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ボストン コンサルティング グループ（BCG）

BCGは、ビジネスや社会のリーダーとともに戦略課題の解
決や成長機会の実現に取り組んでいます。BCGは1963年
に戦略コンサルティングのパイオニアとして創設されまし
た。今日私たちは、クライアントとの緊密な協働を通じて
すべてのステークホルダーに利益をもたらすことをめざす
変革アプローチにより、組織力の向上、持続的な競争優位
性構築、社会への貢献を後押ししています。

BCGのグローバルで多様性に富むチームは、産業や経営
トピックに関する深い専門知識と、現状を問い直し企業変
革を促進するためのさまざまな洞察を基にクライアントを
支援しています。最先端のマネジメントコンサルティング、
テクノロジーとデザイン、デジタルベンチャーなどの機能に
よりソリューションを提供します。経営トップから現場に至
るまで、BCGならではの協働を通じ、組織に大きなインパ
クトを生み出すとともにより良き社会をつくるお手伝いを
しています。

日本では、1966年に世界第2の拠点として東京に、2003
年に名古屋、2020年には大阪、京都にオフィスを設立しま
した。
https://www.bcg.com/ja-jp/default.aspx
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2 レジリエント・リーダーシップへの展望

この冊子は2つのことをお伝えすることを企図して作成されました。

ひとつは、コロナ禍や地球環境の変化を受けて、アジア・パシフィック地域各国の著名な企業が何を課題と考え、
何を行い、どのような成果を得たかについてです。誰にとっても舵取りの難しかった中で、普遍的な価値観を企業で
確認しようとする「パーパス」も、一層注目を浴びました。マルチステークホルダーとの関係、社員の育成、サプライ
チェーン等について、各国企業の取り組みを比較研究しております。

 
もうひとつは、その取り組みの中で、ボード、とりわけ、取締役会議長が何をしたかについてです。日本において

コーポレートガバナンスの強化が議論されるようになって15年超、金融庁と東京証券取引所による「コーポレートガ
バナンス・コード」正式決定から5年が経ちました。2021年6月には、その改訂も行われました。

ボードのあり方や、CEOの役割については多くの論説があり、またCEOやCOOの育成は経営にとって重要なテーマ
となって、その手法も充実してきています。一方、取締役会議長の役割については、未だ十分に議論されていないので
はないかと感じております。この冊子が、皆様がこれらの点について考えを深める一助になれば幸いです。

ボストン コンサルティング グループ
日本共同代表　秋池 玲子 

日本の読者の皆様へ
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はじめに 新 型コロナウイルスの世界的感染拡大はきわめて
稀なブラックスワン・イベントであるといえる。企

業は商品の補充やコールセンターへの人員配置、従業
員やパートナー、顧客の安全確保などに全力を尽くさな
ければならなかった。企業がこうした状況に適応してい
くためには、経営陣が取締役会のメンバーや議長の信
頼と支持を得て迅速に意思決定する力が不可欠であり、
これはパンデミックが続くなかでの重要な教訓となって
いる。破壊的な変化や危機はこれまで以上に頻繁に、
かつ大規模に発生する可能性があり、取締役会やその
議長は組織のレジリエンス（回復力、強靭性）を維持す
るために重要な役割を担うことになるためだ。

私たちは、2020年10月から2021年2月にかけてアジ
ア・パシフィック地域を代表する17名のボードチェア、す
なわち取締役会議長／会長、およびそれらをご経験さ
れてきた皆様（ここでは取締役会議長と総称）にインタ
ビューを行い、新型コロナウイルスのパンデミックから
これまでに学んだことや、今後に向け最も重視している
ことなどについてお話を伺った。



4 レジリエント・リーダーシップへの展望

お話を伺ったアジア・パシフィック地域の
取締役会議長のご紹介

（敬称略・アルファベット順）

Michael Chaney 
ウェスファーマーズ会長 。ウェスファー
マーズは、リフォーム、アパレル、事務
用品、工業製品を扱うオーストラリア最
大級の上場企業。

Jamshyd Godrej  
ゴドレジ&ボイス会長。ゴドレジ&ボイ
スは、家電製品、耐久消費財、セキュリ
ティ、航空宇宙、産業財、インフラ開発、
不動産などの事業部門を持つインドの
同族経営持ち株会社。

David Gonski 
シドニー・エアポート・ホールディング
ス会長、ニューサウスウェールズ大学
総長。オーストラリア・ニュージーランド
（ANZ）銀行グループの元会長。ANZ
銀行グループはオーストラリアの大手
銀行。

Richard Goyder  
カンタス航空会長、ウッドサイド会長、
およびAFL（オーストラリアンフットボー
ルリーグ） コミッショナー。ウッドサイ
ドはオーストラリア最大の天然ガス企業。

