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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは今
や、未曾有の世界的危機となっています。これは、長期的にど
のような影響をもたらすのでしょうか?　このような危機は、
日常を取り戻したとしても、永続的な構造の変化をもたらす
ことが過去の経験から分かっています。14世紀に発生した黒
死病は、目に見える形で人間のゲノムを書き換え、1918年に
世界的流行を見せたインフルエンザは、諸帝国崩壊の一因と
なりました。2007～09年の世界金融危機は、職場の自動化か
ら出張規定に至るまで急激な変化を引き起こし、それは経済
が回復してからも続いています。

新型コロナウイルス感染症の終息後には、どのような「ニュー
ノーマル」が出現するのでしょうか?　CEOと取締役会は、今
目の前にある危機に対応しながら、新型コロナウイルス感染症
後の世界に向けてどのような計画と準備を進めるべきでしょ
うか?

本稿では、新型コロナウイルス感染症を乗り越えたその先に待
ち受けるニューノーマルと、それに向けた計画策定にあたり、
ビジネスリーダーが今何を考慮すべきか、EYのシンクタンク
であるEYQの洞察をお届けします。

背景
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3つの局面

急激なディスラプションとビジネストランスフォーメーションが起きている現在、ビジネス
リーダーは短期目標と長期目標のバランスを同時に取る必要があります。これを3つの局面か
ら見ていきましょう。

現在の問題を解決する：  
既存の事業を成長させ、収益
性と株主価値を最大限に高
め、喫緊の課題に対応する

次の可能性を探る：
自社のセクターのディスラ
プションなどから生じる、中
期の課題とビジネスチャン
スに対応する

その先の未来を思い描く： 
グローバルかつセクターを
横断するメガトレンドか
ら生じる、新しい長期の課
題とビジネスチャンスに対
応する

1 2 3

危機的状況では、現状維持を望むのが自然な本能です。自社が存亡の危機にあるときは、差し
迫った脅威への対応が何より重要になります。しかし、その先を見据えて注視し続けることも
忘れてはなりません。大きな危機は市場の勢力図を塗り替えます。危機を乗り越えた向こう側
の世界は、これまでとはまったく様子が異なり、規範やルール、競合他社、企業価値の見せ方も
一変しているかもしれません。これから待ち受ける変化を見極めることは、危機を乗り越えた
その先の世界に合った対策を講じる上で役立つはずです。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックに対応するためには、現在、次、その先の未来へと続
く戦略を検討することが企業に求められます。

1.  事業を安定させ、継続し、危機を管理するための対策を今すぐに講じる。具体的には、顧客と
ブランドの保護、短期の財務管理、サプライチェーン管理、人材管理と従業員の健康維持、法
的・契約上の紛争の解決などです。

2.  エンタープライズレジリエンスを構築し、危機的状況が続いても全部門で確実に対応できる
態勢を整えて、次に訪れる局面に注力する。

3.  危機後に出現するニューノーマルを見極め、それに合わせて自社の将来を見直し、その先の
未来と歩調を合わせる。

このパンデミックが、今にも、世界経済の再編、技術革新、社会と、企業が社会で果たす役割の見
直し、消費者のニーズと行動の変容などの劇的な変化を引き起こす様相を呈してきました。そ
れによる長期的な影響を見守り、ニューノーマルを検討する専任チームが必要不可欠です。EY
は、現在とその次の課題解決の支援となるソートリーダーシップを有しています。
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サプライチェーンと製造体制の再構築
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、世界のサプライ
チェーンがいかに脆弱であるかを浮き彫りにし、企業にサプライ
チェーン戦略の再考を促しました。1社のサプライヤーに依存する
モデルや、複数のサプライヤーになっていても1カ国に集中するモ
デルでは特に不安定さが増すように見受けられます。

中期的に見ると、今回のパンデミックにより、従業員の健康状態の
管理、人と人との接触を低減、換気機能や物理的障壁を強化するこ
とを目的としたリスク低減措置が推進されることになるでしょう。
ロボット技術や人工知能（AI）視覚システムなど、新興の自動化テ
クノロジーの導入で、企業は競争優位性を獲得できると考えられ
ます。

この危機的状況を乗り越えた先の世界では、新型コロナウイルス感
染症の経験により、新たなアプローチへの移行が加速する可能性
があります。例えば、3Dプリンティング (積層造形 )は、スピード・
コスト・精密さ・素材の面で大きなメリットをもたらす潜在的な
力を秘めています。ひいては、新たなビジネスモデルが誕生し、製
造だけでなく、物流などの関連セクターでもビジネスモデルが再構
築されるかもしれません。また、これをきっかけに企業がオフショ
アからニアショアへの移転、場合によっては国内回帰に動き出すこ
とも考えられます。そうなれば、ここ数年で加速したグローバル化
への反動が強まる可能性があります。

