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ボルドリッジ オフィシャルブログ  

 

ニューノーマルは「RE2ST3」を求めている。 

July 16,2020 by Harry Herts The Baldrige Cheermudgeon 

 

翻訳：安倍 泰生 Sep. 20,2020  

 

休息？（REST？）をあなたは求めています。 ニューノーマルは活動についてのものになると 

あなたはいう。 実際、私はいくらかの休息は必要だろうと思います。 新しい働き方の様式や新

しい家庭生活の様式を築きあげた３月以降の狂乱的な活動のあと、私たちの多くは、中でも若い家

族を持つ人々は疲れ果てています。 ですから、いくらかの休息はふさわしいかもしれません。 

しかしながら、私がこの投稿で述べていることは「RE2ST3」です。 つまり（Resilience 回復力、 

Ecosystems エコシステム、 e-Wisdom デジタル活用の知恵、 Societal responsibility 

社会的責任、 Telework テレワーク、 Transition  移行、 Transformation 変容 ）です。 

 

これらの REST の要素に注意を払っている組織は、ニューノーマルにうまく突入する用意ができ 

ていると信じています。 私は、多くの書物と、地域のリーダーや分野を超えた人々との会話に 

基づいて結論を出しています。 私は「RE2ST3」それぞれの範囲を要約するにあたって、いくつ 

かの適切な刊行物を参考にしています。 私のキーポイントは以下の個別の表題に向きあっている 

ものの、これらの多くが複数の表題のもとに議論されており、いくつかの話題は相互に関連し合っ 

ていて、ニューノーマルを創造するためのシステムの一部であることは明白です。 

 

「RE2ST3」 

 

Resilience （回復力） 

 

おそらく、ニューノーマルにおけるたった一つの、包括的な変化は、すべての組織にとって回復力

に焦点を当てることの必要性です。 組織の回復力の複数の定義が提唱されています。 

私の議論の目的のために以下のような定義を提案します。 定義は主として McKinsey on new 

operating modelsとDeloitte on the essence of resilient leadership PDFおよびコミュニテ

ィーの回復力を定義するNIST（National Institute of Standard and Technology）の考え方の

組み合わせに基づいています。 

   

組織の回復力 は予想される種々の危険に備え、（１）従業員と顧客のエンゲージメントおよび 

（２）サプライチェーンと財務の成果、（３）組織の生産性、そして（４）コミュニティーの幸福を

護り、予測し、強化するために、複数の側面で働いています。 組織の回復力は組織のDNAにAgility 

（俊敏性）を構築する方法です。 

 

この定義の中に明確に組み込まれているのは、俊敏性（ Agility ：すでに Baldrige審査基準のコア

バリューと概念の一部になっている。）の概念であり、外部環境における最近の変化に素早く対応し

てきた組織によって、大変効果的に採用されてきたコンセプトです。 素早く動ける組織が成功し
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ているやり方から明らかになった隠された教訓は、一般的に組織は、集中され過ぎていて、官僚的

過ぎて、遅過ぎて、内部に焦点を当て過ぎていて、頑固過ぎて、複雑過ぎることです。 

 

BSI（British Standards Institution, 英国規格協会）は組織の回復力は、運営の回復力、情報の回

復力、サプライチェーンの回復力から成り立っていると述べています。 

このような回復力を獲得するためには、リーダーは機会と脅威（俊敏性）の両方に素早く対応し、

戦略を変化する状況（組織のコアとなるビジネスモデルと製品を含む）に適合させ、信頼の文化を

持つ強力なガバナンスを持たなければなりません。 そして組織は RE2ST3 の取り組みの他の要

素に向き合わなければなりません。 それは、エコシステムの考え方、データリッチな思考プロセ

スの採用、そして従業員に、継続して学習している新しいスキルを身につけさせることです。 

 

Ecosystems （エコシステム） 

 