Rhenald Kasali 
インドネシア PTテレコム 元プレジデン
ト・コミッショナー。 インドネシア PTテ
レコムは、インドネシア最大の電気通信
およびネットワークプロバイダーであ
る政府系企業。

Miguel Ko 
キャピタランド会長。キャピタランドは
アジア最大の不動産グループの1つ。
商業用不動産、産業・物流用不動産、都
市開発、宿泊施設、住宅など、グローバ
ルに広がる多様なポートフォリオを持つ。

小林 喜光 
三菱ケミカルホールディングス取締役、
前三菱ケミカルホールディングス取締
役会長。東京電力ホールディングス取
締役会長。公益社団法人日本化学会 会
長、公益社団法人 日本工学アカデミー
会長。2015年から2019年まで経済同友
会代表幹事。規制改革推進会議議長な
どの公職も多く務める。

Catherine Livingstone 
コモンウェルス銀行会長、シドニー工
科大学総長。コモンウェルス銀行はオー
ストラリアの大手銀行。

Roshni Nadar Malhotra 
HCLテクノロジーズ会長。HCLテクノ
ロジーズはインドに本社を置くITサー
ビス、ITコンサルティングのグローバ
ル企業。
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Pankaj Patel 
ザイダスカディラ会長、インド経営大学
院（IIM）ウダイプール会長。ザイダスカ
ディラはインドに本拠を置く同族経営
の世界的製薬企業。

Sunil Bharti Mittal 
バーティグループ創業者、会長。バー
ティグループは通信会社バーティ・エ
アテルをはじめ、宇宙、保険、不動産、
農業、教育、ホスピタリティ、食品など
多様な分野でグローバルに事業を展開
するインドのコングロマリット。

John Mullen
テルストラ会長、ブランブルズ会長、トー
ルホールディングス会長。テルストラは
オーストラリア最大の通信事業者。ブラ
ンブルズはパレット輸送業、トールホー
ルディングスは国際輸送物流業を営む、
いずれもオーストラリア企業。

Djohan Emir Setijoso 
バンク・セントラル・アジア プレジデント・
コミッショナー。バンク・セントラル・ア
ジアはインドネシア最大の民間銀行。

Deepak Parekh
ハウジング・ディベロップメント・ファイナ
ンス・コーポレーション（HDFC）会長、シー
メンス・インディア会長。HDFCは銀行、
資産管理、保険、不動産ベンチャー・ファ
ンド、教育ローン事業を行うインドの金
融サービス・コングロマリット。

斉藤 惇
第14代日本野球機構コミッショナー。
KKRジャパンシニア・フェロー。野村證
券代表取締役副社長、住友ライフ・イン
ベストメント代表取締役社長、産業再生
機構 代表取締役社長、 東京証券取引所 
代表取締役兼CEO、日本取引所グルー
プ代表執行役グループCEOなどを歴任。

Dr. Ziggy Switkowski 
NBN会長、ロイヤルメルボルン工科大
学総長。NBNはオーストラリアの政府
系通信会社。

Teresita T. Sy 
BDOユニバンク会長、SMリテイル会長
兼SMインベストメンツ（SMIC）副会長。
BDOユニバンクはフィリピン最大の銀
行。SMインベストメンツはフィリピンの
コングロマリット。
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パンデミック下の
舵取り

今 回インタビューにご協力いただいた取締役会議
長の多くは、パンデミックが発生した最初の

数ヵ月間、取締役会と経営陣は緊密に連携し、適切な
キャッシュフローと事業継続性を確保するために厳し
い決断を下さなければならなかったと語った。旅行業
や観光業など一部の業界では、企業の存続そのものに
関わる緊急の施策が必要となった。一方、消費財業界
や製薬業界では、予期せぬ需要の拡大により、生産能
力を迅速に増強し、サプライチェーンの混乱に対処し
なければならない企業もあった。 
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ほぼすべての業界において、企業は人材、そしてパー
トナー（従業員、顧客、サプライヤー、政府機関など）
との絆に焦点を合わせた。自社製品への消費者の需要
が拡大したある企業の取締役会議長は、この危機を
「すべてのステークホルダーに配慮する、という言葉を
実行に移す機会」ととらえ、一時帰休中の従業員への
給与支払いを継続し、サプライヤーへの迅速な支払い
を担保し、パートナーである、地域の非営利団体を支援
したという。また、あるインド企業の議長は、従業員の
心身の健康を重視したことで「モチベーションが高ま
り、それがよい方向に向かい」、予想以上の業績を上げ
たという。このアプローチにより、コロナ禍にもかかわ
らず同社の工場の生産性は過去最高水準に達した。

