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リモートワークアセスメント

オフィスだけでなく、自宅・サテライトオフィス・外出先からの勤務を可能とするリモートワークの導入
は、多様な働き方を実現する制度の1つとして推奨されてきました。また、「ウィズコロナ／アフターコ
ロナ」におけるオフィス環境のニューノーマルとして、リモートワークを導入する企業が増加しています。
一方で、リモートワークを前提とした就労環境となっていないことにより、業務プロセスやセキュリティ
等で課題が露呈してきている企業も見られます。KPMGは、リモートワークの現状を診断し、課題・改善
点を洗い出すアセスメントを実施し、企業の変革を支援します。

リモートワーク環境における課題

「待ったなし」のリモートワーク改革

日本国内では、リモートワークを前提とした働き方に慣れていない企業が多数を
占め、同様の課題を抱えていますが、これを放置することによる損失を防ぐため
にも早めの対応が求められます。

とはいえ、拙速に他社と比較し欠けている部分を埋めるのは得策ではなく、まず
は自社の状況を正確に把握し、適切な対処を行う必要があります。
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リモートワークが普及しつつある一方で、リモートワークを前提とした就労環境
が整っていなかった企業では、COVID-19の影響を受け突如自宅勤務を強いられ
た社員や業務規模の縮小により影響を受けた人々から、さまざまな不満や不安の
声があがっています。

 リモートワークで問題が発生する可能性のあ
る企業に投資しない方がよいのではないか

 リモートワークによって、品質が落ちたり、
納期が遅れたりするような企業との取引は見
直すべきではないか

 IT運用コストの削減と、リモートワーク環境
の改善をどう両立すればよいか

 決裁印を押すためだけに出社することはやめ
たいが、どう判断すればよいか

 セキュリティ対策は行っているが、もし情報
漏洩が発生したら、会社の信用に関わる

 会社の固定電話がないと業務を行えない

 社内コミュニケーションが減り、業務品質の
低下に繋がっている

 従業員の業務進捗や勤務時間の実態を把握で
きず、労務管理や人事評価を行えない

 ネットワークの速度が遅く、資料をダウン
ロードするのに時間がかかる

 自宅というプライベートな空間でビデオ会議
を行いたくない

 場所に縛られない働き方ができないなら転職
する
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リモートワークアセスメントのアプローチ

リモートワークの全体最適化に向けたポイント

リモートワークの
現状診断

診断結果の
分析・可視化

Step1 Step2

 診断内容・あるべき
姿の認識合わせ

 診断対象の特定
 診断実施（インタ
ビュー、アンケート、
既存資料等の確認）

 リモートワーク診断書

 現状のスコアリング
 あるべき姿との
ギャップの明確化

 診断結果

想定
タスク

想定
成果物
イメージ

リモートワーク
改善計画の策定

Step3

 目指す状態の明確化
 改善ロードマップの
作成

 対応施策の策定

 リモートワーク改善
ロードマップ

施策の実施
継続改善

Step4

 対応施策の実施
 実施結果のモニタリ
ングと継続改善

リモートワーク時も非リモートワーク時と同じように、業務品
質・効率性が求められ、ビジョン・戦略と一貫性のある現場オペ
レーションの実現が必須です。それゆえ、自社のリモートワーク
の状況・課題を把握し、適切な対処を行うためには、戦略や組

織・人も含めた全体を捉えることが重要です。KPMGは、7つの構
成要素から成るフレームワークを用いてアセスメントを行い、リ
モートワーク改革を推進します。

リモートワーク環境の改善に着手する際は、現状の課題を把握し
た上で、全社戦略と合わせていつまでにどの状態を目指すかを定
義し、施策の実行計画を立てることが重要です。そのため、
KPMGではまず「リモートワークの現状診断」から取り組むこと

を推奨しています。まずインタビューなどを基にマネジメントフ
レームワークの構成要素ごとに目指す状態と現状の課題を明確に
し、それらに対して打ち手と改善計画を策定した上で実行に移す
ことで、継続的な改善を図ります。

