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世界経済の連動性が高まるなか、引き金となる出
来事がすぐに連鎖反応を引き起こす可能性がある。
たとえば 2020年 4月より前には、原油価格がマイ
ナスの値になると予想した人はほとんどいなかった
だろう。ところが、パンデミックにより世界中の多
くの地域がロックダウンを余儀なくされ、航空・道
路輸送の休止が、原油の供給過剰で燃えそうになっ
ていた火種に火をつけ、世界の主要生産者やコモ
ディティ・トレーダーの緊張を高めた。原油先物の
5月物の最終取引が近づき、売り手が買い手にお金
を払って原油を引き取ってもらわなければならない
という異常事態となり、価格が急降下した。

このようなシナリオは例外的だと異議を唱える人
もいるかもしれない。しかし、今回のパンデミック
の前にも企業は、事業環境を不安定にする要因の増
加に直面していた。低コストかつ効果的なやり方で
中核市場に商品・サービスを提供するデジタル・チャ
レンジャー、極度な異常気象現象、膨大なデータ漏
洩、通商政策の大きな変更などだ。こういった不安
定化要因はなくなることはない。バリューチェーン
が絡み合いネットワークがグローバルに広がるにつ

れて、タイミング悪く火花があがれば、精巧につく
られた予測は炎に包まれてしまう。

BCGの研究によれば、このような高いレベルの
不確実性のマネジメントをきわめてうまく行ってい
る企業もあることがわかってきた。それにより優れ
た業績をあげている企業もある。こうした企業はほ
かの企業が目をとめていないところに機会を見つ
け、変動性を早期に予想し迅速に回避できるよう組
織を鍛えている。私たちが「不確実性下の優位性」
と呼ぶ強みを身につけているのである。適切なデー
タ、プロセス、コミットメント、考え方を備えるこ
とで、そのほかの企業もこの種の優位性を築くこと
ができる。

銀河系は顕微鏡では見られない

ほとんどの企業が多変量解析を行っている。リス
クを抑えリスクにさらされる度合いを予測するため
の手順も有している。オペレーションのレジリエン
ス（耐久力・回復力）を確保するための事業継続計
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不確実性のマネジメントは常に経営幹部にとっての重要課題のひとつである。しかし、リーダーが
これほど多くの領域における激しい変動に同時に取り組まざるを得なくなることは、めったに
なかった。コロナ危機は、人々や市場、出来事の相互接続性が非常に高まっていることを浮き彫り
にした。小説家のナディーム・アスラムが書いたように、「ここで糸を引くと、それが世界全体に
つながっていることがわかる」ような状態になっているのだ。
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画（BCP）も策定している。しかし現実には、この
ような活動を適切な方法で行っている企業は少な
い。短期の時間軸にばかり着目していたり、慣れ親
しんだパターンにあまりに頼りすぎたりしているた
めに、経験的直観に反するものは目に入らない。

たとえばコロナ危機では、多くの経営陣が流動性
を確保し、売上をてこ入れし、勤務形態を調整する
ために断固たる態度で行動した。しかし、伝統的な
危機対応プレイブックにそった短期的施策が中心
だった。予測が流動的ななか、ほとんどのリーダー
にとっての優先事項は、向こう数か月～数四半期を
切り抜けることだった。大胆な軌道修正を検討する
ことや、景気後退のなかでの希望の兆しに着目する
ことが、大きな長期的成功につながる可能性がある
が、こうしたことに取り組もうとしている企業はほ
とんど見られなかった。

その理由は、ほとんどの企業が不確実性下での経
営の組織能力を構築できていないことにあると私た
ちは考えている。価値を創造、あるいは破壊するト
レンドを明らかにするために必要となる感知スキル
が不足している。さまざまな戦略オプションを評価、
優先順位づけして、創造的な方法で活用するプロセ
スを備えていない。そして、激変を予想しそれに対
応するための組織の備えが適切にできていない。

このような組織能力の必要性は今に始まったこと
ではない。しかし、長期にわたる好景気には衝撃を
和らげる作用があり、企業は予測や戦略プランニン
グの手法を改革せず従来型手法に頼っていても持ち

こたえることができた。コロナ危機は、やり残して
いることが多くあり、学習曲線を登るための時間の
猶予は短くなっていることを、企業につきつけた。
将来が不確実なことは、準備をしないことの言い訳
にはならない。