パンデミック下の不確実な状況や混乱を乗り越える
なかで、組織のレジリエンスを高めるために必要なこ
とは何かを尋ねたところ、コロナ禍以前の健全なバラ
ンスシート、そして保守的な負債ポジションを挙げる回
答が最も多かった。しかし、ある企業の議長は、危機に
おけるレジリエンスは「有形資産を超えた、顧客、ブラ
ンド力、組織の強みや能力など」からも得られると語っ
た。不確実な時代には、消費者は既知の、信頼できる
選択肢に回帰する傾向があり、確立されたブランドが
重要になる。また、明確なパーパス（存在意義）と価値
観に根ざした強固な組織カルチャーは、従業員が経営
陣を信頼して適切な行動をとるうえでも役立つ。

その他の重要な要素として、企業がオペレーション
をどこまでデジタル化し、テクノロジーを最新のものに

しているか、テクノロジーを活用したマルチサイト・オ
ペレーションや設備等の冗長性を組み込んでいるか、
が挙げられた。パンデミックの影響で顧客、従業員、取
引先の間でデジタル化が急速に進んだことを受け、多
くの企業がデジタル化のロードマップを大幅に前倒し
している。国全体がロックダウンし、サプライチェーン
やオペレーションが停止するという事態に対し、企業
は十分な準備ができていなかった。ある議長は、今回
のパンデミックが「サプライチェーン戦略の誤りに気付
くきっかけとなりました」と述べている。

多くの議長が、組織のレジリエンスを実現するには、
常に危機に対して鋭敏、かつアジャイル（敏捷）である
必要があると語ったことは非常に重要だ。短期的で急
激な変化と破壊的な長期トレンドの双方に対するアン
テナを立てておくためには、経営陣と取締役会メン
バーが多様な経験、能力、視点を有する必要がある。
また、アジャイルであるためには、リーダーが自信を
持って厳しい決断を下せること、つまり、「立ち上がって
実行する勇気を持つこと」と、その意思決定を迅速に
実行に移せる組織能力が必要となる。

パンデミックがいまだ収束に至っていないのは明ら
かだ。多くの国は依然として深刻な影響下に置かれ、
不確実な未来に直面している。しかし、アジア・パシ
フィック地域の企業がこれまでに学んだ教訓は、コロ
ナの影響が今後どのような軌道を描こうと、また今後ど
のような危機が発生しようと、応用できるものだ。

パンデミックが発生した最初の数ヵ月間、取締
役会と経営陣は緊密に連携し、適切なキャッ
シュフローと事業継続性を確保するために厳
しい決断を下さなければならなかった。

不確実な時代には、消費者は既知の、信頼で
きる選択肢に回帰する傾向があり、確立され
たブランドが重要になる。
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今後の回復期に
おける3つの
最重要アジェンダ

将 来に目を向け、取締役会議長の方々は自らの組
織において今後短期的に最も重要な議題となる

であろう潮流を以下のように予想した。

• ESG（環境・社会・ガバナンス）とパーパスの重要性
の高まり

• 変化が加速する時代におけるデジタル化の必要性
• 働き方の変化と人材活用への影響
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ESGとパーパスの重要性の高まり

ESGはかつて、企業の裁量に任された活動と見なさ
れていた。ESGに取り組むかどうかは企業側の自由で
あり、多くの企業はESGが業績の足かせになると判断
し、あまり積極的に取り組んでこなかった。今日、アジ
ア・パシフィック地域の取締役会議長たちは、ESGが
長期的な業績向上のための明確なレバーであると考え
ている。これは、いくつかの産業においては、ESGのパ
フォーマンスが上位にある企業のバリュエーションと
利益率に有意のプレミアムが見られるというBCGの調
査の結果と一致している。

「以前は、ESGへの取り組みはあらゆる面でコスト高
になることを意味していました。ESGに取り組んでい
れば胸を張れますが、コスト面では負担がかかります。
しかし、今では、数字も上向くようになりました」とある
議長は語る。特に過去2～3年間の投資家の圧力、規制
の変更、プライシング、テクノロジー、消費者選好の変
化を挙げ、「今ではESGを推進することによる全体的な
メリットも多く見られます」と彼は続ける。また別の企
業の議長も、ESGが取締役会の議題の中心になってい
ることに同意する。「私たちはおそらく、取締役会の席
上でESGについて何よりもよく議論しています。ESGと
いうテーマは数年前よりはるかに重要になってい
ます」。
 
