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「全天候型」企業をめざして 

――レジリエンスの価値を測る 

 

Martin Reeves、Saumeet Nanda、Kevin Whitaker、Edzard Wesselink 

 
「世界は、たとえばとりわけ毒性の強いインフルエンザのような、短期間に多くの人々が感染する疾

病への準備を整えられていない。このような疾病のうち 1,000 万人以上が犠牲になる可能性が圧倒

的に高いのは伝染病だろう。しかし私は、伝染病に対する警告と対応を行うグローバルなシステムを

構築することで、そのような大惨事を防げると考える」        ――ビル・ゲイツ （2015） 
 
パンデミックが世界中の人々の健康と経済にとって大きなリスクであることは長く知られてきた。にも

かかわらず、新型コロナウイルスへの感染拡大がはじまったとき、世界は不意を突かれたも同然だっ

た。危機への備えを固めていた国は少数で、多くはそうではなく、そればかりか最近になって準備プ

ランを見直し、廃止したり投資を縮小したりした国さえあった。 
 
これまで何度も見てきたように、良い時代が長く続くと悪い時代に備える投資を正当化することが

難しくなり、レジリエンス（回復力、強靭性）よりも効率性が重視されるようになる。 
 
多くの企業が、手元の余剰キャッシュを自社株買いにあてたり、業務上ののりしろを削ったりと、レ

ジリエンスよりも短期的な効率性を重視する選択をしてきたが、それがパンデミックに際してより大き

な打撃を受ける要因となった。現在、多くの企業が事業をレジリエンスの高い形で再構築すると表明

しているが、足元の危機に十分に対応できるのか、また、今後の好況時にも継続的にレジリエンス

の高い経営を実践していけるのかはまだ見通せない。 
 
経営リーダーがこれを実現するためには、いくつかの問いについて考えるとよい。レジリエンスとは

何か。どのように機能するのか。長期的に見てレジリエンスにはどのような価値があるのか。そして、

企業はどうすればレジリエンスを構築できるのか――。 
 
今回、1,800 社におよぶ企業の 25 年間にわたるデータを対象にレジリエンスについての定量的な

調査を行ったところ、事業環境が悪化した時期のパフォーマンス、つまり危機下におけるレジリエン

スの影響は、企業の長期パフォーマンスの約 30％を占めることが明らかになった。また、どのような

タイプの危機に見舞われても一貫してレジリエンスを維持している企業もあり、そうした企業の事例

がどのようにレジリエンスを構築し、維持できるのかをさぐるヒントになることが分かった。 
 



2 
 

レジリエンスはどう価値を生み出しているのか 

 
レジリエンスの根幹をなすのは、衝撃を吸収し、重要な機能を回復し、変化した環境の中で生き延

びる力である。 
 
この力が必要になるのは、突然の事業環境の悪化が事業のきわめて重要な機能に直接の打撃を

与える時である。たとえば、新型コロナウイルスへの感染が広がったとき、需要が急激に縮小した事

業があったはずだ。サプライチェーンが途絶したり、労働力が確保できなくなったりした企業もある。

これらの状況はいつかは回復するが、企業によりその速度は著しく異なる。衝撃からの回復の軌道

において、レジリエントな企業は以下の 3 つの側面のいずれか、もしくは複数の側面で同業他社を

上回る。 
 

• まず、外的衝撃がパフォーマンスに与える当座のマイナスの影響が他社より小さい。 
 
• 次に、回復スピードが他社より速い。 

 
• 最後に、回復の程度が他社を上回る。 

 
これらの 3 つの変数を計測することで、さまざまな企業のレジリエンスの価値を定量化し、その戦略

を比較できる（図表 1）。 
 
レジリエンスの生み出す価値とそのダイナミクスをよりよく理解するため、私たちはおよそ 1,800 社

のアメリカ企業の 1995 年から 2020 年までのパフォーマンスを調査した 1。具体的には、業界平均

TSR（株主総利回り）が期初から 15パーセントポイント（以下、pp）以上下落した四半期を「危機下の

四半期」と定義し、その期間の業界平均と比較した各社の相対 TSR を計測することで相対的なレジ

リエンスを評価した。 
 

図表1 | レジリエンスの高い企業は3つの側面で高い成果をあげる

出所: BCGヘンダーソン研究所分析
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1 2020 年の年初の時価総額が 30 億ドル以上、および 1995 年以降、5 年ごとの年初にインフレ調整後の時価総額が

30 億ドル以上であった企業を対象とした。 
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レジリエンスのインパクトを定量化する 