エコシステムとは、あなた方の主要な特性を、あなた方のパートナーや協力者、顧客、地域社会、

そしてときには競争相手をも含む、その他の関連する組織と混ぜ合わせた大きな全体の一部として

あなたの組織を運営することです。  

最近のMark Greeven とHoward Yu によるHarvard Business Review （HBW）の論文は、

企業が素早く前進できることの必要性について論じています。 企業（およびその他の組織）は、

動き、特に素早く向きを変えるために、エコシステムの関連にテコ入れすることによって優位性を

創り出すことができます。 デジタルプラットフォーム（下述 e-Wisdomをご覧ください）上で運

営している組織は生まれたときからの優位性を持っています。  

 

組織にとって、彼らがニューノーマルに突入するときに考えるべきエコシステムのステップには、

パートナーと再びつながること、共有情報を通じての学びの最大化、より大きな見方における顧客

提供物（製品やサービス）の再考、まだ考え出されていないコンセプトの受け容れとそれらをアイ

デアの発生装置として使うこと、旧来とは異なるパートナーシップ（例えば、競争相手との、また

は私的部門や公的部門、政府機関の貢献との）を含みます。 エコシステムは本来リスクマネジメ

ントの共有を可能にします。 

 

私たちが最近の世界的な出来ごとから学んだように、旧来の供給ネットワークをより短く、より効

率的に、そしてより柔軟に再考することは大変重要です。 柔軟性には、ジャストイン ケースの手

法をともなった運営が含まれます。 可能な限り、これには供給ネットワークの地域化や、重要な

サプライヤー達との戦略の共有やネットワークの学習、デジタルプラットフォームによるより大き

な「エコシステム」を考えることを含みます。 

 

成功するエコシステムは信頼システムの上に築かれます。 それらは、交流のベースから相互の共

有価値創造に焦点を当てた信頼ベースに移行します。 

 

e-Wisdom （デジタル活用の知恵） 

 

e-Wisdom は、私がデジタルとデータ強化経済のすべての側面に使用している言葉です。 データ
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分析の使用、もののインターネット、人工知能、クラウド運用の採用、大きなデータセット対応の

ビジネスとプロセスモデル、そして強化された自動化は急速に加速しています。 これらのツール

のいくつかは、あなたの組織にすぐには、または直接インパクトを与えませんが、それらはデジタ

ル統合型エコシステムを含めて、あなたの競争環境やあなたの顧客基盤をかけて争う新規参入者に

最もインパクトを与えやすいのです。 すべてのビジネスはテクノロジービジネスになるでしょう。 

 

すべての、スマートテクノロジー（Industry 4.0 第四次産業革命といわれる：訳者注）の使用を

含む端と端をつなぐデジタル化の加速は、マッキンゼーによって描かれた５つの経済復興の運営傾

向 operational trends envisioned by McKinsey の一つであり、デジタルソリューションの拡大

ネットワークは Deloitte が優先事項 extended network of digital solutions is seen by 

Deloitteとみなしています。 端と端をつなぐデジタル化の加速は、生産性や持続的な資源の使用、

俊敏性、売り出しの速さ、そしてカスタマイズを高めることを期待されています。 加えて２つの

トレンド（マッキンゼーが明らかにした５つのうち）は運営と財務の透明性と識別、そしてデジタ

ルコミュニケーションの使用の拡大と協働ツールを通じたリモート作業の「ネクストノーマル」を

含んでいます（詳しくはTeleworkの稿をご覧ください）。 

 

ニールセン Nielsenのデータによれば、消費者向け製品の分野において、2020年３月、オンライ

ンの消費者向けパッケージ商品の購買は６０％急増しました。 その成長の３７％はオンライン購

買を初めて使用したか、オンライン購買の使用を大幅に増加させた世帯から生まれました。 新し

いオンライン購買者の４０％は５５歳以上でした。 この購買のいくらかはレンガとモルタルの店

舗に戻りますが、風景は確かに変化しており、サービスの供給者やサプライチェーンに同様に影響

を与えるでしょう。 

 

最後に、RE2ST3アプローチの要素の、相互依存のもう一つの例として、デジタルプラットフォー

ムはエコシステムの運営において競争優位を提供します。 すべての種類の共有データと学習の 

プラットフォームはその利点の一部です。 

 

Societal Responsibility （社会的責任） 

 

