
新型コロナウイルスによる
ビジネスへの影響度調査 
アジア太平洋地域における企業と人材
パンデミック対応の現状



はじめに
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界中で
拡大する状況を受け、エグゼクティブサーチやRPOなどの
ビジネスを手掛けるボイド&ムーアエグゼクティブサーチ
（BMES）は、これまでに強固な信頼関係を築いてきた
顧客企業およびエグゼクティブ人材を対象として、アジア
太平洋地域の企業、人材への影響についての調査を実施
しました。

各国の政策や外出制限などの状況は刻 と々変化していま
すが、今回の調査実施時点のスナップショットでは当社の
クライアント企業の経営者200名（雇用者側）、そして
エグゼクティブ人材500名（従業員側）の双方から前向き
な回答が意外にも多く寄せられた点が特徴として挙げら
れます。

BMESの『新型コロナウイルスのビジネスへの影響度
調査』の結果に関する詳細は次ページよりご覧下さい。



・　調査対象となった経営者（雇用者側）の96%はCOVID-19に対し
て自社で行った対策に満足していると回答しています。一方、従業
員側の満足度はそれよりも15ポイント程低い結果となりました
が、それでも従業員側の77％が自社の緊急対策に概ね満足して
いると述べています。

・　業界を比較すると、満足度はIT業界でもっとも高く、日用品・消費
財業界が続いています。

・　それに対し、新型コロナウイルス感染症拡大後、直近数か月で
もっとも大きな影響を受けたであろうファッション・アパレル業界
での満足度が一番低い数値となりました。

COVID-19 に対する自
社の対策への満足度調査

不満 満足

会社

従業員

- 質問 -
あなたの会社が導入した新型コロナ
ウイルス対策についてどの程度満足

していますか？

- 質問 -
あなたの会社ではどのような
対策を導入しましたか？

テレワークの義務化

マスク、消毒液、
その他防護用品の提供
社内コミュニケーション
および情報提供の強化

発症時の自己隔離の推奨

緊急対策部門の設置

オフィス出勤者の削減 /
業務の分担化

フレックスタイム制度の導入

任意のテレワークを許可

治療時の隔離期間を
傷病休暇扱いとする

従業員へのメンタルヘルス
支援や金銭的支援の拡充

通勤手段の特例措置を導入

家族に対する支援制度の導入

傷病休暇の追加付与

無給休暇を指示

0 100 200 300 400

3



・　経営者と従業員の間で満足度に差が生じるのは当然か
もしれません。マネジメント層はその点を踏まえたうえ
で、いかにしてそのギャップを解消していくのか、従業員と
共に考えていく必要があります。考えうる方策として、
例えば社内の雰囲気や従業員の考えを把握するための
社内アンケートを実施するといったことが考えられます
が、その場合にも従業員に目的を分かりやすく説明し、
結果に変化が見られなかった場合も含めて定期的に
情報提供を続けるよう留意しなければなりません。導入
した対策としてコミュニケーション強化を挙げたリーダ
ー企業が多かったのも、そういった点を重視したからで
しょう。

・　満足度がもっとも高かったIT業界が実施した対策として
参考にすべきものとして、テレワークに必要なインフラの
整備、安定したインターネット接続環境の提供、従業員
の自宅へのPC環境導入支援などが挙げられます。もちろ
ん、業界やビジネスによってこれらの対応を実施できる
かどうかに差はありますが、IT業界が新しいワークスタイ
ルにいち早く適応可能であることが今回の調査結果から
明らかになりました。

ビジネスリーダーの声

当社では、導入した対策が社員から理解を得られているか
についてアンケート調査などを通じて定期的に確認してい
ます。また、すべての社員が意見を伝えることのできる窓口
も設けています。このような事態の時には特に、社員が「自
分の声がちゃんと届く」と思える事がとても大切なのです。

- Gary Jackson, VP APAC, Tenable
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2月末から少しずつテレワーク導入を開始し、3月中旬には
全員が自宅から仕事できるようになりました。IT環境の面で
は見切り発車でしたが、まずはスタートしてしまってから同
時並行的にインフラを改善するほうが、公共交通機関で通
勤することに対するメンバーの不安を取り除く上でも重要
だと考えたからです。
現在はインターネットを通じた全社員参加のタウンホール
会議を隔週で開催して会社の現状を共有し、みんなの声を
聞くようにしています。このパンデミックがいつまで続くかわ
かりませんが、コミュニケーションがかつてないほどの重要
性を持つようになりました。また、政府からのアナウンスや
本社の指示など待たず、みずから即決断するべきだと実感
しています。