 
今回の調査から、レジリエンスの価値についていくつかの洞察が得られた。 
 
危機下のパフォーマンスの長期的価値創造への影響は平時の 3 倍 多くの企業はレジリエンスを

重視しない傾向にあるが、私たちの分析からはレジリエンスはパフォーマンスに非常に大きな影響

を与えていることが明らかになった。危機下の四半期は期間としては全体の 11%にすぎないにもか

かわらず、その相対 TSR が長期の TSR に与える影響は 30％に上る。つまり、危機下のパフォーマ

ンスは平時のおよそ 3 倍のインパクトがあるということである。 
 
同一業界内の企業の TSR は、平時には同じように動く傾向があるが、危機下では大きく異なる動

きをすることがその理由だ。平時には TSR が 25 パーセンタイルにある企業と 75 パーセンタイルに

ある企業のパフォーマンスの差は 16pp だが、危機下ではそれがほぼ倍の 30pp に広がる。 
 
危機下の四半期とはどのようなことが起きた時期なのか。多くは大規模な景気後退とひもづいてい

る。ドットコムバブルの崩壊、世界金融危機、そして今回のコロナ禍などがこれにあたる。残りは、市

場全体に関わるが景気後退を伴わない危機（1998年のロシアの金融危機に起因する危機など）と、

限られた業界のみに影響を与えた危機（2015 年～2016 年にかけての原油価格下落にともなうエネ

ルギー産業の危機）で、これらはおおむね半々となる。 
 
危機が深刻であればあるほど、レジリエンスの価値は大きくなる 危機が深刻であればあるほど、

その期間が長期的な相対パフォーマンスに与える影響は大きくなる（図表 2）。 
 
TSR が 15%を超える下落幅を見せた四半期は、長期的なパフォーマンスに与える影響の重みが

大きい。さらに、危機が終わったあとの最初の四半期にも影響を与えることが分かっている。 
 

レジリエンスの生み出す価値は業界により異なる レジリエンスの生み出す価値は、より深刻な危機

に頻繁に見舞われる業界ほど高くなる傾向がある。レジリエンスの価値がもっとも大きいのは、テクノ 
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図表2 | 危機が深刻であるほど、長期的パフォーマンスに与える影響は大きい

出所: Capital IQ; BCGヘンダーソン研究所分析
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ロジーや耐久消費財など、変動幅の大きい傾向のある産業であり、小さいのは、食品や飲料、日用

品、ヘルスケアなどより安定的な需要に支えられている産業だ（図表 3）。 
 
衝撃に耐える力がもっとも大きな価値を生む レジリエンスの 3 つの側面のすべてが同程度の重

みで影響するわけではない。危機下の相対 TSR の 63％は衝撃が直接に与える影響を抑制できた

ことから生じたものだ。より高い回復スピードの貢献が 23％を占め、残りの 15％は回復の程度が大

きいことによるものである。一部には、危機の恩恵を受けて、危機が始まったときよりも高いレベルの

相対 TSR をあげられるようになった企業もある。 
 
長期的に成功を収める企業のほとんどはレジリエンスを活用している 私たちは、1994 年から 

2020 年までの期間内に長期の相対 TSR がプラスであった （かつ、当該期間内に 10 年以上株式を

上場していた）500 社を超える企業を調査し、5 つの成功の類型を定義した（図表 4）。 
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図表3 | レジリエンスの生み出す価値は、危機の頻度が高い業界ほど高まる

出所: Capital IQ; BCGヘンダーソン研究所分析
 

 

図表4 | 長期的に高いパフォーマンスを上げた企業の3分の2は巧みに危機を乗り切っている

出所: Capital IQ; BCGヘンダーソン研究所分析
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長期的に業界をアウトパフォームした企業の 3 分の 2 は危機下のパフォーマンスで同業他社を凌