では、何が変わったのか。投資家、消費者、政府、従

業員、その他のステークホルダーは企業に対し、事業

上の利益とコミュニティからの期待を一致させるよう、
より大きなプレッシャーをかけている。機関投資家
は、ESGにより多くの時間を割き、より重きを置いて、
変革を求めている。気候変動が企業の事業にどのよう
な影響を与えるかなど、新たに発生するリスクを警戒
する投資家もいる。だが、オーストラリアの大手年金基
金のように（この基金の運用資産はオーストラリアの上
場株式の約35%に相当する）、その大きな影響力を利
用して、基金の受給者の未来をより良いものとし、長期
的なリターンを守るために、より広範なアジェンダを掲
げる投資家もいる。オーストラリアのある議長は、機関
投資家のなかには、取締役会との議論ではもはや財務
や株価にはふれず、議題のすべてをESGに集中させる
投資家もいると語った。

自社は外部からの圧力に応じるためというよりも、
創業者や組織自体の価値観を由来として長年ESGやコ
ミュニティへの貢献に取り組んでいると語った議長も
いた。ただし、全員が同様の考えを持っているわけで
はない。利益の最大化よりも社会課題や企業のパーパ
スを優先させることを、財務面の業績不振への言い訳
にしてはならないという意見もある。また、企業が経済
的パフォーマンスとESGパフォーマンスのバランスをと
る必要があると考える議長もいる。ある日本の議長
は、企業が生み出す価値には、ESGへの対策を含めた
世界の課題解決への貢献が含まれると述べた。めざす
べきは、経済的価値と社会的価値のバランスをとるこ
とで、一方の分野での努力を他方の分野での努力不足
の言い訳にしないことである。

ESGに明確に焦点を合わせることには、企業の従業
員への価値提案（EVP: employee value proposi-
tion）を改善できるという利点もある。人材、特に地域
内のどの国でも若手社員は、組織の価値観や目的に共
感できることを望むようになっている。そのため、表面

私たちはおそらく、取締役会の席上でESGに
ついて何よりもよく議論しています。ESGとい
うテーマは数年前よりはるかに重要になって
います。　　

http://image-src.bcg.com/Images/Total-Societal-Impact-jp_tcm9-223269.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/Total-Societal-Impact-jp_tcm9-223269.pdf
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的なESGへの取り組みでは失敗に終わる。ある議長は
「ESGは、ただチェックボックスに印を入れるのもので
はありません。ESGは企業の日々の業務の枠外に置い
てはならず、企業の価値観の一部として取り入れなけ
ればなりません。従業員はあらゆる面でオーナーシッ
プを持つ必要があります」と語った。

取締役会にとってのもう一つの課題は、リスクの抑制
である。ある議長は「顧客のために99%のことを正しく
行うだけでは十分ではありません。不適切な行動が1%
でもあれば、それがすべての損失の源になるのです」と
語った。ネガティブなニュースはソーシャルメディアやそ
の他のチャネルを介して伝わり、瞬く間に増幅するた
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規制を充たすだけでなく、社会の期待に応え
なければならないため、サステナビリティの
ハードルは今後ますます高くなるでしょう。

め、風評リスクは特に深刻だ。ある議長によると、「ブラ
ンドイメージは、今やはるかに脆弱になっています。甚
大なダメージにつながる要素が数多く見られます」。こ
のため、取締役会は、あらゆる業務の透明性を確保す
る必要がある。「取締役会はより科学的にならなけれ
ばなりません。平均を見るのではなく、より具体的なも
のに目を向けるのです」。これは、マイクロマネジメント
を行うという意味ではなく、正しい問いかけをし、必要
なプロセスが踏まれガバナンスが機能していることを確
認し、根本的な問題を理解することを意味する。

さらに、この課題の重要性は今後も増していくため、
E S G課題に積極的に取り組むフロントランナーは 
競争上の優位性を持つことになる。  

変化が加速する時代における
デジタル化の必要性

コロナ禍により企業のデジタル化の必要性が加速し、
この流れに遅れをとっていた企業が浮き彫りになった。
パンデミックに適応するには、デジタルチャネルや、サプ
ライチェーンの可視化と管理が不可欠だったためだ。域
内の取締役会議長たちはデジタル化が遅れている企業
は敗れ去るであろう、またチャネルやサプライチェーン
にとどまらない、より広範なデジタルトランスフォーメー
ションが欠かせないと口を揃える。「デジタル化はただ
の選択肢ではありません。それがなければ、私たちは生
き残れないでしょう」と。

さらに言えば、もはやめざすべきは組織内部のデジタ
ル化だけではない。議長たちは、サプライチェーン、パー
トナー、さらには顧客など、他の主体と連携してエコシス
テム全体をデジタル化することに大きなチャンスがある
と指摘する。あるインド企業の議長は、「最も重要なの
は、販売と流通のネットワーク全体をつなぐことです」と
語った。このようなアプローチにより、価値を引き出せる
機会も広がるが、同時に行動を起こさない組織が直面
するリスクも増大する。