朗報は、企業が不確実性下の優位性を獲得するた
めには根こそぎ改革する必要があるわけではないと
いうことだ。3つの組織能力を高めればよいのだ。
一つは、もっとうまくシグナルを感知できるように
なること。二つ目は、感知した兆しに対してより断
固とした打ち手をとること。三つ目は、レジリエン
スを育む慣行をより積極的につくり上げることだ
（図表 1）。

シグナル感知力

新しいテクノロジーや商品、市場、スキルセット
に投資することがきわめて重要だとリーダーは理解
しているが、選択を誤ると過酷な結果を招く危険性
がある。企業は過度のリスクを避けたいと願うあま
り、分析に時間をかけ過ぎて決断を下せない状態に
陥り、信頼できると思う情報を得られるまで重要な
意思決定を遅らせることがある。しかし、少数では
あるが優れた感知能力をもつ企業は、自信をもって
前に進むことができている。彼らは潜在的なリスク
と機会に対するより包括的な見方と、より鋭敏な情
報解釈法を身につけている。「シグナル感知の優位
性」を培っているのだ。

ディスラプションを予測し、
ディスラプションから回復する能力

衝撃の影響を軽減する
コンティンジェンシープランを策定する

組織のベクトルを合わせて最良の戦略を
実行する能力

リスクと機会を感知し、コミュニケーションし、 
評価する能力

二次・三次効果を分析する 成功のイメージと、
そこへ到達する方法を定義する

緊急事態対応手順を策定し、 
従業員にトレーニングを行う

多様なシナリオに対するプランを準備し、
どこで賭けを行うかを選択する経験的直観にはそぐわない機会を見出す

広角のデータ収集手法をとる シミュレーションを活用して、さまざまな
もっともらしい将来像を構想する

組織の俊敏性を高める

シグナル感知力 果敢な戦略の構想と実行 レジリエンス

出所：ボストン コンサルティング グループ分析

図表１- 不確実性下の優位性の３つの源泉



ほとんどの企業が不確実性下での
経営の組織能力を構築できていない。
こうした能力がなければ
予測不能な環境での成功は難しい。
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シグナル感知力に優れた企業は、広角のデータ収
集手法をとっている。経済、環境、地政学といった
マクロ・トピックから顧客、市場、テクノロジー・
トレンドなどのビジネス関連領域まで広範なテーマ
で情報を収集している。たとえば、多くの企業が追っ
ているのは 5～ 6個の変数だが、シグナル感知力の
高い企業は 70あるいは 100個ほどの変数を追跡し
ている。そして、先進的モデリングツールにより、
こうしたデータを取り込み、早期警戒システムを開
発し、異なる時間軸にわたりパターンを抽出して影
響がどう広がり、弱まったり変化したりするかを予
測することができる。

こうした企業にとって、トレンド分析はシグナル
の収集だけではなく、ファクトベースを探査して、「こ
れらのトレンドはどんな予想外の形で組み合わさって
いく可能性があるだろうか」「このような状況でディ
スラプター（破壊的プレイヤー）はどのようなアクショ
ンをとるだろうか」といった問いを追求することを意
味する。たとえばグーグルの共同創業者であるラリー・
ペイジ氏はエンジニアらに、たとえその時点では実現
しそうになくても、どんなことが起こりうるかを考え、
世間一般の通念では不可能と思われる機会を想像する
よう求めることで知られている。

企業は強力な演繹的組織能力を身につければ、一
つの情報源からのインサイトを全社的に適用して深
く掘っていくことができる。また、優れた帰納的組
織能力があれば、視野を広げて「この平均から離れ
たデータはどんな兆しを示しているのだろうか」と自
問することができる。たとえばある農業分野の保険
会社は、高高度の画像を活用して草原の生産量を評
価し農産物原料の収穫量を予測することで、今では
年間 1億ユーロ超を稼ぎ出す事業を開発した。この
シグナル・インテリジェンスによりこの企業の保険引
受プロセスは改善され、畜産農家の未充足ニーズを
満たす画期的な牧草保険商品の開発にもつながった。

果敢な戦略の構想と実行

どんなに強固なアナリティクスであっても、将来
を正確に予測することはできない。しかし、不確実
性下の優位性を備えている企業は行動を起こすのに
正確な予測を必要とはしない。こうした企業は、戦
略的好機や未開拓の機会という形の鎖の割れ目を探
す。シミュレーションやウォーゲーム、トレンド予
測を活用してチームがさまざまなもっともらしい将
来像の下での戦略的選択肢を考え出し、多様な結果