駕していた。 さらに、レジリエンスの低い企業は長期的に平均以上のパフォーマンスをあげられる可

能性がレジリエンスの高い企業の半分程度に過ぎない。レジリエンスなしに長期的成功を収めるた

めには、平時に業界平均より年平均 8pp 高いパフォーマンスをあげるという高いハードルをクリアす

る必要がある。 
 
全般的なレジリエンスを構築する 

 
あらゆる危機には独特の特徴がある。たとえば、新型コロナウイルスのパンデミックにより人々が在

宅勤務や衛生面への注意を強いられたことは、Zoom や Clorox（衛生用品を扱うアメリカの企業）の

ような企業の高いパフォーマンスにつながった。しかし、どのようなタイプのリスクがいつ生じるのかを

予言することはできない。このことは、どのような種類の危機も乗り越えることができる組織能力、い

わば全般的なレジリエンスを育むことはできるのか、という疑問につながる。 
 
私たちの調査ではさまざまな危機に対応できる「全般的レジリエンス」というべき力を備えた企業が

あることが明らかになった。25年という調査期間に直面した危機下の四半期の 8割以上で業界平均

を上回っていた企業の割合は 15％にのぼる（それぞれの危機下の期間のパフォーマンスが全く相

関性を持たないと想定した場合のこの割合、約 4％を有意に上回る）。 
 
全般的なレジリエンスを有する企業の例として、バークシャー・ハサウェイが挙げられる。1995 年以

降の同社の長期的な株価パフォーマンスは総合金融機関セクターの平均を年間約 2pp 上回るが、

これはすべて危機下の四半期の高パフォーマンスによるものである（同社は直面した 17 の危機下

の四半期の実に 15 で業界全体を上回るパフォーマンスをあげていた）。一方、平時のパフォーマン

スは業界平均を下回る（図表 5）。 
 
私たちが調査対象とした 1995 年～2020 年の 25 年間において、このような企業の TSR は業界平

均を年率で 5pp上回るものだった。全般的なレジリエンスは長期的に見て非常に大きな価値を生む

ものであることがわかる。また、驚くべきことではないかもしれないが、現在のフォーチュン 500 の上

位 10 社のうち 5 社は全般的なレジリエンスを有する企業である。 
 

パフォーマンスが業界平均を
上回った危機下の期間

パフォーマンスが業界平均を
下回った危機下の期間

長期的相対パフォーマンス
(対業界平均、年率換算)

2pp 平時の相対パフォーマンス
(年率換算)

-7pp 危機下の相対パフォーマンス
(年率換算)

61pp

図表5 | 全般的レジリエンスを有するバークシャー・ハサウェイ

注: 平時と危機下のパフォーマンスは異なる時間軸にわたるため、実際は直接加算や乗算はできない
出所: Capital IQ; BCGヘンダーソン研究所分析
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レジリエンスの高い企業はどう行動しているのか 

 

レジリエンスの高い企業は、以下の 4つのタイプの優位性を創出し、危機下に優れたパフォーマン

スを発揮している。 
 

• 予測力：脅威を認識し、事前に準備する能力で、衝撃直後の影響を抑制し、回復スピードを高

めるのに役立つ。 
 

• 衝撃吸収力： 当初の衝撃に耐える能力で、衝撃からの直接の影響を抑制するのに役立つ。 
 
• 適応力：オペレーションの復旧に必要な行動を迅速に把握し、素早く実行する力。回復のスピ

ードと程度を高める。 
 
• 環境形成力： 衝撃に襲われた後、新しい環境下での業界ダイナミクスを形成する能力。回復の

程度を高めるのに役立つ。 
 
私たちは以前、長く存続する生物学的システムがどのような構造でレジリエンスを生み出している

かについて研究を行った。その結果、こうしたシステムには 6 つの暗黙の設計原則（「慎重さ」「冗長

性」「多様性」「モジュール化」「一体性」「適応性」）が見て取れることがわかった。これらの設計原則

は、企業が危機を予測し、その影響を緩和し、さまざまな時間軸で危機に適応し、環境を形成する

のにも役立つ（図表 6）。 
 
ここでは、レジリエンスの高い企業が 6 つの原則を事業運営に落とし込むためにどのようなやり方

を採り入れているのかを探る。 
 

慎重さ 

 
慎重さとは、起こる可能性がある事象は最終的に起こる、という予防原則に基づいて行動すること

である。したがって、慎重な企業は予測力に優れ、ゆえに危機管理のための準備を整えることに長

けている。 
 

レジリエンスの高い企業は、業界を大きくディスラプトする可能性のある長期的な変化に備えて計

画や回避メカニズムを策定したり、自社に影響を及ぼす前に危機を特定するための早期の警告信

号を探したりすることで、慎重さを事業運営に落とし込んでいる。 
 
長期的な変化に備える 緩やかに進むトレンドは、しばしば危機の一因となる。たとえば、国際間移

動の継続的な増加は、新型コロナウイルスへの感染が世界中に拡大した要因の一つであった。長

期的な変化はまた、新しい機会を示すこともある。今回の危機は、業務やサービス提供のデジタル

化というトレンドを加速させた。緩やかではあるが重要な変化をうまく乗り越えられる企業は、広範囲

の混乱を予測し、準備をするうえで優位性があると言えるだろう。 
 
ビデオ会議テクノロジー企業の Zoom は、業界全体を 110pp 上回る TSR を達成し、コロナウイル

ス危機の中で最大のアウトパフォーマーの 1 つとなった。Zoom 社の創業者で CEO のエリック・ユア

ン氏は、音声ベースのコミュニケーションからビデオベースのコミュニケーションへの移行が長期的 
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図表6 | レジリエンス向上に向けた設計原則

