プレイヤーにとって全く異なる可能性のある未来を考え出してい
たかもしれません。

新型コロナウィルス感染症の場合、経済ショックの潜在的な期間
と深さ、そして潜在的な回復の可能性を踏まえ、健康面と経済面
の要因を考慮する必要があるでしょう。長期的には、最終的な疾
病感染のパターン、各国間の協力関係のレベル、グローバルなサ
プライチェーンの再構成方法、新型コロナウイルス感染症が引き
起こす可能性のあるイノベーションの波等を検討できるかもしれ
ません。現在、これら全ての要因の不確実性は極めて高いため、
シナリオ・シンキングの際に規律あるアプローチを取り、そのよう
な要因が予想された方法、予想外の方法、場合によっては極端な
方法において、どのように相互作用しうるかをモデル化し、検討
することが必要です。

それでは、どうしたら優柔不断、もしくは自信過剰に陥らずにすむのでしょうか。ビジネスの知恵として一般的に言われているのは、不確実
性を受け入れる者こそが最良のリーダーとされています。これは、実際にはどういうことなのでしょうか？

不確実性を受け入れるということは、自分が何を知っているか、何を知らないか、そして何を知ることができないのかを知ることであり、また、
それらの違いを把握することです4。

不確実性に直面し、対処することは、マクロ経済の安定性と継続性という文脈の中でも、現在のビジネスに特徴的なテーマとなっています。
一方で、今日の経営者は、不確実性の中で衝撃を受けにくくなってきています。一世代前にはブラックスワン現象と考えられていたものが、今
日ではほとんどの戦略シナリオに組み込まれているからです。しかし、どのような基準から見ても、新型コロナウイルスのパンデミックは極端
な異常値であると言えます。

この根本的なフレームの再構築（「ネクスト・ノーマル」と広くいわれている）を受け入れることは、不確実性に真っ向から立ち向かい、それ
を自身の意思決定に組み込むことを意味します。それをどのように実践するかを考える時、デロイトは以下の視点を用います。
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重要なことは、シナリオは未来を正確に予測するものでもなけれ
ば、単に、1つの事業がどのようにして基本的な事例から段階的
に逸脱していく可能性があるかを読み取るためのものでもないと
いうことです。根本的に最良のシナリオとは、環境がどのように変
化しうるか、という点についてリーダーが様々な道筋を検討する
上で、後押しをしてくれる、一貫性のあるストーリーなのです。

　多様な視点を追求する：多様な視点を意思決定に組み
入れるチャンスがあるとしたら、今がその時です。プロセ
スの進行を遅らせるということではなく、より良くしてい

くということです。セールスフォースのストラテジック・プランニン
グのシニア・ヴァイス・プレジデントであり、グローバル・ビジネ
ス・ネットワークの共同創設者でもあるPeter Schwartz氏は以
下のように述べており、核心をついています。「多様性は極めて重
要です。会話の場に、自分が話をしていて居心地が悪いと感じる人を
招待することは、非常に良いアイディアです 7。」若い世代、異なる業
界、異なる地域、または異なる企業の視点を求めましょう。自分
とは、反対の意見や異なる意見を持っている人を特定し、活用す
るのです。そのような人々の視点や、彼らの未来に対する見方を
支えている論理を理解できるように努めましょう。そして、可能な
限りサプライチェーンやエコシステムのパートナーと連携し、変動
の要因や潜在的な影響について足並みをそろえましょう。

　シナリオを意思決定に組み込む：シナリオは、それ自体
が興味深いものですが、意思決定を高めるものとして真
の力を発揮します。新型コロナウイルス感染症の危機下

では、シナリオは、オペレーション、戦略、投資、財務力、予測に
おいて、ストレステスト（耐性の検証）の場面で用いられるという
ことです。これらの要素は、今までとは異なる起こりうる未来にお
いて、どのように持ちこたえることができるでしょうか。シナリオは
また、複数の可能性を検討するためにも使用できます。例えば、
短期および長期的には、どのようなビジネスモデルが出現しうる
のか。異なる未来において勝つためには、何が必要なのか。未来
の競争力を高めるには、能力、イノベーション、M&A、またはパー
トナーシップの観点からどのような投資を行うことができるのか。
最終的に、シナリオは、新しい戦略や選択肢の将来性を裏付ける
とともに、経営者が戦略の方向性を比較検討し、考えられる様々
な未来における選択肢の実現可能性を評価するのに役立ちます。

もちろん、シナリオとその影響に関する議論では、リスクと機会の
両方を探ります。確かに、マイナス面もあるかもしれませんが、プ
ラス面はどのように見えるのでしょうか、そして、それを利用する
ためにどのように準備をするのがベストなのでしょうか。

不確実性を受け入れると
いうことは、自分が何を
知っているか、何を知らな
いか、そして何を知ること
ができないかを知ること
であり、また、それらの違
いを把握することです。
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　様々な決定による影響を見極める：リーダーは起こりう
る様々な未来を検討することで、異なるタイプの意思決
定を明確に見極めることができます。すべての選択肢が