次のような大きな期待があります。それは、私たちがニューノーマルにおける私たちのビジネスと

経済を再構築する間に、重要な社会的な問題に向き合う方法をみつけるであろうということです。： 

その問題とは、社会的不公正、人種差別、収入と生活の質の差、非常に新しくて非常に古い財務と

ヘルスケアの課題、私たちのビジネスと公共セクターにおける信頼の構築、技術の予期しない結果、

そして私たちの環境への影響の減少です。 

Accentureの研究レポートApril study report by Accenture（ミネアポリスにおけるGeorge 

Floyd の死以前の）において、消費者の８２％が他者の健康に不安を持っているのに対して６４％

が彼ら自身の健康を心配しています。 加えて、８８％が経済を心配している一方、６４％が個人

的な雇用の安全を心配しています。 私たちがより世界を認識している社会として、私たちは私た

ちのすべてのコミュニティーとすべてのビジネスに、そのような世界を創って行くうえでリーダー

シップの役割りを果たすことを望み、より待ち遠しく思っています。 
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ニューノーマルでは、従業員や顧客やコミュニティーに期待される新しい社会契約が見られやすく

なります。 最近の出来事は一般的に社会的な責任に対する感度を高めています。 

組織的な社会目的と、いかに組織が、なかでも企業が、最近の数カ月の間にどのようにふるまった

かに新たな関心が寄せられています。 従業員、コミュニティー、パートナー、協働者、そして最

も重要なことに、顧客が企業のふるまいを注視し続け、長く覚えている傾向があります。 

 

最近のピートフォーリーによる論文Disruptor League articleにおいて、彼は最近の変動が 

「第二次世界大戦以来の全ての出来事よりも多くの習慣の破壊と行動を確立した。」と指摘してい

ます。 いま、来るべき時代の消費者とコミュニティーの行動に不釣り合いに、そして確実に影響

を与えるであろう経験を創り出す絶好の機会なのです。 フォーリーはまた、単純な例をあげて人々

の間に経済的格差への寛容さはほとんどないと指摘しています。 

 

社会的な不安のつながりでは、市民、コミュニティーおよび諸機関の間で新たな信頼を築く必要が

あります。 私たちは、公正に向き合う社会的な必要性を期待しています。 私たちは、物理的に

も経済的にも安全であることを求めています。 私たちは個人的な情報が護られることを求めてい

ます。 私たちは、運営においてもコミュニケーションにおいても、そして司法制度においても透

明性を求めています。 そして私たちは、すべての組織と機関に、その信頼を築くための指標を設

定し、報告することを期待しています。   

 

Telework （テレワーク） 

 

ここ数カ月の間に、自宅で働くことは、ウィルスの感染を避けることを超えていくつかの非常に 

好ましい利点を持っているという一般的な合意が見られます。 

利点には、通常よりも高い従業員の生産性、通勤が少なくなることによる汚染の減少、好ましい結

果をもたらす従業員へのより大きなエンパワーメントが含まれています。 

 

私は Forbes と Business News Daily および Accenture によって蓄積されたいくつかの最近

のデータを共有したい。 

・リモート従業員（離れたところで働く従業員：訳者注）は月当たり平均で１．４日多く働いて 

いる。 それは年換算でほぼ１７日多く働くことになる。 

 ・リモート従業員は、オフィス勤務者の１８分に比べて、１日平均２２分の休憩を取るが、リモ

ート従業員は毎日１０分よけいに働いている。 

 ・オフィス勤務者は、リモート勤務者の２７分に比べて、１日当たり平均３７分生産に従事して

いない。（unproductive：非生産的である。）  

 ・これまで自宅で働いたことがなかった人々の４６％は、いま将来もっと多く自宅で働くことを 

望んでいる。 そして現在、リモート勤務者の９９％は、残りのキャリアのために、少なくと

も時間の一部はリモート勤務をしたいと考えている。 

 ・リモート勤務者の３７％は、もし彼らが自宅勤務を続けられるのであれば、１０％の減給を 

受け容れるであろう。 

 

一方自宅での勤務の際、従業員はより高いレベルのストレスと、ワークライフバランスを達成する
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ことの難しさを報告しています。 これは、ニューノーマルにおいていかにして真の休息（rest）