出所: BCGヘンダーソン研究所分析
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な大きなトレンドであると認識し、低帯域幅でも動画の品質を向上させることに注力した。この動画重

視の考え方により、Zoom はパンデミックによってもたらされた需要の急増を有利に活用できるポジ

ションにつけていた。 
 
ディスラプションを想定したコンティンジェンシープランを策定する 長期的なものであれ、突然のも

のであれ、ディスラプションが衝撃を引き起こすことがある。そのため、レジリエンスの高い企業は、

潜在的な要因を特定し、コンティンジェンシープランや回避メカニズムの構築に投資する。机上で計

画を立てたからといって、それが成功裏に実行されるとは限らない。だが、ウォーゲームやシミュレー

ションによりプレッシャーテストしておけば、実際の危機下で実行可能であることを確認するのに役

立つ。 
 
早期警戒システムを構築し、新たなリスクが発生していないか環境を継続的にスキャンする 潜在

的な脅威について認識し、コンティンジェンシープランを策定したら、早期の警告シグナルが出てい

ないか事業環境全体をいわばスキャンすることで、さらなる優位性を得られる。リスクは予測できない

ように見えるかもしれないが、自然のシステムの研究では、長期的な相関関係の崩壊や、より小さな

ディスラプションから回復するまでの期間が徐々に遅くなるなど、大きな変化には先行指標があるケ

ースがあることが分かっている 2。 
 
ビジネスにおいては、異端的な競合他社の活動をさぐったり、他地域の出来事を研究したりするこ

とで、早期警告のシグナルが見つかる可能性がある。たとえば、製薬会社リジェネロンの CEO レオ

ナルド・シュライファー氏は、1 月下旬に中国当局が武漢に 1 週間足らずで新しい病院を建設したこ

とが同社にとっての警鐘となったという 3。尋常な状況ではないと認識した同社は、この新たなウイル

スに全精力を傾けた。この初動の速さにより新型コロナウイルスの研究における最先端企業のひと

つとなったことで、危機の間、業界を 45pp 上回るパフォーマンスをあげてきた。 
 

 
2 Scheffer et al., “Early-warning signals for critical transitions,” Nature, September 2009; Scheffer et al., 
“Anticipating critical transitions,” Science, October 2012. 
3  “These Scientists Raced to Find a Covid-19 Drug. Then the Virus Found Them.”をご参照ください。 

https://www.nytimes.com/2020/07/09/health/regeneron-monoclonal-antibodies.html
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多くの企業は手遅れになるまで危機を認識しない傾向があり、早期警告シグナルを読み解く力は