- Yutaka Nakazato, APAC President, Coleman

BMESの分析



・　見込まれる影響の程度としては「やや大きい」から「すべてに影響
する」までの回答が81%を占めており、業界を問わず多くの回答者
が、このパンデミックはビジネスに何らかの影響を与えると予測して
います。

・　もっとも大きくビジネスインパクトが及ぶ領域については、収益全体
とサプライチェーンだとする回答が多く見られました。その一方で興
味深いのは、ワークスタイル全般へCOVID-19が与える影響が急速
に顕在化し、3位に入っていることです。また、今後の人材および採用
に関する戦略への影響を挙げる声も僅差で続いています。

・　顧客との関係やサービス提供への影響という点について、回答者が
楽観的に考えていることはポジティブ側面であると言えます。

新型コロナウイルスによる
ビジネスへの影響について

- 質問 -
COVID-19の拡大はビジネ
スに今後どの程度の影響を
与えると思いますか？
影響しない

影響がない すべてに影響する

- 質問 -
COVID-19はビジネス
のどの部分に影響を及
ぼすと思いますか？
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・　ビジネスリーダーは、今回の世界的パンデミックがもたら
した、今後も継続する可能性のあるワークスタイルの変化
について慎重に検討する必要があるでしょう。その上で、
人材を確保し引き留めるため、実施した制度の中で恒久的
に導入すべきものがないかについても評価すべきです。

・　多くの企業ではサービス提供や顧客との関係については
あまり心配しておらず、自社の従業員や人事戦略へ与える
影響のほうが気になっている様子です。COVID-19が拡大
する中で、優秀な人材の確保、維持によりいっそう力を入れ
なければならないでしょう。

以前から会社である程度、整備していたものの
活用されていなかった柔軟な勤務制度を早急に
全体に導入し、拡大することができました。他の
業界の企業や競合他社よりもリモートワークと
いう「ニューノーマル」にかなり早いスピードで
移行できたと思います。

- Hiroaki Kawamura, Country Manager, 
   Solarwinds
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2月の早い段階から感染拡大に対処するために
さまざまな対策を実施しています。ワークスタイ
ルに関して言えば、効率的な働き方を可能にす
る色々な方法とともにアジア太平洋地区すべて
のオフィスでフレックスタイムを導入しました。
さらにオフィスの貸主や取引業者とも協議し、
全面的なサポートとコスト削減への協力を依頼
しています。

- Filippo Gori, General Manager, Geox

ビジネスリーダーの声

BMESの分析



採用・人事戦略および
人材市場に対する新型
コロナウイルスの影響

・　企業の73%は採用の凍結、または今後の
採用活動について慎重なアプローチを採っ
ていると答えているほか、9%が今後の人員
削減を検討していると回答しました。

・　35%が採用に対して慎重な姿勢であるとは
いえ、それらを含めておよそ半数の企業が
採用活動を現在も継続している点はポジテ
ィブな結果といえます。

・　業界別で見ると、ファション・アパレル業界で
は17%が人員削減を検討、残りの83%が
すでに採用を凍結しており採用への影響が
もっとも強く出ています。一方、日用品・消費
財分野とIT企業については影響が比較的
少なく、日用品・消費財企業の36%、IT企業
の28%が採用活動に影響はないと回答して
います。

・　従業員の23%は、新型コロナウイルス感染症
の件を契機に以前よりも積極的に転職活動
を進めていると回答しています。

採用を
凍結している (37.8%)

人員削減を
検討している (8.6%)

今後の採用について慎重な
アプローチを採っている

(34.9%)

影響なし (16.7%)

- 質問 - 
COVID-19はどのように採用・人事戦略

に影響をしていますか？

- 質問 -
COVID-19によって転職意思が

変わりましたか？

- 質問 -
今後3～6か月の期間で積極的に転
職活動を行う意思はありますか？

いいえ、
変わっていません 

(49.1%)

はい、以前より
積極的に新しい仕事を
探しています(23.1%)

はい、一旦転職活動を
中止しています

 (27.8%)

積極的に
転職活動を行う

 (49.8%)

積極的に転職活動をする
予定はないが、可能性があれば

検討したい (34.6%)

しばらくは仕事を
変える予定はない

(15.6%)
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その他 (1.9%)



・　多くの企業（38%）が採用を停止する中、
慎重な姿勢の企業も含め採用を凍結せず
継続している企業は、平常時であれば多く
のオファーを得るような候補者層がより間
口を広げている状況を活かし、優秀な人材
を見出すことができるでしょう。今こそ、充実
した候補者リストを手に入れ、競争優位性
の確立を可能にする卓越した人材を採用
する絶好のチャンスであると言えます。