しかし、これほど重要であるにもかかわらず、デジタルト
ランスフォーメーションを成功させるのは難しいと言われ
る。私たちがインタビューを行った議長たちは、テクノロ
ジーへの投資にかかる多額のコスト、望む成果が得られな
いリスク、そして短期の業績を求めるプレッシャーにさらさ
れがちな大規模で複雑な組織において、このような広範
囲にわたる抜本的な変革を行ううえでの煩雑さを懸念し
ている。BCGの調査では、デジタルトランスフォーメーショ
ンを行った企業のうち、目標が達成できたのはわずか30%
であることが明らかになった。この調査では変革の成功確
率を劇的に上昇させる一連の成功要因を特定している。

https://www.bcg.com/publications/2020/why-the-new-competitive-advantage-demands-sustainability
https://www.bcg.com/publications/2020/four-strategies-to-orchestrate-digital-ecosystem
https://www.bcg.com/publications/2020/four-strategies-to-orchestrate-digital-ecosystem
https://web-assets.bcg.com/75/78/b70d54ef44cb963b8ad3d7e22c72/bcg-digital-transformation-survey-2020.pdf
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さらに、デジタルトランスフォーメーションは、一度き
りの変革で新たな軌道に乗れるというものではない。
むしろ、デジタルリーダーは、高度なアナリティクスや
AIなどの新しいテクノロジー、エコシステム全体のビジ
ネスモデルの革新などを通じて、常に革新を続け、長期
的、継続的に変化しようとしている。デジタルトランス
フォーメーションの成功は、既存の組織が将来の競争
力を得るための最低条件だが、その時間軸はますます
短くなっている。ある議長は、以前は10年後にビジネス
モデルをどう変えられるかを考えていたが、現在では
「実際、2年後どうできるかを考えています。これが、私
たちが直面している時間軸の短縮です」と強調した。

既存の大企業の議長にとっての大きな関心事は、自
社のビジネスモデルが、動きの速いスタートアップ企業
や、デジタルネイティブである大手テクノロジー企業に
よるディスラプションに耐えられるかどうかである。こう
したディスラプティブなプレイヤーはもともと、グローバ
ル規模で迅速にサービスを展開し、キャッシュフローを
配当ではなく成長に再投資できるなどの強みを持って
いる。特筆すべきは、これらの企業は、データを固有の
資産と考え、資本集約型の資産を保有するのではな
く、顧客との関係（およびそれに伴う顧客の嗜好や行
動のデータ）を保有することに重点を置いている。

この点を踏まえて、域内の議長たちはデジタル化を通
じて2020年代に勝利するための2つの戦略的な道筋を見
ている。1つは効率性を磨くことによって生き残る道で、コ

モディティ化したサービスを提供する最もコスト効率の
高いプレイヤーになることである。もう1つは成長志向
で、新たな組織能力を構築し、既存のサービスに付加価
値をつけるためにイノベーションを起こすことである。

議長の1人は、「リターンを増やして自社の取り分を拡
大するためには、バリューチェーンの上流に移動する必
要があります。つまり、顧客のボリュームをコントロール
して、束ねられた者が力を持つのです」と語る。これは、
資本集約型の資産を有し中核事業の要素がコモディ
ティ化していくことで苦境に立たされる既存企業にとっ
ては、実行自体が困難なことである。長期間にわたり高
い市場シェア、利益率、キャッシュフローを誇ってきた企
業では、（成長が鈍化していても）従来の財務的な基準
で評価すると価値の毀損につながるため、高成長・低利
益の機会への投資を正当化できないという、いわば「超
優良企業のジレンマ」に直面している。大企業が成功す
るには、考え方や投資に関する基準を改め、迅速に行動
して自社の資産を活用して勝つための投資を行い、投資
家向けの説得力あるストーリーを構築する必要がある。

デジタルリーダー企業は、再教育やスキルアップ、新
しい働き方に対し、相対的に多くの投資を行ってい
る。ある議長の組織では、パンデミックの期間を通じ、
東南アジアにおいて早期から積極的に潜在的な人材
プールへの投資を行うことを目標としていた。この企
業は、より広範なコミュニティ（将来の潜在的な顧客）
に対し、デジタルの受容を促す取り組みを展開すると
ともに、（将来の潜在的な従業員に対する）デジタルス
キル構築をめざす教育に投資した。スキル向上を成功
させるには、正式なトレーニングとOJTのバランスをと
ることが重要である。BCGの調査では、10/20/70ルー
ル（10%の理論、20%のメンタリング、70%の実務を通
じた教育）に従った再教育プログラムが最も有効であ
ることが明らかになった。

既存の大企業の議長にとっての大きな関心
事は、自社のビジネスモデルが、動きの速い
スタートアップ企業や、デジタルネイティブで
ある大手テクノロジー企業によるディスラプ
ションに耐えられるかどうかである。