特に有利にはたらく。たとえば、1 月 24 日から 2 月 24 日までの間に決算説明会を行ったアメリカの

主要企業約 100 社のうち、コロナウイルス感染症の発生がまだ中国に限定されていたこの時期に、

世界的なパンデミックが自社のビジネスに影響を与える可能性について言及したのは 10社だった。

そのうちの 7 社は、パンデミックが最終的に拡大したタイミングでアウトパフォームしており（平均

9pp）、予測力の価値を示している。 
 

冗長性 

 
冗長性は予期せぬ衝撃を和らげるバッファー（緩衝材）として働くため、企業は高い衝撃吸収力を

得られる。レジリエンスの高い企業が冗長性を構築する方法は主に 2 つある。業務運営上のバッフ

ァーを持つことと、財務上のバッファーを持つことである。 
 
業務運営上のバッファー 在庫、生産能力、重要な機能を支える熟練工など、業務上の構成要素

に冗長性を持たせることにより、需要の変動や供給の途絶に対処できる。このようなバッファーの恩

恵を受けた企業の 1 つが 3M で、同社は過去 25 年間に直面した危機の 78％で業界を上回るパフ

ォーマンスをあげている。SARS 危機の際に供給不足を経験した 3M は、有事に防護マスクの生産

を急拡大できるよう余剰の生産能力を意図的に構築し、それがコロナ危機での急速な生産拡大を

可能にした 4。その結果、同社はコロナ禍の下、米国の主要な個人用防護具メーカーの 1 つとなっ

た。 
 
財務上のバッファー 全般的なレジリエンスを有する企業は、業界平均よりも有利子負債／企業

価値（EV）5比率が 16％低く、現預金／営業費用比率が 27％高い 6。この財務上のバッファーは、

危機の影響がより深く、長い状況で、事業を持続させる余力を高める。さらに、現金や貸付枠を増や

すことで、企業は深刻な危機の際に不良資産を安価に購入することも可能になる。たとえば、シェブ

ロンは、健全な負債比率を維持していることもあり、危機下の四半期の 80％において、長期にわた

って業界を上回るパフォーマンスを示してきた。2020 年には、シェブロンの有利子負債／EV 比率

は同業他社の平均の 3 分の 1 以下と、他社よりも高い財務的柔軟性を備えていた。7 月にはノーブ

ルエナジーを 50 億ドルで買収することで合意し、危機下で初めて米国のエネルギーの大規模買収

を完了した。 
 

多様性 

 
多様性により、危機に対応するためのさまざまなタイプの選択肢が生まれる。事業やオペレーショ

ンに多様性がある企業は、壊滅的な失敗を経験する可能性が低く、高い衝撃吸収力を享受してい

る。企業は、収益源（何を、どこで、どのように、誰に売るのか）、あるいはオペレーション（製品・サー

ビスをどのようにつくり、提供するのか）において、多様性を活用できる。 
 
収益源の多様性 製品、顧客、地域、または販売チャネルの多様性を確保することで、危機的な

状況下での需要の急激な減少を防ぐことができる。異なるセグメントは衝撃に対して異なる反応をす

 
4 “How 3M Plans to Make More Than a Billion Masks By End of Year.”をご参照ください。 
5 ネット有利子負債 ＋ 株式時価総額 
6 ここでは、現預金残高／減価償却費、無形固定資産の償却費を除く営業費用を示す 

https://www.bloomberg.com/news/features/2020-03-25/3m-doubled-production-of-n95-face-masks-to-fight-coronavirus
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るためだ。業界の中央値よりも多くの地域または事業セグメントから収入を得ている企業は、長期的

には、危機下のパフォーマンスにおいて年率換算でそれぞれ 4 pp、1 pp 業界を上回る。 
 
オペレーションの多様性  サプライチェーンの選択肢、業務プロセス、生産手段の多様性があれば、

危機時に代替手段が確保できる。たとえば、ほとんどの大手ホテルチェーンが主要な観光地に集中

しているのに対し、Airbnbは新規の宿泊施設を容易に準備できるため、より多様な選択肢を提供で

きる。パンデミックのさなかには長距離のビジネスやレジャーの旅行が途絶え、ホテル業界は長きに

わたり衝撃を受けたが、Airbnb はその選択肢の幅広さから、はるかに早く立ち直ることができた。実

際、人々がより安全に休暇を過ごせる、大都市に近い小規模な施設を探していたため、Airbnb の 4
月末から 6 月初旬までのアメリカにおける予約数は、2019 年の数字を上回った。 

 
モジュール化 

 
モジュール化とは、システムをそれぞれ別々の、ゆるくリンクされたモジュールで構成することであ

る。これによりそれぞれの要素が不調をきたしてもシステム全体の崩壊は免れるため、衝撃吸収力

が得られる。モジュール化においては、事業または事業の構成要素間の、オペレーション上、また

は財務面の分離が考えられる。 
 
オペレーションのモジュール化 高度に集中したサプライチェーンを持つ企業は、規模の経済の恩

恵を受けるが、小さなディスラプションにより全体が連鎖的な影響を受ける可能性がある。たとえば、

東日本大震災とその余波により、世界中の主要なシリコンウエハー工場が一時的に生産を止めざる

を得なかった。当時、世界のウエハーの 60％を日本の 2 社が生産していたため、局所的な危機が

多くの大手チップメーカーのサプライチェーンに混乱をもたらしたのである。 
 
主要市場のサプライチェーンが地元に根差している企業ほど、ディスラプションによる被害は少な

いと考えられる。たとえば、3M の製造モデルは「ローカル・フォー・ローカル」を重視しており、重要

な製品の生産拠点を主要市場のすべてに分散している 7。これにより、同社はディスラプションに直

面しても、すべての市場に有効にサービスを提供することができる。これにより同社は危機下に年率

換算で 30pp 以上業界平均を上回るパフォーマンスをあげている。 
 
複数企業から成るエコシステムを構成してモジュール構造を構築することもできる。ビジネス・エコ

システムは一般的に、異なる参加企業が標準化された一連の役割を担い、他の参加企業と連携し、

相互に作用し合い、リソースを交換することができるモジュール構造を持っている。危機的な状況下

では、一社、もしくは複数の企業が破綻しても他の企業と速やかに入れ替わることで、顧客が混乱

することなくサービスを受けられるようになる。 
 
財務面の分離 リスクの高い事業が深刻な業績低迷に陥れば、他の事業にも影響を与える可能

性がある。そのため、レジリエンスを有する企業の中には、子会社に移管するなど、高リスク資産を

財務的に通常の事業から分離している企業もある。 
 
たとえば、アルファベットは、危機下の四半期の80％で業界をアウトパフォームしている。収益の大

半を生み出しているグーグルの他にも、同社は多岐にわたる事業に投資しているが、その多くは財

 
7 “Industries Mobilizing against the Coronavirus.”をご参照ください。 

https://www.nationalreview.com/corner/industries-mobilizing-against-the-coronavirus/
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務的に分離されており、独自の取締役会を設置している。これにより、収益力の高いグーグルの事