グローバル化と貿易1

ニューノーマルの主な問題

中期的に見ると、今回のパンデミックにより、従業
員の健康状態の管理、人と人との接触を低減、換気
機能や物理的障壁を強化することを目的としたリ
スク低減措置が推進されることになるでしょう。
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ニューノーマルの主な問題

テクノロジーが社会のあり方を変える
新型コロナウイルス感染症が今後、テクノロジーの急速な導入に拍
車をかけ、これにより社会が変わる可能性があります。感染を恐れ、
現金ではなく、キャッシュレス決済に変える人が増加しました。社
会的距離をとる措置（ソーシャルディスタンシング）を受けて、組
織によるビデオ会議、バーチャル教室、遠隔医療の導入がかつてな
いほどの規模で進んでいます。この危機的状況が続くことにより、
拡張現実（AR）や仮想現実（VR）など、在宅勤務に関する次世代の
テクノロジーの開発が加速する可能性もあります。これらのテク
ノロジーは効率化につながるため、組織によっては、パンデミック
終息後もこれを利用し続けるかもしれません。こうしたプロセス
が、産業全体のあり方と、仕事や学習の本質を変えることになるで
しょう。企業が自社の不動産に関する戦略や現状を見直し、新たな
協業やチームワークの在り方が出現し、遠隔学習が教育の定義を変
える可能性もあります。

在宅勤務とリモートチームを可能にするテクノロジーは、一方で、
孤立と孤独のリスクを高めます。これは個人の健康と生産性に悪
影響を及ぼす可能性があります。そのため、今後は、テクノロジー
導入と、連帯感や仕事へのやりがいとのバランスを維持するため
の、新しいアプローチが組織に求められます。このバランスの実現
では、ARやVRなどのテクノロジーが中心的な役割を果たす可能
性があります。

新型コロナウイルス感染症と闘う先端技術
新たなテクノロジーとイノベーションが有事をきっかけに広く使
われ始めることは多く、現在、相次いで出現している先端技術も例
外ではありません。新型コロナウイルス感染症との闘いで、その真
価が問われているのです。ウイルスへの曝露を防ぐため人と人と
の接触を可能な限り減らすことが自動化への道を切り開きました。
ロボットが部屋を消毒し、隔離された人たちとやり取りをし、医薬
品を届けています。ドローンが公共の場を巡回し、赤外線画像の撮
影、消毒剤の散布、社会的距離確保の確認をしています。

感染者のトラッキングと、その接触者の特定に利用されているのが
顔認証システムや位置情報データを含めた監視テクノロジーです。
研究者は、治療薬とワクチンの研究開発でAIや合成生物学を活用
し、3Dプリンターが人工呼吸器やハンズフリードア開閉装置など
の部品を作成しています。

テクノロジーとイノベーション2

研究者は、治療薬とワクチンの研究開発でAIや合成
生物学を活用し、3Dプリンターが人工呼吸器やハ
ンズフリードア開閉装置などの部品を作成してい
ます。
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こうしたテクノロジーの一部には、プライバシーやデータの権利、
ヒューマンオートノミー（人間が自由に意思を持ち行動できるこ
と）など倫理的問題で厳しい目が向けられてきました。人の生命を
脅かす危機に直面し、今後は消費者と規制当局がプライバシーや
倫理的問題をあまり重視しなくなるのではないかと考えられます。
危機的状況を乗り越えた後には、ニューノーマルにこうした寛容な
倫理観が定着する可能性があります。その一方で、これらのテクノ
ロジーが今や広く活用されているため、倫理リスクが緊急の課題と
して認知されるかもしれません。

ニューノーマルを見据えたイノベーション
経済的混乱に対応するために、企業が目先の最大の収入を得られる
機会だけを追求するケースが多く見られます。短期的存続能力の
確保が何より優先されるとはいえ、この時期の付け焼刃のようなイ
ノベーションは、長期的価値の創造と存続を危うくしかねません。

2007～09年に起きた前回の経済危機「世界金融危機」では、シェ
アリングエコノミー、ギグエコノミー、代替通貨などのセグメント
に変革型企業が出現しました。今回の危機では、これまでにない変
革を伴うイノベーションに拍車がかかると思われます。