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2021/driving-business-impact-with-the-innovation-flywheel-approach
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2019/value-creators-report-superincumbents-dilemma
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2019/value-creators-report-superincumbents-dilemma
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2020/is-technology-ready-new-digital-reality-post-covid19
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業務を決まった場所にあるオフィスから切り
離すことは、より多様でインクルーシブな労
働力の確保に向けて、潜在的な人材プール
を大幅に拡大する機会となる。

働き方の変化と人材活用への影響

パンデミックによる最も重要な変化の一つは、物理
的なオフィスからリモートワークへの移行である。事実
上、一夜にして切り替えを余儀なくされた企業は、学
び、適応し、必要なインフラに投資した。域内の議長
の多くは、より柔軟なワークモデルが定着していくと考
えている。必要に迫られたリモートワークから選択に
よるリモートワークへと移行していくため、この変化は
チャンスとリスクの両方をもたらす。

議長たちは、業務を決まった場所にあるオフィスか
ら切り離すことは、潜在的な人材プールを大幅に拡大
する機会となると考えている。ある議長は「場所はそれ
ほど重要ではなくなってきています」と語る。（女性に
偏っている）育児や介護に携わる人や地方や遠方の在
住者も人材プールに加わることで、企業はより多様でイ
ンクルーシブな労働力を生み出せる。

さらに、リモートワークによって柔軟な勤務体系を実
現することで、人材プールを拡大できる。たとえば、あ
る議長は、パートタイムでリモートワークを行い、その
役割の標準的な給与水準の6割を求めるといった、新
しいタイプの人材の出現を予想している。ある議長は、
「『良い』仕事の定義は変わってきています」と言う。
「もはや給料だけの問題ではありません」。柔軟な働
き方への切り替えは、育児や介護をしながらも仕事を
続ける女性の数を増やすと同時に、企業がよりバラン
スのとれたリーダーシップチームを構築するのにも役

立つ。これにより、シンガポールのような国々では、従
業員が自分の好きなモデルに合わせて働けるようにな
るであろう。インドのような国々では、従業員の生産性
を大幅に低下させる通勤の問題の解決につながる。

その一方で、ワークモデルの変化は従業員の役割に
応じて、あらかじめ設定された時間に出社しなければ
ならないのか、それともフレキシブルなスケジュールで
リモートワークができるのかなど、従業員間に好ましく
ない区分や階層を生み出す可能性もある。「同一企業
内でも2つのレベルの従業員がいて、仕事に対する期待
と倫理観の両方で乖離が生じています」。特に新しい
ワークモデルへの移行期間には、マネジャーやシニア
リーダーがこれらの問題に細心の注意を払い、従業員
の士気やエンゲージメントへの悪影響を積極的に取り
除くことが課題となる。

リモートワークに関連したもうひとつの新たな問題
は、特に若手従業員の職場での経験である。「常に家
で仕事をするのはよくありません」とある議長は言う。
「上司や同僚から学ぶ『見習い』の機会が失われてしま
うからです」。また、従業員が分散していると企業カル
チャーの醸成や維持が難しくなり、チームのパフォーマ
ンスやエンゲージメントが低下する可能性も挙げられ
ている。

ハイブリッド・ワークモデルの醍醐味を活かしリスク
を軽減するためには、明確な意図のもと、包括的なアプ
ローチで将来のワークモデルを設計する必要がある。
企業は、仕事の種類（事務職、専門職、クリエイティブ
職など）と個人のタイプ（育児／介護中の若手、子供が
独立した親など）の両方に合わせてパーソナライズされ
たワークモデルを再設計し、生産性だけに焦点を合わ
せるのではなく、雇用者と従業員の間に透明性と信頼性
を構築するという意図をもって取り組む必要がある。

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2020/remote-work-works-so-where-do-we-go-from-here
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2020/remote-work-works-so-where-do-we-go-from-here
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2020/how-business-leaders-are-adapting-during-covid-19
https://www.bcg.com/en-au/capabilities/people-organization/personalisation-for-your-people
https://www.bcg.com/en-au/capabilities/people-organization/personalisation-for-your-people
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危機に強い
 リーダーシップ
構築に向けた
アドバイス

新たな潮流について伺うことに加えて、インタビュー
を行った取締役会議長たちに、取締役や上級管

理職が危機に強くレジリエントなリーダーシップを身に
つけるためにどのように考え、行動すべきか、アドバイス
をいただいた。そのポイントを以下、ご紹介したい。

• 取締役会は多様なメンバーで構成し、全体として適
切な組織能力を備えられるようにする

• 新たなリスクを先取りする
• 迅速かつ果断にアクションを起こせる力をつける
• よりダイナミックに経営陣と関わり対話する
• どのような時に自身の経験を信じ、どのような時に他
の視点を求めるべきかを理解する