業を財務リスクから守れる。3 月には、傘下の自動運転開発企業であるウェイモ（Waymo）が外部の

投資家から 20 億ドル以上の資金を調達したが、こうした構造により既存のアルファベット株主の持

分を希釈化することなく、比較的リスクの高いベンチャー企業の株主資本を確保することができた。 
 
一体性 

 
一体性とは、システムの目標や活動が、それが属するより広範な経済・社会システムの目標や活

動と一致していることを意味する。一体性が高い企業は、地域社会や政府の支援を享受しやすく、

危機においても顧客やサプライヤーから見放される可能性が低くなる。また、厳しい時代には、こう

した社会との調和が従業員のモチベーションを高める要因となることもある。より大きなシステムとの

強い関係を持つことは、衝撃吸収力と適応力をもたらす。 
 
企業は、必要不可欠なサービスを提供することで顧客の生活に溶け込み、社会の目標と自社のパ

ーパス（存在意義）を一致させることで、より幅広く社会のシステムに組み込まれるようになる。 
 
顧客にとって重要であること 顧客が自身にとって不可欠と考える製品を中心としたポートフォリオ

で構成されている企業は、そうでない企業に比べて、需要の変動にさらされにくい傾向がある。また、

顧客の生活に密着した事業は、長期契約やサブスクリプションモデルによって収益を固定化するこ

とが可能である。 
 
不動産投資信託と無線通信インフラ事業を営むアメリカン・タワーは、危機下の四半期の 83％で

業界をアウトパフォームしている。同社は顧客にとって不可欠なものである通信インフラを提供して

おり、収益の 95％を長期契約で固定化することが可能であり、危機下にも安定した収益を確保して

いる。 
 
自社と社会のパーパスを一致させる 社会のめざすべき方向性と合致したパーパスを掲げる組織

は、外部からの支援を受けやすく、危機下に従業員のモチベーションを高められる可能性がある。

しかし、単にパーパスを示すだけでは十分ではなく、そのパーパスを事業戦略の中核や働き方に組

み込むことで、真剣な取り組みであることを示す必要がある。 
 
たとえば、アメリカで大手ドラッグストアチェーンを展開する CVS ヘルスは危機下の四半期の 88％

で業界平均以上のパフォーマンスをあげる、全般的なレジリエンスを有する企業である。同社は

2014 年、「人々がより健康になるための道を歩む手助けをする」というパーパスにのっとって、アメリ

カの大手チェーンではじめてタバコの販売を中止することを決めた。これにより 20 億ドルの収入源

を失ったが、同社は薬剤給付管理など、よりパーパスに即した分野で成長を遂げている。コロナ危

機の間、CVS は 1,800 カ所以上のドライブスルー型の検査施設を開設し、米国の医療システムと同

社の間の強い一体性を示している。 
 
適応力 

 
適応力とは、新しい状況に迅速に適応する能力のことである。危機はしばしば業界のダイナミクス

に大きな変化をもたらすが、組織がそれに歩を合わせて変化する能力を身に着ければ、適応力と

いう優位性を構築できる。また、消費者行動や業界構造の変化は、先見の明ある企業が業界の流
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れを自社に優位な方向に導く機会ともなる。これは、危機下にも、また危機後の世界でも環境形成