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックのような危機は不
規則に発生するため、緊急のニーズや顧客関連の大きな問題が新た
に生じます。これはイノベーションを起こすまたとないチャンス
です。一部の大手企業が経費を削減し、最も大切な顧客に注力する
中、小回りがきくイノベーションカンパニーは今後、その機に乗じ
て、安価かつ十分なソリューションを提供し、市場のけん引力を獲
得することになるでしょう。次に、ディスラプションについて見て
いきます。

景気後退は、起業家、そして企業内起業家（イントレプレナー）が優
れた事業アイデアを資本効率の良い形で構築するチャンスでもあ
ります。優秀な人材の獲得が容易になり、サポートサービスの料金
が下がります。不動産から設備に至るまで、さまざまな資産を、こ
れまでとは異なる目的で利用できるようになるのです。あなたが
やらなければ、ディスラプターが構築することになります。

同時に、ベンチャーキャピタリストは今後、投資の判断基準を厳格
化し、将来最も有望なチームに重点的に投資を行い、二番煎じの事
業計画にはほとんど出資をしなくなるでしょう。出資を受ける企
業の質が高くなり、ベンチャーキャピタリストの支援を受ける企業
間の競争は緩和されます。こうしたイノベーションを活用するに
は、自社のエコシステムの維持と構築が不可欠です。

起業家はすでに、ニューノーマルを見据えてイノベーションを起こ
し始めています。大手企業が上昇機運に乗るためには、短期的価値
への対処と、長期的価値のためのイノベーション、この両方に取り
組まなければなりません。

出資を受ける企業の質が高くなり、ベンチャーキャ
ピタリストの支援を受ける企業間の競争は緩和さ
れます。こうしたイノベーションを活用するには、
自社のエコシステムの維持と構築が不可欠です。
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セーフティネットを強化する
新型コロナウイルス感染症のパンデミックが、社会の一部セグメン
トの経済的脆弱性を浮き彫りにし、一部の脆弱性が全体の脆弱性を
高めることを実証しています。米国や新興国の多くでは、大部分の
国民が健康保険に加入していません。そのため、未加入者はウイル
ス検査の費用に関する問題が浮上してきました。サービスセクター
の非正規労働者の多くは、ウイルスに対するリスクが高いだけでな
く、有給病気休暇などの福利厚生が整備されていない仕事に就いて
います。そのため、具合が悪くても出勤して働き続けるのではない
かといった懸念もあります。途上国では大都市の住民の多くが狭
い住居に大勢で暮らし、清潔な衛生設備にほとんどアクセスするこ
とができません。これでは社会的距離の確保などの対策を実行で
きるかという点について疑問が残ります。

危機的状況が深刻化し、社会が予防策から緩和策へと移行する中、
これまでより多くのフォルトライン（社会の分断）が目に付くよう
になってきました。社会的距離確保の指示が出されたことで、ほぼ
一夜にして多くの労働者が職を失い、失業保険などセーフティネッ
トプログラムに人が殺到し、パンク状態になっています。ここでも、
同様に特に弱い立場にあるのは、非正規労働者です。正規労働者と
同じようには、こうしたプログラムの適用を受けることができま
せん。

社会的インパクト3

ニューノーマルの主な問題

あらゆる政治的立場の政策当局者がセーフティネットを強化する
措置の実施を急ピッチで進めています。このような変化が、危機を
乗り越える持久力をもたらすのではないかと期待されます。労働
者や社会がセーフティネットに期待するものが永続的に変化する
ことにより、セーフティネットが提供する支援で企業の果たす役割
も変わるかもしれません。

社会で企業が果たす役割を見直す
新型コロナウイルス感染症のパンデミックが起きたことで、今後は
企業の社会的役割と社会的責任がこれまで以上に注目されるよう
になるでしょう。この問題は以前から大きな注目を集めてきまし
た。消費者と投資家は、所得格差から気候変動に至るまで、社会的
課題への事前対応を企業に求めていますが、近年、企業に対する信
頼度は低下しています。

今回のパンデミックを受けて、この問題に対する注目度はさらに増
すことになるでしょう。どのように上昇するのか。具体的には、少
なくとも2つが考えられます。まず、複数のセクターにまたがる企
業が、今回の危機で生じた課題への対処に積極的に関与するように
なります。実際に、インターネット事業者や無線事業者はWiFiア
クセスを無料で提供することにより在宅勤務者を支援し、新聞社な
ど報道機関は有料コンテンツを開放することで人命にかかわる情
報に多くの人がアクセスできるようにしました。小売店は駐車場
をドライブスルー方式の検査を行うクリニックに変え、巨大テック
企業は何百万枚ものマスクを寄付して、最前線で闘う医療従事者を
サポートしています。このような目に見える取り組みが、企業の評
判を高め、低下している信頼を回復する一助となり得ます。