同じというわけではありません。シナリオの作成と探索は、仮説
として立てた行動計画を評価し、推定するのに役立ちます。

• 必要な行動：組織の存続を当面保証するために必要な選択お
よび行動。

• 後悔のない行動：どのようなシナリオにおいても、理にかなう
選択および行動。

• 大きな賭け：1つ以上のシナリオが現実になる（または現実に
することができる）という明確な希望または期待に基づき、現
時点で行われる実質的な選択および投資。

• 偶発的な行動：1つ以上のシナリオについて、起きるかもしれ
ない行動。

• 付属的な行動：1つまたは複数のシナリオにおいて、大きな賭
けと連動して選択的に配置された、比較的小規模な行動およ
び投資。

どのような組織にとっても、各行動をどのように組み合わせるべ
きかを示す魔法のような公式は存在しません。疑いもなく、最良
の戦略は、選択の性質 8や、実施される行動について明確に示さ
れるべきで、コミットメントや実質上の賭けが何らかの形で含ま
れています。結局のところ、どっちつかずのやり方では成功できな
いのです。もちろん、このような時代においても、多くの企業にとっ
て、必要な行動や、後悔のない行動というものが存在します。そ
れらについては、決断力と最大限の確信を持って追求すべきでしょ
う。ポートフォリオの残りの部分については、全体的なリスクの許
容度を念頭においたうえで利用可能なリソースを用いて、適切に
対処すべきでしょう。私たちが遵守したいルールの一つは、どのよ
うな選択も、明確で検証可能なロジックに基づいて、積極的に（十
分なリソースを使って、中途半端な手段を使わずに）追求すべき
であり、成功の前提条件が満たされそうにないことが明らかに
なった場合には、さらに磨きをかけるか、または放棄することも
できるということです。

　選択と観察を行う：最終的には選択し、その選択は実
行されるでしょう。ある事をやり続けるかわりに他の事
は行わない、投資を行うか延期するか、資産を別の目的

で使用するか、企業を保有するか、または未来に備えてコミットさ
れた、もしくは偶発的に投資を行う等、実に様々な選択を行いま
す。不確実性に立ち向かうことで、難しい決断を容易に下せるよ
うになるわけではありませんが、トレードオフや前提になるもの
が明らかになり、最終的な確信は高まります。

さらに、事業に関連するシナリオへの見解を明確にすることによっ
て、観察すべき指標が明らかになり、事業環境の方向性を察知し
たり、戦略または一連の行動の妥当性を確認したり、またはそれ
らの改善を促したり、といったことが可能になります。シナリオは、
どの指標を、体系的に観察する必要があるかについて示します。
センシングツールは、一見すると信憑性が低いように見えても、
ゲームチェンジャーに変わる可能性のある弱いシグナルを識別す
ることができます。このような理由から、危機的な状況下において、
客観的なモニタリング9は、ビジネスリーダーにとって非常に重要
になります。

現在、私たちは皆、ウイルスのまん延や封じ込めに関する指標、
潜在的な回復の性質や速度を示す医療、センチメント、金融、そ
して経済の指標に注目しています。経営者は、モデル化されたシ
ナリオのいずれかが実際に期待された方法で発生しているのか、
予想外の方法で発生しているのかを特定できるように、関連業界
や企業固有の注目すべき指標を特定することも重要です。
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シナリオは、それ自体が興味深いものですが、意思
決定を高めるものとして真の力を発揮します。新型
コロナウイルス感染症の危機下では、シナリオは、
オペレーション、戦略、投資、財務力、予測において、
ストレステスト（耐性の検証）の場面で用いられると
いうことです。これらの要素は、今までとは異なる起
こりうる未来において、どのように持ちこたえること
ができるでしょうか。
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不確実性に組織全体で立ち向かう
不確実性には、組織全体で立ち向かうことが重要です。

CEOおよびマネジメントチームにとって極めて重要なことは、今
日のストレス状況下のみならず、新型コロナウイルス感染症の収
束後に様々な形で現れる業界や企業のポジションの変化を鑑み、
リスクや機会を測ることです。同様に、CFOおよび財務のプロ
フェッショナルにおいては、シナリオのレンズを通して、流動性、バ
ランスシートの強度および財務予測を測ることが必要不可欠です。
同時に、M&Aやパートナーシップの機会やその他の攻撃的な戦
略についての思考を喚起するためにシナリオを使用することも重
要です。いずれの場合も、既存の予測や新規の予測を単純に過
小評価したり、上昇傾向を見逃したりする可能性があるため、そ
のような誘惑に負けないことが大切です。