力という優位性を生み出す。 
 
短期的な適応力を発揮するには、さまざまな取り組みを実験により試し、選択してスケール（拡大

展開）する能力が求められる。より長い時間軸で見ると、レジリエンスの高い企業は、危機後の新た

な世界での成長を見据えてポートフォリオの構成や投資領域をシフトしていく。レジリエンスの高い

企業の中には、単に環境に適応するだけでなく、より大きな価値を獲得するために事業環境を形成

しようとする企業もある。 
 
実験  数多くの異なる取り組みを素早く試し、有望なものを選択してスケールできる企業は、もっと

も迅速に危機に適応できる。レジリエンスの高い企業の中には、統制された実験を行い、アルゴリズ

ムを用いて自動的にアクションを調整する企業もある。実験は静的な事業環境での効率性を低下さ

せるが、学習能力と適応能力を向上させ、動的で予測が不可能な環境における優位性を生み出す。 
 
Airbnb の提供する宿泊施設の多様性が同社に回復の機会を与えたことは先述したが、一方で、

その機会を活用する上で欠かせなかったのは、顧客の旅行嗜好の変化を素早く察知する能力だっ

た。これを見抜いて、同社は大都市から車で行ける距離にある場所のプロモーションを目的とした

「Go Near 身近にある、特別な旅」と名付けたキャンペーンにマーケティングの力点を移した。また、

対象となる宿泊施設でパンデミック関連の安全対策を徹底するために宿泊者のルールを変更した 8。 
 
アジリティ（敏捷性) 危機下での素早い行動は、希少な資源を確保し、機会を最大限に活用する

うえで価値がある。機敏に行動するために、過剰な組織階層や稟議などの合意形成を排除して意

思決定権限を現場に分散化している組織もある。さらに一歩進んで、価格設定やサプライチェーン

計画などの分野で、人による意思決定をアルゴリズムに置き換えている企業もある。アジリティを実

現するには、部門を超えた協働の促進や、成し遂げるまで推進する文化の醸成、自社の目標に関

する明確かつ説得力のあるコミュニケーション、利害関係者が自律的に動く環境の醸成が必要にな

る。 
 
Zoom はコロナ危機に端を発したビデオベースのコミュニケーションの需要拡大に対応するにあた

って有利なポジションにあったが、セキュリティ上の懸念が妨げとなっていた。同社はいち早くそれ

に気づき、透明性報告書の公表を含む 90 日間の計画を発表した。Zoom は、セキュアメッセージン

グ企業であるKeybase を、同社の保有技術を活用してエンドツーエンドの暗号化を構築するため買

収し、コミットメントの証としてセキュリティ以外のアップグレードを 90 日間停止することを発表した。

問題をすぐに認識し、透明性のあるコミュニケーションを取り、迅速に行動することで、Zoom はユー

ザーの信頼を維持し、重要な時期に成長をなしとげた。たとえば、ニューヨーク州の教育局は早い

段階でアプリを禁止したが、Zoom がセキュリティ機能をアップグレードしたのち、1 カ月で禁止を取

り消した。 
 
業務上の柔軟性 オペレーションの柔軟性を備えた企業は、不利な状況に適応するためにプロセ

スをより簡単に変更できる。一般的に、アセットライトな（資産規模が小さい）企業はより業務上の柔

軟性が高い。売上高固定資産比率が業界中央値よりも低い企業は、危機下で 15％（年率換算）の

アウトパフォームを達成した。 

 
8 “Airbnb launches Go Near, a new campaign to support domestic travel.“をご参照ください。 

https://news.airbnb.com/en-au/airbnb-launches-go-near-a-new-campaign-to-support-domestic-travel/
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大きな資産を抱える企業であっても、プロセスに柔軟性を組み込むことで、適応力を高めることが

できる。その一例が危機下の四半期の 92％で業界平均を上回るパフォーマンスをあげたインテル

である。半導体業界では、より大きな規模の経済をめざして製造とサプライチェーンが統合され、供

給ショックの影響を受けやすくなった。このリスクを軽減しつつもある程度の規模の経済性を確保す

るために、インテルは標準化されたレイアウトとプロセスを備えた工場を建設し、必要に応じて異なる

工場から複数の製品を最小限の追加費用で生産できる柔軟性を確保した 9。 
 
ポートフォリオの構成のシフト 危機はしばしば消費者の行動、政策環境、働き方の変化につなが

る。レジリエンスの高い企業は、投資ミックスを適切に変更することで、新たな成長源を特定し、それ

にコミットすることに成功している。 
 
グローバル金融危機が金融セクターに巨大な爪痕を残したのち、香港を拠点とする中国平安保

険グループは、テクノロジー・プラットフォームを新たな成長ドライバーと考えた。2008 年、テクノロジ

ーに特化した多角化企業へと変貌をとげるため、同社はピンアン・テクノロジーズという子会社を設

立し、プラットフォームベースのビジネスをリードする共同 CEO を迎え、売上高の 1%を研究開発に

費やすことを約束した。危機の間も危機後も利益をあげ、2008 年にはフォーチュン 500 の 462 位で

あった同社は、2019 年には 29 位にまで上昇した。 
 
未来をつくる 環境形成力を獲得するということは、顧客、サプライヤー、およびその他補完的なプ

レイヤーから成るエコシステム全体に働きかけ、業界の標準を再定義することでもある。たとえば、ア

リババは当初、中国企業が製品を他国に販売できるようにすることに注力していたが、2003 年の

SARS 感染拡大によるオンライン・ショッピングへの関心の高まりをきっかけに、消費者向けオンライ

ンマーケットである淘宝網（タオバオ）を立ち上げた。しかし、中国では当時この業界はまだ黎明期

であり、多くの消費者はオンライン取引を信用していなかった。そのため、アリババは、エスクローサ

ービスと加盟店評価システムを提供する新オンライン決済サービスである Alipay の提供を開始し、

電子商取引への信頼を高め、業界で主導的な地位を確立した。 
 

レジリエンスへの取り組みはマインドセットの転換から 

 