を想定してそれらの戦略のプレッシャーテストを行
う。参加者は、新しいビジネスモデル・商品・サー
ビスなど、従来の枠にとらわれないアイデアはもち
ろん、成功への条件も考え出すよう推奨される。成
功への条件とは、たとえば、外部連携やジョイント
ベンチャー、ロビー活動など、望ましいシナリオを
実現に近づける助けとなる要素である。

こうした演習を大きな「組織変革」プログラムの
中でのワークショップという形で行うこともできる
が、成功したシナリオ作成の取組みでは、付箋やホ
ワイトボードを使った数時間あまりのセッションを
行っている場合が多い。成功のカギは、自由に試し
てみるよう促すこと、ブレインストーミングを日常
的な慣行にすること、そして、明確な目的の下で行
うことである。分析では、それぞれのシナリオのビ
ジネスケースについて、財務的要件、予測されるリ
ターン、法律・規制面の複雑性、市場の受容度、技
術面の実現可能性を織り込んで包括的に検討すべき
である。適切なやり方を確立し、従業員の貢献に報
いることも不可欠だ。こうした取組みにより組織学
習が推進され、“what if”（もし～したらどうなるか）
の考え方がたたき込まれる。これによりチームは日
常業務の一環として革新的な代替策を検討するよう
になる（図表 2）。

優れた感知能力と系統的な構想プロセスが企業の
野心的な戦略遂行を可能にする。1993年に大きな
賭けに出たトヨタ自動車の例を見てみよう。同社は、
向こう何年かのうちに化石燃料の価格が上昇し、燃
費の良い車が次のトレンドになると予想していた。
経営陣は自社の戦略的選択肢を検討した。もっとも
果敢な施策のひとつが、グリーンテクノロジーで走
る車を開発し量産することだった。同社は意欲的な
目標を設定した。それは、1997年までに世界初の
量産ハイブリッド車を発売するだけでなく、燃費を
平均的な車に比べて 100％向上させるというもの
だった。プロジェクト・リーダーは 1,000人のエン
ジニアを集結させ、最終的に予定より 2か月早く、
目標を実現する車を発表した。今日ではトヨタはハ
イブリッド車販売で世界トップであり、プリウスは
誰もが知っているブランドとなっている。

レジリエンス

不確実性下の優位性には、マイナスの出来事の直
接・間接の影響からすぐに回復する能力も求められ
る。こうした能力を育んできた企業は、組織を大混

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2020/four-scenarios-assess-business-resilience
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2020/four-scenarios-assess-business-resilience
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2020/four-scenarios-assess-business-resilience
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乱におとしいれることなく、全社のショックに優先
順位をつけて対応し、迅速にオペレーションの安定
性を取り戻すことができる。このような企業のリー
ダーは、「レジリエンスの優位性」を獲得するために、
ビジネスとマクロ経済の環境変化に注意をはらい、
そうした変化により自社に何が求められるか、自社
にはどんな組織能力が必要になるか、どのような後
悔のない打ち手をとりどんなコンティンジェンシー
プランを策定すべきか、を検討している。

10年前、ある鉄道会社のリーダーらは世界金融
危機の後に、どうしたら自社の事業のレジリエンス
を高められるだろうかと考えた。そこで、彼らは幅
広いシナリオを策定した。そのひとつは EUが解体
されると仮定し、その結果を探求したものだった。
ブレグジットが起こるかなり前のことだが、ユーロ
圏は公的債務危機で混乱し、緊縮財政政策をめぐる
対立が国家間の分断を深めていた。この企業のリー
ダーらは戦略プランニングの議論の一環として、も
し EUが崩壊したら何が起こるだろうということを
考えた。自社事業の方向性はどうあるべきか。必要
な部品や原材料にどのようにアクセスするのか。そ
して、勝利をおさめる企業は、このような変化への
備えを整えるためにどんなことを行うだろうかとい
うことを思い描いた。結果としてこの企業は、英国

のブレグジットの国民投票より前に新しい道筋を進
み始めた。隣接するアイルランドに拠点を設置し、
新しい輸送経路をつくり、単一の市場への依存度を
下げた。似たような状態になったときに何をするか
というアイデアを考え出してあったために、ブレグ
ジットのような出来事への対応を検討する際も、先
を見越して包括的な打ち手をとることができた。他
のシナリオについても同様である。