を達成するかをさらに考える理由を提供しています。 組織とその従業員にとってワークライフと

ホームライフとの境界を設けることは重要であり、そうでなければ、従業員は「彼らはオフィスに

住んでいる」と感じるでしょう。 

 

先を見ると、自宅での勤務は組織と従業員に利益をもたらし、いかにして、どこで、いつ、私たち

は働くのかを再考察するように私たちを導きます。 確かにそれは、次世代のデジタルによる協働

とコミュニケーションツールに通じるでしょう。 リモートワークは障害を持つ勤労者に恩恵をも

たらし、組織にとって必要なスキルを持った新しい従業員を組織に引きつけやすくします。 

より質の高いデジタルツールと仕事に近づく新しい方法は同様に、地理的にリモート従業員へと導

きやすくします。 これらの従業員は、雇用者に必要な専門知識と地域市場の知識を持った従業員

を雇用するためのより大きな力となるでしょう。 

 

Transition （移行） 

 

私は、ニューノーマルは、当初は移行 (Transition)、そして変容（Transformation）という２つ

のステージで達成されると思います。 一つのステージから次のステージへの明確な中断はありま

せん。 しかしながら私は、いくぶん論理的なラインによって分けられるふたつのステージに分け

て考えることがより容易であることを発見しました。 

 

ニューノーマルへの適合に関する論文において、PricewaterhouseCoopers（PwC） とHBRの

Hubert Joly は別々に、国と組織は成功の意味を再考しなければならないだろうと主張していま

す。 国内総生産と収益性は材料と社会の進歩という新しい尺度に置き換えられなければならない

でしょう。 運用モデルは、仕事と販売をやり遂げながら社会的、空間的な隔たりに向き合わなけ

ればならないでしょう。 組織は、彼らのミッションと同様に彼らのより大きな目的に焦点を当て

なければなりません。 彼らはいかにして人々やコミュニティーの生活に違いを創っているのか？ 

サプライチェーンは、国際的な物資の取引の可能性が最小か、またはまったくない環境の中で運営

できるように考えなおさなければなりません。 

 

組織は、彼らが最近の数カ月に成し遂げた運営上の焦点の明確さを維持する力を試されるでしょう。   

彼らはまた、驚くべき（短期間の）戦略的重点事項を達成しています。 いま彼らは長期間に 

わたる明確さを示す必要があります。 彼らはいかにして「危機」を「機会の重大局面」に変える

のか？ ここにニューノーマルへの移行の間に考えるいくつかの質問があります。 

・古いビジネスモデルから残さなければならないものは何ですか？ 

 ・あなたの組織のコアバリューは、いくらかの再考が必要ですか？ 

 ・あなたはどのようにして、「反応する respond」から「立ち直る recover」に、「対応する 

reacting」から「刷新する reinventing」に体制を移しますか？ 

（Deloitte Insights on resilient leadership PDFをご覧ください。） 

 ・最近の数カ月の間に、組織は意図的に求めることなく起業時の考え方を展開してきました。  

あなたはこの考え方を持続させようとしていますか？ それはどのようにして？ 

 ・どのような、柔軟な働き方を長期的に採用しますか？ 人的資源と情報技術（セキュリティー
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を含めて）の影響はどのようなものですか？ 

 ・メンバーが、事業地域やあなたの現在の事業地域を越えて地理的に離れた場所に散らばって 

いて、人材がどこにでもいるという永続的な人材配置戦略を展開しますか？ 

 ・あなたの新しい（身軽な）運営モデルはどのようなものですか？ 顧客や従業員そして重要な

運営プロセスにどのように焦点を当てますか？ 

 ・どのようにしてあなたの組織構造を永続的にフラットにして、自由と、自由がもたらす成功を

享受してきた従業員に権限を与え続けますか？  中間管理職はどうなりますか？ 

・あなたのリーダーシップチームはどのようにして組織の立ち直りのための作戦図を創りあげま

すか？ そしてそれはどのような内容を含みますか？ 

 

Transformation （変容） 

 