9新型コロナウイルス感染症を乗り越えたその先に 「ニューノーマル」を形作るものとは  |

次に、政策立案者が今後検討せざるを得ない救済措置について、慎
重な対応がビジネスリーダーには求められます。世界金融危機で
は、この問題が論争を巻き起こしました。今回は自然災害の被害者
として、企業はどちらかというと同情をされる立場になりますが、
政策論争で救済措置がどのように扱われているか、そして、レイオ
フや取締役の賞与などに関わる自社のその後の対応に細心の注意
を払う必要があります。これが、その後の世論を形成することにな
るのです。

企業と政府の連携が強まることにより、ニューノーマルで官民連携
の果たす役割の重要性がさらに増す可能性があります。社会的問
題への対処に企業が積極的に関与していることを受けて、企業に対
する消費者の期待が高まることも考えられます。パンデミックの
終息後は、企業の社会的責任でより高い水準を維持することが企業
に求められることになるでしょう。

ポストパンデミック世代に備える
Z世代の次の世代にとっては、パンデミック後のニューノーマルが
ノーマル（標準）になります。こうした世代の移行は大きな影響を
及ぼすことになると思われます。

各世代の特徴は、その形成期の社会的変化によって決まります。例
えばベビーブーム世代は、第二次世界大戦後の経済成長と工業化が
急速に進む時代に生まれたことで、とてつもない自信を持った楽観
主義者となりました。Z世代は、最初のデジタルネイティブ世代で
あり、最初のグローバル化世代でもあり、また気候変動が喫緊の脅
威となっていた時代に生まれたため、これまでの世代より気候変動
問題を重視しています。同様に、世界的なパンデミックが起きる前
の世界を知らない未来の子供たちは、その後のトランスフォーメー
ションを当然のこととして受けとめます。つまり、本稿で述べる変
化を彼らは確実に受けることになるのです。

2030年には19歳以下の人口が27億人になる見通しです。大学入
学前に労働力人口に加わり、その消費力が加速度的に増えることに
なるこの世代の個人は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック
が起きる前の世界をほとんど、あるいはまったく経験していませ
ん。社会やテクノロジー、倫理、そして公共財の提供で民間企業が
果たす役割に関してこの世代が抱く想定や期待は、おそらく前の世
代のそれとは大きく異なるのではないでしょうか。

ミレニアル世代やZ世代の出現をきっかけとするビジネストラン
スフォーメーション──企業理念、持続可能性、働き方、デジタル
の活用、新たなビジネスモデル──について考える必要がありま
す。次のトランスフォーメーションが、今まさに起きつつあります。
ポストパンデミック世代の特徴をいち早く見極めた企業は、人材採
用、生産性、イノベーション、顧客獲得の各分野で競争優位性を享
受できるはずです。

労働者や社会がセーフティネットに期待するもの
が永続的に変化することにより、セーフティネット
が提供する支援で企業の果たす役割も変わるかも
しれません。
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消費者心理が変化する
多くの人が犠牲になるような危機が発生すれば、その心理的影響は
避けられません。トイレットペーパーの買いだめなどの群衆行動
をはじめ、すでに恐怖と不安が引き起こす非合理的な行為が見られ
ます。営業停止やサプライチェーン崩壊により生活必需品を購入
できなくなることを消費者は危惧しています。

現在の状況が緩和すれば、おそらく買いだめはなくなるでしょう。
それでは、長期的に見て、今回のパンデミックは消費者の心理にど
のような影響を及ぼすことになるのでしょうか?　深刻な危機は、
なかなか消えない心の傷を残す可能性があります。第一次世界大
戦で戦争神経症になった退役軍人から、世界大恐慌で被害に遭い、
生涯に渡り銀行を信用できなくなった人に至るまで、その例は枚挙
に暇がありません。社会的距離の確保で生じた深い孤立感が今後、
ソーシャルメディアより、直接顔を合わせるコミュニケーション
を優先させる消費者行動のうねりを生み出すことになるのでしょ
うか?　多数の犠牲者の存在と、いつか必ず訪れる死に対する意識
が高まったことで、消費者は何かを所有するより、何かを体験・経
験することに魅力を感じるようになるのでしょうか?　危機感と
不安感がまん延し、癒しを与えてくれる商品や体験・経験の需要が
急増することになるのでしょうか?