• 長期的な視点を持ち、真摯に意思決定する
• 最も重要な点は、一度意思決定がなされたら経営陣
を後押しすること



BOSTON CONSULTING GROUP 15

取締役会は多様なメンバーで構成し、全体として適切
な組織能力を備えられるようにする。取締役会は、メン
バーの能力を結集することでその力を発揮する。つま
り、関連するスキルや経験の幅が広ければ広いほど、
取締役会としての有効性が高まる。ある議長は、健康
に関わる世界的な危機下にあったとき、公衆衛生の専
門家をディレクターとして取締役会に迎えたことは非常
に価値があったと語った。また別の議長は、コロナ禍と
急速かつ広範に進んだデジタル化により、一部の企業
では取締役会や委員会にテクノロジーへの理解が欠け
ていることが露呈したと話す。 

取締役会議長は財務や法務の監督といった従来の
機能に加えて、より広い分野に目を向ける必要がある。
取締役会にあらゆる専門性をもつメンバーを置くこと
は現実的ではないが、リスク管理のフレームワークや
先入観を捨て、物事の本質から考える視点など、幅広く
強力な知見やスキルを持つ人材を確保するよう努める
べきで、特定のテーマについて外部の専門家を求める
ことでそれを補完できる。

アジア太平洋諸国では、おのずから取締役会のメン
バー構成に限界があるケースがある。大規模な同族経
営の組織が一般的なインドや東南アジアでは、取締役
会のメンバー構成の専門性を高めようとする傾向は強
いものの、取締役会には一族のメンバーが名を連ねる
ことが多い。議長たちは、十分な数の社外取締役を確
保することで新鮮な視点がもたらされ、取締役会の全
体的な有効性が向上すると指摘する。

新たなリスクを先取りする。取締役会には、新たに発
生するリスクを特定・評価することが求められ、より積
極的にリスクを感知しなければならない。議長たちは
注視すべき重要な分野として、テクノロジー、気候、サ
プライチェーン、地政学を挙げている。特にサイバー

セキュリティは、複雑なデータガバナンスの問題（ある
議長は、「競争優位性の獲得にも失敗にもつながる機
会」と呼ぶ）から、インタビューに答えた議長たちが懸
念する分野であった。慎重な取締役会がサイバー攻撃
やその他の危機に備える方法の一つは、取締役会と
経営陣で現実的な危機シミュレーションを行うことで
ある。

迅速かつ果断にアクションを起こせる力をつける。ディ
スラプションによる悪影響を抑制し、新たなチャンスを
生かすため、シニアマネジメントと組織は迅速に意思
決定を行う必要がある。

「今回のパンデミックにより、正解を求めるあまり
の出足の遅いアクションより、迅速かつ断固としたア
クションが勝ることが証明されました」と、ある議長
は言う。こうしたアプローチは上級管理職レベルを起
点とするものだ。別の議長は、「上級管理職、特に
CEOが、困難に直面した際のレジリエンスを備え、意
思決定をタイムリーに行う必要性を理解することはこ
れまで以上に重要になります」と述べている。「常に
初めから正しい行動がとれるとは限りません」。また
ある議長は、逃げ足の速いチャンスが勃興した際、
「投資への備えがない、あるいは緊張感がなさすぎ
る」リーダー企業は失速するだろうと述べ、これまで
市場での優位性が高かった組織が最もリスクが高い
と指摘する。

よりダイナミックに経営陣と関わり対話する。パンデ
ミックの発生以降、定例の取締役会や、年度ごとの経
営計画や5年間の中期的経営戦略の策定などはうまく
機能しなくなった。その結果、取締役会は経営陣とよ
り頻繁に、よりダイナミックに、そしてより形式にこだ
わらないやりとりを行うようになった。このアプローチ
は、不確実な状況や危機的な環境下で求められる迅
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速な意思決定に対応するものであることは明らかだ
が、パンデミック後の回復期にも応用できるメリットが
ある。

「非公式なやりとりが増えたことで、取締役会はより
多くの情報を得られるようになり、実務に関わる経営

陣に対し、取締役が一対一でアドバイスやコーチング
を行うことにより、実質的に価値を生むことができまし
た」と、オーストラリアのある議長は語る。「取締役会
の働き方は今後も進化していくでしょう」。また別の議
長は、経営陣とのコミュニケーションをより頻繁に行う
ことで、取締役会は「企業が難しい局面にさしかかった
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取締役会は、メンバーの能力を結集すること
でその力を発揮する。つまり、関連するスキル
や経験の幅が広ければ広いほど、取締役会と
しての有効性が高まる。

時、問題を放置するのではなく、早期に支援する」こと
ができると述べている。

どのような時に自身の経験を信じ、どのような時に他
の視点を求めるべきかを理解する。インタビューに応じ
た議長たちはみな、何十年にもわたり企業経営に携わ
り、ビジネス上の危機を切り抜けてきた経験を持つ。こ
うした経験は非常に貴重なものだが、将来の課題に対
応するには十分ではない可能性もある。