レジリエンスに優れた企業は、戦略的選択肢を探
求し、機敏性と注意力を養っている。それにより目
標達成のためのさまざまな方策を考案できる。必要
となるリソースを検討し、それらを獲得するための
下準備をする。従業員の準備も整える。過去の危機
からの学びを取り入れて、事業継続と災害からの回
復のための緊急事態対応手順を策定し、危機対応訓
練を行い、従業員にプレイブックを配る。前もって
考えておくことで、悪い出来事が起きたときに機敏
に対応でき、混乱を避け、誤った行動をとるリスク
を軽減できる。

ある大手テクノロジー機器製造企業は、モデル分
析によりサプライチェーンのリスクが明らかになっ
たとき、先制措置をとる必要があることを認識した。
1秒あたり平均でコンピュータを 1.7台、プリンター

価値

意欲的何もしない

予算を見直す

プロセスを最適化

指示命令系統を
見直す

アセット保護と
サイバーセキュリティに

投資 

サプライチェーンの
リスクを低減

バリューチェーンの
他の部分に
リスクをシフト

既存商品を再設計して
適応させるヘッジ戦略を調整

新商品・サービスを
開発

隣接した業界を
探求

商品・投資
ポートフォリオを
再構築

創造的なプライシング
手法を探求

新たな地域を評価 

新たなマーケティング・
営業アプローチを試行

規制に適応

価値創造に向けた対応策衝撃の軽減／価値の保護を主眼とした対応策従来型対応策

図表２-  「果敢な戦略の構想と実行」の優位性を有する企業は、不確実性に
対する多様な対応策を見出す

出所：BCG Center for Sensing and Mining the Future 



もっとうまくシグナルを感知し、
それに対して
より断固とした打ち手をとり、
より積極的にレジリエンスを育む
必要がある。
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を 1台出荷する企業にとって、必要な部品を入手す
るのが 1日でも遅れれば、連鎖反応が広範に広がる
危険性がある。生産が減速し、流通のボトルネック
が生じ、顧客の不満が高まる。この企業は必要な警
告を事前に得られるようにするために、天候データ、
汚染データ（この状況によってはサプライヤーの工
場を一時的に操業停止にせざるをえなくなる可能性
がある）、貿易予測などを組み込んだ可視化ツール
をつくった。リスクが顕在化し予め設定したトリ
ガーポイントに達すると、このシステムがマネ
ジャーに自動的にアラートを送る。マネジャーらは
新たなプロトコルの訓練を受けており、所定の BCP
を始動させるよう権限移譲されている（バックアッ
プの部品サプライヤーや別の物流提供企業の起用で
あれ、その他の方策であれ）。ジャカルタでの洪水や、
アジアでの地震、米国での港湾ストのような不安定
な状況を招く事態にあっても、この企業は受注から
配送までの任務を遂行できた。この変革によりリス
ク発見と対応にかかる時間が 28時間からわずか 1
時間に短縮され、率にして 96％改善された。

不確実性下のリーダーシップ

状況が不安定になればなるほど、経営リーダーが
自ら陣頭に立つことがますます重要になる。たとえ
ばアマゾンの CEO、ジェフ・ベゾス氏は、米国の
新型コロナウイルス感染者数がまだ 2万人未満しか
確認されていなかったパンデミックの初期に、自身
が同社の危機対応を直接指揮することを発表するメ
モを社員に送った。そのメモには「今後は、コロナ
対策と、どうしたらアマゾンが最善の役割を果たせ
るかに、私自身の時間と思考を集中的に投入する」
と記されていた。このメモから同社のコミットメン
トと志が見てとれ、危機への対応は平常の業務とは
別次元のものとなることが誰もに伝わった。

不確実性の時代には積極的なリーダーシップがき
わめて重要である。経営リーダーは、取締役会の決
議や CEOスピーチ、パーパス・ステートメントな
どを通じて、新たな取組みへの信念を示さなければ
ならない。同様に、資本、人材、時間といった経営
資源をすすんで投資しなければならない。そして、
戦略的方向性の設定に加えて、自社組織の適応力を
高め、想定外の事象に注目することを奨励し、チー
ムが前提に疑問を持ち成長への新たな道筋を特定で
きるようにする必要がある。