これらの取り組みを単に導入するだけでは、レジリエンスを構築することはできない。レジリエンス

構築に向けた施策が理解され、評価され、採用され、効果的に実行されるためには、マインドセット

の転換も必要である。短期的な効率性がすべてに優先するという暗黙の前提や、目先の財務的利

益を常に最大化するべきという思い込みは、 レジリエンスの高い企業をつくるためのあらゆる取り組

みを弱体化させるだろう。よりレジリエンス高い組織への再構築をめざすリーダーは、自社組織の事

業に対する考え方を変えていかなければならない。そのためには、以下のようなことから始めるとよ

い。 
 
生物学的な考え方を持つ 不確実性と相互接続性が増大するにつれ、企業と事業環境は最適化

が可能な機械のようにではなく、複雑な適応システムのように機能するようになってきている。マネジ

メントにおける生物学的な考え方とは、リーダーがシステムを全体として見て、常に不測の事態に備

えておくよう求めるものだ。そうすれば、大規模な組織も自然と効率性とレジリエンスのバランスを取

れるようになるだろう。 
 

9 “Building a Resilient Supply Chain.”をご参照ください。 

https://hbr.org/2007/08/building-a-resilient-supply-ch%20May%2011
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長期的な視点で考える 穏やかな海でも、時には暴風雨に見舞われることがある。長期的なパフ

ォーマンスは危機下のパフォーマンスに大きな影響を受ける。したがって、先を読み、予想外の好ま

しくない出来事に備えることが必要である。 
 
システム全体を見据え、協調に重点を置く 鎖の強さは、もっとも弱い輪の強さで決まる。サプライ

チェーンがもろい企業や、自社に不信の目を向ける規制当局がある企業は、レジリエンスを構築で

きない。レジリエンスを診断する際には、組織の境界線を超えた視点から検討しなければならない。 
 
「パフォーマンス」を再定義する 企業には多分に目標志向の傾向がある。リーダーは、変化の激

しい時期や事業環境が厳しい時期も、良好な時期と同様に、一貫した長期的な価値創造をめざす

べきである。レジリエンス、活力、適応性など、将来を見据えた長期的な指標を測定し、管理するこ

とをめざそう。 
 
幹部・管理職を教育する 「レジリエンス」という言葉は重要でもあり、注目を集めてもいるが、残念

ながら混乱を引き起こしてもいる。レジリエンスの定義はさまざまで、矛盾していることもあり、達成す

る方法を知る人はほとんどいない。さらに、あなたの企業のマネジャーは、レジリエンスの考え方より

も効率性の考え方を学んでいる可能性が高い。レジリエンスとは何を意味するのか、レジリエンスが

どのように機能するのか、そしてレジリエンスをどのように達成しようとしているのかを議論することが

重要である。 
 
数値を超えて レジリエンスは、予期せぬ事態に対処しその恩恵を受けることでもある。これは決ま

った方程式に単純化できない営みだ。既知のリスクをモデル化し、定量化することは重要な役割を

果たす。しかし、容易に定量化できるリスクへの対応しか考えないのであれば、全般的なレジリエン

スを有する企業となるには十分ではない。かすかな信号を捕捉し、不測の事態に対処し、新しい情

報に基づいて計画を変更し、自社のビジネスに適したレベルの「保険」を判断する必要がある。 
 
楽観的になる レジリエンスは、ダウンサイドの影響の最小化を目的として出来事に対応することだ

けを示すものではない。それはまた、変化する状況からより速く学び、自社に有利になるようにそれ

らを再形成し、競争相手を打ち負かすことでもある。「リスク」と同様に「機会」も考えに入れておかな

ければならない。 
 

―――――――― 
 
コロナ危機によりレジリエンスの必要性に改めて注目が集まっている。レジリエンスが長期的な業

績向上に不可欠な力であることを考えると、企業は今すぐにレジリエンスを具現するためのプロセス

に着手し、将来に備えて最善の準備をしておく必要がある。 
 
 

 
原典： Becoming an All-Weather Company 
 
 
 
 
 
 

https://web-assets.bcg.com/c1/4e/c27232db4084a30e64d42068f122/bcg-becoming-an-all-weather-company-sep-2020.pdf
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