新型コロナウイルス感染症のパンデミックが長期にわたり心理的
影響を及ぼすことは避けられず、消費者心理も例外ではありませ
ん。ビジネスリーダーは、こうした変化を継続的に注視し、ニュー
ノーマルの新たな顧客のニーズを把握する必要があります。ここ
で非常に参考になると思われるのが行動経済学です。多くのセク
ターの企業がすでに取締役会の決定などに、行動研究の知見を生
かしており、新型コロナウイルス感染症のパンデミック終息後の
ニューノーマルでは、こうした知見がこれまで以上に役立つのは間
違いありません。

信用、二極化と情報
新型コロナウイルス感染症の発生は、社会構造に大きなほころびが
生じている時期に起きました。信頼度が低く、排外主義が高まる一
方で、二極化が進んでいるのが現状です。これまでは、政治傾向に
よって、その人がニュースをどのように解釈するかに大きな違いが
見られました。今回のパンデミックは、私たちのきずなを一層強め
ることになるのでしょうか?　それとも分断を深めることになる
のでしょうか?

歴史的に見て、パンデミックは社会的結束を低下させ、争いを引き
起こしてきました。帝政ロシアやリオデジャネイロ、米国とメキシ
コの国境では、各国政府がそれぞれ、コレラや天然痘、腸チフスの

行動の変容4

ニューノーマルの主な問題

ここで非常に参考になると思われるのが行動経済
学です。多くのセクターの企業がすでに取締役会
の決定などに、行動研究の知見を生かしており、新
型コロナウイルス感染症のパンデミック終息後の
ニューノーマルでは、こうした知見がこれまで以上
に役立つのは間違いありません。
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流行と闘う中で、強引な措置を国民に強制したことにより暴動が起
きました。新型コロナウイルス感染症への対応で、極端な措置に踏
み切る政府は、この点に留意する必要があります。

危機が発生したときには、ある集団を責めるのでなく、国際社会が
共同で取り組むべき課題としてこれを捉えることで、その後の状況
に大きな違いを生む可能性があります。欧州では黒死病が流行す
ると、ユダヤ人にその罪を着せ、彼らを迫害しました。20世紀初め
のノルウェーでは、誰も責めることのできない自然災害の発生でレ
ジリエンス強化が促されましたが、感染者が責められた1918年の
パンデミックにおいては社会的結束が崩れ、その状態が長く続きま
した。ビジネスリーダーと各国政府首脳は、新型コロナウイルス感
染症で特定の1つの民族や国家を非難するいかなる試みも抑え込
む必要があります。

二極化が進んだ今の社会とソーシャルメディアに対する私たちの認
識は、パンデミックによってどのような影響を受ける可能性がある
のでしょうか?　現在までのところ、ソーシャルメディアからは、有
益な情報とデマの両方が発信されています。プラットフォーマーは、
新型コロナウイルス感染症関連のデマの拡散を防ぐ、目に見える対
策に本腰を入れています。これにより、顧客からの一定レベルの信
頼を彼らは得ることができると考えられます。当初は、新型コロナ
ウイルス感染症に関する情報をどの程度真剣に受け止めるかについ
て、リベラル派と保守派で意見が両極に分かれていました。しかし
事態が深刻さを増すにつれ、両派は徐々に、少なくとも科学の領域で
は事実にだけ目を向けるようになりました。今回のパンデミックは、
現状認識を再び共有する一助となるのでしょうか?　最終的には、
ウイルスには人種や宗教、国籍、政党など関係ありません。

今回のパンデミックは、私たちがこれまで見てきたどの危機にも似
ていません。その一方全ての危機と同様、人間としての私たちの最
良の部分と最悪の部分を引き出すことになるでしょう。世界中の組
織が連携し、かつてないほどの規模で情報を公開して、ワクチンや
治療法の開発に取り組んでいます。より幅広い社会的役割を担うこ
とが企業に求められている今、ビジネスリーダーは、デマ対策、誰か
をスケープゴートにする行為の撲滅、これから待ち受ける喫緊の課
題への対処で自社の能力を生かすことによりリーダーシップを発
揮することができます。同時に、今起こっている、世界経済、テクノ
ロジーの進化、社会規範、消費者行動の変化など、全てが一体となっ
て、パンデミック終息後のニューノーマルを形成するこれらの要素
に目を光らせていなければなりません。

より幅広い社会的役割を担うことが企業に求めら
れている今、ビジネスリーダーは、デマ対策、誰かを
スケープゴートにする行為の撲滅、これから待ち受
ける喫緊の課題への対処で自社の能力を生かすこ
とでリーダーシップを発揮することができます。
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