さらに、経営リーダーは自身が見出したことを活

用可能、実行可能にしていかなければならない。予
測やシナリオ分析を活用して新しいビジネスのやり
方を伝え、ステークホルダーを巻き込み、関連する
リスクと機会を開示し、自社の計画について市場に
うまくコミュニケーションを行うべきである。

始動のためのアクション

不確実性の高い状態は心地の悪いものだ。将来に
向けた果敢な行動には不安が伴う。先進企業は不確
実性を除去しようとするよりも、むしろ不確実性と
ともにうまくやっていける状態をつくり出してい
る。変化は一夜にして起こせるとは限らず、一夜で
実現しなくてもよいのだ。

BCGの研究から、過去 10年間にもっとも優れた
パフォーマンスをあげた企業群は、他の企業とまっ
たく同様に混乱を経験し、混乱期には株主リターン
が平均 27％低下したことがわかっている。しかし、
こうした企業は、事業環境を精査し、新たな状況に
順応し、どう対応するかを決断し、迅速に行動する
ことにより、不確実性を優位性に変えた。経験と専
門的能力の蓄積にともない、これらの企業の不確実
性下の優位性は高まり、回復・成長のペースが加速
した。S&Pグローバル 1200指数に含まれる企業のう
ち過去 10年間のTSRの上位 25社は他の企業と比べ、
2008年の経済危機からの回復が速く、回復幅も大き
く、最終年には他の企業の 5倍にのぼる EBITDA（金
利・税金・償却前利益、支払利息・税金・減価償却・
償却控除前利益）マージンをあげるに至っていた。

これらの企業は、危機がトランスフォーメーショ
ンの火付け役となることを証明している。それ以外
の企業も同様のことができるはずだ。不確実性下の
優位性を築きたいとお考えのリーダーの方々のため
に、手始めとして以下のアクションをお勧めしたい。

•  自社事業について共通認識となっている 5つの前
提のリストを作り、それぞれの前提が打ち砕かれ
ることを想像する。そして、次のようなことを考
える。そのような事象のトリガーとなるのは何か。
そうしたことを踏まえると自社はどのような態勢
を整えるべきか。どんな投資や事業売却を行い、
どのようなパートナーシップを結ぶべきか。この
ような思考訓練がブレークスルーにつながる可能
性がある。サウスウエスト航空が初の格安航空会
社（LCC）をつくったのもこうしたやり方を通じ
てだった。同社のリーダーらは、旅行代理店や指

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2020/crisis-spark-transformation-renewal
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2020/crisis-spark-transformation-renewal
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定席が存在しない、航空機の機種はたった一つ、
などの変化のシナリオを想像した。そして、そう
した将来像をつくりあげることに取り組んだ。

•  市場投入への最短の道筋を見つける。経験的直観
にはそぐわないもののポテンシャルの高いアイデ
アを取り上げ、自社でそれを実現するには何が必
要となるかを検討する。困難な点はどこにあるの
か。革新的な企業はこうした摩擦が起きるポイン
トを取り除くことに熱心だ。彼らは、アイディエー
ションから施策実行への迅速な進行が可能となる
プロセスを設計している。また、感知能力を日々
の意思決定に組み込み、シナリオ策定やウォー
ゲーム・ツールを方向性の設定に活用し、適切な
ツールやリソースをプロジェクトチームがすぐ使
えるようにしている。

•  従業員が現状を打破できるよう力を与える。既存
の規範や仕事のしかたに疑問を投げかけるのは、
多くの従業員にとってリスクが高くあまり報われ
ないことのように感じられる。最良のアイデアを
引き出すには、リーダーが好奇心を見せ、遊び心
のある職場をつくり、実験を称賛・褒賞する能動
的な学習する組織を築く必要がある。

何より、不確実性下の優位性を机の片隅に追いや
るのはやめよう。将来を想像することは、目の前の今
日の仕事に取り組むより重要性が低いように思えるだ
ろう。まして危機の期間には切り詰める傾向が増すば
かりだ。シグナルを追跡し、3～ 5年先に世界がどの
ようになりうるかを可視化し、そうした将来の世界で
勝利をおさめるためには何が必要になるかを想像す
る。それにより組織は、不確実性をぞっとするような
抽象的概念ととらえることを脱し、不確実性の下で従
業員に活力を吹き込み、この先何年ものパフォーマン
スを塗り替えていく慣行を築くことができる。
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