「変容」という表題は新しい組織状態に到達することを意味しますが、その永続性は与えられない

と私は思います。 変容の一部はこの論文の冒頭で示された定義の、あらゆる意味において回復力

のある身軽な組織能力を構築し続けるでしょう。 

ここ数カ月を経過して、組織がこれまでにやってきた以上に速く行動できないといえる組織はあり 

ません。 私は、このセクションを私のニューノーマルの分析に基づく２つの部分に分けたいと 

思います。 それは、「緊急になすべきこと」と「考慮すべきこと」です。 

  

Imperatives （緊急になすべきこと） 

・怠惰を克服する。 マッキンゼーMcKinsey によれば、一般の企業は翌年度に向けて予算の 

ほんの２～３％を再割当てしています。 しかしより多くの価値を生み出す企業はすでに８％ 

から１０％の予算を再割当てしています。 

（訳者注：マッキンゼーの文献では、再割当ては予算の割当てを意味しています。  

一般の組織が前年の２～３％レベルの伸長を予算化しているのに対して、積極的な組織は 

１０％の伸長を予算化していると記されています。） 

 ・重要な顧客と従業員の確立と保持：これには健康と安全の強化を考えることが求められます。 

 ・末端顧客について考える。― 彼らは製品の開発と顧客の経験とふれあいの革新、改善された

社会的責任、そして新しい透明性の加速を望んでいます。 

 ・素早い決断、官僚主義の減衰、そして効果的で効率のよい従業員やパートナー、サプライヤー

とのコミュニケーション 

 ・従業員へのエンパワーメントと継続的な学習の強化 

 ・スピード、柔軟性、そして高い生産性 

 

Considerations （考慮すべきこと） 

 ・オープンなイノベーションはここ数カ月のあいだにたくさんありました。 さらにより広い  

参加を求めて、イノベーション２．０（オープンイノベーション２．０：訳者注）に参加する

時ではありませんか？ 

・ここ数カ月、政府や企業、そして非営利団体間の革新的な協力体制が確立されています。  

それらはあなたの組織の将来の協働や革新、そしてエコシステムにおいてどのように考えられ

ていますか？ 
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・あなたの組織の次の到達点（目標またはゴール：訳者注）をどのように、いかに早く明確に 

しますか？   

何が、あなた方が望んでいる成果を得るための道になりますか？ 

何があなた方の進捗情況を測る物差しになりますか？ 途中での進路変更や修正のための素早

い決断プロセスを持っていますか？ 

・あなたの組織のデジタル移行はどのようになりますか？ データの生成、掘り出し、分析はど

のように行われますか？ どのようにして、素早い、デジタル方式の予算/コストの仕組みを可

能にしますか？   

・あなたは、より少なくて、より大きな優先事項を設定していますか？ リーダーシップの時間

はどのようにしてより大きな決定事項に焦点を当てていますか？ 

・どのようにしてピークと谷間の仕事量のバランスを取りますか？ （いくつかの組織では、 

競合のない組織との間で働き手を共有する labor shareようになるでしょう。） 

・ほかに再考しておかなければならないのはどのようなことですか？ 

・あなたはどのようにして組織の目的に関係していて、どのようにしてその目的を従業員や顧客、 

  そしてコミュニティーに伝えますか？ 

 

A Systems Response （システム応答） 

 

２０２１～２０２２版ボルドリッジ エクセレンス フレームワークの改定版において、ニュー 

ノーマルの特定の影響を知るにはあまりにも早過ぎるのですが、新しい基準書のフレームワークに

影響があることは明白です。 

 

最後に考えていること： 

私は、戦略的な成功や従業員のエンゲージメント（そして「REST」）へのキーは、透明性であり、

コミュニケーションであり、エンパワーメントあると思っています。― ニューノーマルにおける

いまはこれまで以上に！ 

 

Resources （資料） 

  

January 14,2020 「20２０年です。あなたのCEO は永続的な刷新を考えていますか？」 

It is 2020.Is Your CEO Thinking about Perpetual Reinvention? Archived Columns 

訳者注：資料は、ボルドリッジのオフィシャルブログです。 アンダーライン上の綴りで 

検索してみてください。  

  以上 