・　採用に対して慎重に臨む企業は、人材採用
に際して間違いのない決断を下せるように
新たな手法を取り入れるべきでしょう。例え
ば、ブレのない評価手法や競合分析データ
の活用、客観的な候補者ベンチマーキング
の導入などが考えられます。

・　人材削減を検討している企業（9%）は、
プロセスを進めるにあたって専門家の指示
やアドバイスを得ることを検討すべきで
あり、アジア太平洋地域の中でも日本の
ように制度が複雑な市場では特に注意が
必要です。加えて、社員が退職する際に手厚
いサポートを提供することで、良い雇用者
であるという企業ブランドを守ることも大切
です。
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採用は事実上ストップしていますが、優秀な
人材がいないか常に目は光らせてはい
ます。ただ、現時点では社員の安全確保のた
めにやれることはすべてやる、という点に最
大のフォーカスを置いています。

- Hiromi Miyauchi, Senior HR Manager,   
  Tanium
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当社では現在、従業員体験の向上に注力
しており、こんな心の落ち着かない時期で
も社員が不安を感じることがないように
新たな取り組みを進めています。例えば、自
宅から仕事を行う際にどうやってコミュニ
ケーション取るか、仕事の効率を保つか、
集中するか、あるいはリモートで働く社員を
どのようにサポートするかといったテーマに
関する社内のベストプラクティスを紹介す
るデジタル連載の公開をはじめました。こう
いった施策を通して社員が1日も早く「ニュ
ーノーマル」に適応して、しっかりと自信を
持ち、信頼されていると思えるようになって
くれることを願っています。

- Annie Lim, APJ Head Talent Acquisition & 
  Diversity Outreach, Citrix

BMESの分析

ビジネスリーダーの声



まとめ
新型コロナウイルスの世界的パンデミック拡大が続く
中でも、数多くの優秀な人材が新しい可能性、活躍の
場を積極的に求めています。今、慎重さを保ちながらも
そういった人材に積極的にアプローチする採用戦略を
持つ企業は、人材獲得競争における優位を得るに違い
ありません。

私たちを取り巻く状況は刻々と変化を続けています
が、アジア太平洋地域において企業は決して悲観的に
なることなく、この危機の中で組織を率い、導いている
ようです。

しかし、企業は今後、優秀な人材について意識した
視点を持つ必要があるでしょう。いかにして中核となる
社員を手放さないようにするか、どのようにしてフレキ
シブルなワークスタイルを（おそらくは恒常的に）導入
するのか、あるいはこの危機を乗り越えるための対策
をどうやって社員に明確に伝え、理解してもらうのか、
そういったことが求められるようになるはずです。
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2002年の創設以来、ボイドアンドムーア エグゼクティブサーチ (BMES)は、スタート
アップ企業から大企業までアジア地域でのさらなる成長を目指す企業様に対し、
多様な人材＆リーダーシップソリューションを提供して参りました。

ボイドアンドムーアの人材＆
リーダーシップソリューション

エグゼクティブ
サーチ
ビジネス成長を支える
優秀なエグゼクティブ
人材を紹介するサービス

採用
ソリューション
（RPO、市場調査、プロジェク
ト採用、採用ブランディング）
さまざまな採用ニーズに柔軟
に対応できるソリューション

アウトプレース
メント
リストラクチャ―の対象と
なる社員様へのキャリア
サポート

リーダーシップ
評価 
社内の優秀な人材を評価・
ベンチマークし、より確実
な採用決断を可能とする
サービス

人材サーチ及びアウトプレースメントやリーダーシップ評価等、弊社サービスに
関するご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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URL: https://bmes.com

J A PA N
Tony Moore 
Managing Director
email: tony@bmes.com
phone: +81-(0)90-4168-4543

A PA C
Jo Smith
VP of Strategic Solutions
email: jo.smith@bmes.com
phone: +65-9773-7660



当調査について
調査時期：2020年 3月30日～2020年4月14日
回答者：アジア太平洋地域で活躍しているビジネスリーダーと企業に勤務する方合計 700名

新型コロナウイルスの徹底的なビジネス調査
ボイドアンドムーアエグゼクティブサーチ株式会社
調査：デザイン：ブエルナー・リサ、リージョナルマーケティングディレクター
文章：スミス・ジョー、バイスプレジデント ソリューション企画
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