各部門のリーダーは、シナリオを利用することで市場やインプット
要因の変化を予測できるようになります。そして、次のような問い

に対する展望が得られるでしょう。サプライチェーンはどのように
変化していくでしょうか、将来の人材モデルはどのようなもので
しょうか、消費者へのアプローチや興味を引くための最適な方法
にはどのような変化が見られるでしょうか。消費者の期待はどの
ように変化していくでしょうか。また、この危機によって、どのよう
なテクノロジーやビジネスモデルが新たに生まれてくるでしょうか。

取締役会は、自らが管理する組織が不確実性に直面するのを支
援する上で、極めて重要な役割を果たします。これは、マネジメン
ト層が未来の可能性に敏感であること、また、異なるシナリオや
大きく分岐するシナリオを積極的に検討していることを確認する
必要があります。また、機会とリスクを測り、困難な選択であって
も確信をもって決定し、シナリオや戦略の見直しや改善を長期的
に行っていくためには、マネジメント層が様々な時間軸で物事を
考慮していることを確認する必要があります。

新型コロナウイルス感染症のような異例な状況においては、勇気、明確性、そして謙虚さを同時に併せ持た
なければなりません。深刻な危機的状況において、的確な意思決定の最大の敵は不確実性でも曖昧さでも
ありません。敵はむしろ、自信過剰、判断や行動の先延ばし、そして不完全または偏ったデータにあるでしょう。
シナリオ・シンキングを賢明にうまく実行することで、将来の可能性を予測する際、自信過剰に陥るリスクを
軽減することができます。また、根本的な前提条件を疑い、検証を行うための論理的なストラクチャーを提示
することで、躊躇の気持ちを軽減させる、または、完全に解消することが可能になります。加えて、専門家の
直観と客観的に測定した質的データを組み合わせることによって、不完全または偏ったデータに依拠するリ
スクを軽減することができます。

このパンデミックは、私たちにとってシナリオ・シンキングとセンシング力（気付く力）を、戦略や意思決定に、
より包括的に組み入れることを促すものです。そうすることで不確実性が解消されるわけでも、疑問が減少す
るわけではありませんが、経営者がこのような異例の時代において事業をリードするための勇気と確信を与
えてくれることでしょう。
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脚注

1. VUCAとは、1990年代初期のソビエト連邦の崩壊を受けて、アメリカ陸軍戦略大学が使用したVolatility、Uncertainty、Complexity、
Ambiguityの頭文字です。VUCA-WORLD、https://www.vuca-world.org/ （2020年4月2日）

2. Peter H. DiamandisおよびSteve Kotler：「The Future is Faster Than You Think（未来は思ったより早く訪れる）」（Simonおよび
Schuster、2020年）

3. 経済回復のシナリオは、V字型、U字型、W字型、L字型といったわかりやすいパターンだけではないため、注意が必要です。
4. 当時の米国防長官、ドナルド・ラムズフェルドの発言から。同氏は、2002年2月12日に行われた記者会見でバグダッドと一部のテロ

リストグループの間に直接的な関係がないことついて問われた際、「既知の知（known knowns）、既知の未知（known unknowns）、
未知の未知 (unknown unknowns)」という概念を紹介したと伝えられています。https://archive.defense.gov/Transcripts/
Transcript.aspx?TranscriptID=2636 （2020年4月3日）

5. Roger Martin（元モニターのディレクターおよびロットマン・スクール・オブ・マネジメントの学部長）は、レジリエンスの概念の策定
と、そのビジネス戦略に対する重要性を示してきました。新型コロナウイルス感染症の危機に通じる、米国の効率重視がもたらす危険
について述べた同氏の以下記事をご参照ください。「効率性がもたらした高い代償（The High Price of Efficiency）」（Harvard 
Business Review、2019年1月、2月）および「ウイルスは企業の効率性を高める一方で、国を弱体化させる（The virus shows 
that making our companies efficient also made our country weak）」（ワシントン・ポスト、2020年3月27日）https://www.
washingtonpost.com/outlook/2020/03/27/economic-efficiency-resilience-coronavirus/ （2020年3月31日）

6. Donald A.GarvinおよびLynne C.Levesqueによる「A Note on Scenario Planning（シナリオ計画に関する注釈）」（Harvard 
Business Review、2006年7月31日改訂）。本記事の多くは、Global Business Network（GBN）の知識および視点に依拠してい
ます。GBNは、2000年にモニター（現モニター デロイト）により買収されました。

7. Peter Schwartzの「Learnings from the Long View（長期的視点から学ぶ）」（GBN Global Business Network、2011年）では、シ
ナリオ開発の経緯を振り返っています。

8. 私たちは、戦略を言い表す最も適切な表現とは統合された選択肢の集合体である、と考えています。つまり、志、プレーする場所、勝つ
方法、必要な能力、そして管理体制に関する選択肢の集合体です。A.G.Lafleyおよび R.L.Martinの「Playing to Win: How Strategy 
Really Works（勝つためにプレーする～戦略を真に機能させるには～）」（Harvard Business Reviews Press、2013年初版）をご参照く
ださい。

9. 複数の高品質なソースに依拠する体制をいいます。
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