議長らは、過去の経験を「コンクリートの箱」のよう
に固めて将来の意思決定を制限したり、行うべき対応
を「過去にやったこと」に限定したりしないことが重要
だと言う。同様の意見をこう表現する議長もいた。「時
には過去の成功を忘れなければなりません。前進する
ための『ひな型』はないのだから」。

それよりも、すべての先入観を取り払った白紙の状態
から考え、厳しい質問をし、機敏でダイナミックな対応を
することが重要だという。グループシンク（集団浅慮）によ
る誤った意思決定を防ぐためには、取締役会のメンバーに
さまざまな経歴や考え方を反映させることが効果的だ。
多くの議長が、そのためには若く優秀な人材がより深く関
与することが重要だと強調した。急速に変化するビジネス
環境において、「状況を理解するためには若い頭脳が必
要です」。これは、インドや東南アジアの多くの地域で主
流となっている同族経営の企業でも同じことが言える。こ
ういった組織において、ハングリー精神と野心を持った若
い世代に主導権を譲ることを議長たちは奨励している。

長期的な視点を持ち、真摯に意思決定する。取締役
会や経営陣が危機に際して迅速に行動できるように
なったとしても、足元の問題ばかりにとらわれないよう
にすることもまた同様に重要だ。ある議長は、「長期的
な視点に立ち、自社のパーパスを実現するための軸は
すべてのステークホルダーの利益であることを理解す
るべきです」と語り、別の議長は「経営上の重要な質問
をするべきです。利益や売上だけでなく、すべてのス
テークホルダーの目標や志など、会社の健全性をあら
ゆる面で向上させるために、経営陣は何をしているの
か」とアドバイスする。最も重要なことは、企業が意思
決定における誠実さ、真摯さを大切にすることである。
「正しいことをするということです」と言った議長もい
る。「真にめざすべき方向性を定め、軸をぶらさずに誠
実な意思決定をすることを最優先しなければなりま
せん」。

最も重要な点は、一度意思決定がなされたら経営陣を
後押しすること。取締役会は経営陣に疑問を投げかけ、
組織のパーパスや価値観に沿った行動を促し、会社の
将来のビジョンを設定させるという重要な役割を果た
している。しかし、議長たちからは一貫して、取締役会
がシニアリーダーの仕事を肩代わりすべきではないと
いう声が聞かれた。

「経営陣を管理しすぎると、彼らはオーナーシップ
を失い創造性を発揮できず、リスクを取らなくなりま
す」。そうではなく、「議長の役割はグループの価値観
を守るだけでなく、共に働く経営陣を守る後ろ盾になる
ことです」。

これはパンデミック時には特に当てはまると言える。
企業のリーダーに大きな負担がかかるためだ。ある議
長は以下のように述べている。「（パンデミックは）経
営層やリーダーにとって非常に厳しい時期です。取締
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役会は彼らの後ろ盾となってサポートし、彼らがやりた
いことをやるための余地を残さなければなりません」。

いったん意思決定がなされた後は、取締役会はその
決定を支持し経営陣を後押しすることが重要である。
そうすることで、経営陣は、危機的状況下で必要とな
る、重要かつ、時にはリスクを伴う決断を自信を持って
下すことができる。また、それにより外部のステークホ
ルダーや組織の他部門に対して、取締役会と経営陣が
連携して組織を前進させているというメッセージを示
せるのだ。
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おわりに コロナ禍のような危機的状況は、取締役会やその
議長にとって、さまざまな要素が溶け出し混じりあ

う一種の「るつぼ」の役割を果たす。新たなストレスや課
題が生じる一方、ブランドを強化し、顧客の信頼を強め、
リスクマネジメントやデジタル化など組織能力を加速さ
せる機会ももたらすためだ。先行きは不透明だが、すべ
ての取締役会はパンデミックから教訓を得ることができ
る。ESG、デジタル化、新たな働き方などの課題にしっか
りと軸足を置き、レジリエンスを高めることにより、取締
役会は将来いかなる課題に直面しても対応できるよう、
組織の準備を整えられる。

原典: Perspectives on Resilient Leadership from 
Asia-Pacific Board Chairs

https://web-assets.bcg.com/86/01/acbb86664683b0a8e0a518e98c5d/bcg-perspectives-on-resilient-leadership-from-asia-pacific-board-chairs-jul-2021-r.pdf
https://web-assets.bcg.com/86/01/acbb86664683b0a8e0a518e98c5d/bcg-perspectives-on-resilient-leadership-from-asia-pacific-board-chairs-jul-2021-r.pdf
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