マネジメントフレーム（アセスメントの構成要素）

①
リモートワーク

方針

②
組織
モデル

③
業務
プロセス

④パフォーマンス管理

⑤スキル養成・開発

⑥テクノロジー活用

⑦リスク管理

全社戦略
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マネジメントフレーム 主な診断内容

リモートワーク方針
 リモートワーク方針を全社レベルで策定し、実行しているか
 全社戦略との整合性が取れたリモートワーク方針となっているか
 取引先など社外との関係性をリモートワーク方針に含めているか

組織モデル
 リモートワークを考慮した組織構造（役割や責任を含む）を最適化しているか
 組織に必要なスキル要件を定義した上で、最適な人員を配置しているか
 リモートワークが可能な風土が醸成されているか

業務プロセス
 リモートワークが可能な業務範囲を明確にしているか
 非対面を考慮した業務のオペレーションルール・プロセスが全社レベルで標準化されているか
 社外のステークホルダーを考慮した上で業務プロセスを設計しているか

パフォーマンス管理
 リモートワーク時の進捗・成果管理、勤怠管理手法および、チーム変革手法が確立されているか
 パフォーマンス管理に関するルール・プロセスを全社レベルで標準化し、適宜改善しているか
 リモートワークの定着化に向けて人事制度が対応しているか

スキル養成・開発
 リモートワークを考慮したマネジメントスキルを高めるトレーニングを提供しているか
 リモートワーク時を含め、業務遂行時に必要なスキルを高めるトレーニングを提供しているか
 組織モデルで定義されたスキル要件に応じて、適宜トレーニングを改善しているか

テクノロジー活用
 リモートワーク環境を実現するITインフラを整備しているか
 活用するテクノロジーの選定基準・導入プロセスが全社レベルで標準化されているか
 IT投資の抑制やIT運用コストの削減ために、それらの管理方法が全社レベルで標準化されているか

リスク管理
 リモートワークを考慮したガバナンスを全社レベルで整備しているか
 システム・情報セキュリティを確保し、管理体制を構築しているか
 リスク発生・対応状況をモニタリングする仕組みを構築しているか

診断結果の分析・可視化：リモートワーク成熟度

成熟度
レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

未対応、または
場当たり的運用 部分的な運用 組織ごとの合理的運用 全社での合理的運用 戦略的運用

リモートワーク方針 リモートワーク方針を
策定していない

全社戦略と一貫性のない
方針を策定しており、実
行は一部にとどまる

全社戦略と一貫性はない
ものの、方針を策定・実
行している

全社戦略と一貫性のある
方針を策定しているが、
実行は一部にとどまる

全社戦略と一貫性のある
方針を策定・実行して
いる

組織モデル 組織要件やスキル要件
を定義していない

組織要件やスキル要件を
定義しているが、実行は
一部にとどまる

組織ごとに構造の最適化
や人の配置、風土の醸成
を行っている

全社レベルで組織構造の
最適化と人の配置、風土
の醸成を行っている

戦略・方針に併せ、顧客
や事業を見据えて組織を
適宜見直し、最適化して
いる

業務プロセス
リモートワーク必須業
務・可能な業務が不明
確で、行動基準がなく
基本的に出社を要する

一部でリモートワークを
行っているが、範囲は限
定的で、標準化されてい
ない

組織ごとに標準化され、
リモートワーク対応範囲
の明確化およびプロセス
の最適化を行っている

全社レベルで標準化され、
部門間連携ができている

社内だけでなく、社外連
携も考慮した上で、業務
を最適化している

パフォーマンス管理
リモートワークを考慮し
た勤怠や進捗等の管理を
行っていない

管理は部分的に行ってい
るが、多くは管理者個人
のスキルに頼っている

組織ごとに、リモート
ワークを考慮した管理を
行っている

全社レベルで管理方法を標
準化し、取り組んでいる

ビジネスに即した指標に
基づいて成果を管理し、
規程や管理方法を改善し
ている

スキル養成・開発
スキル養成・開発のため
の取組みを行っていない
（個人が必要に応じて取
り組んでいる）

スキル養成・開発のため
の取組みを部分的に行っ
ている

スキル要件に応じて、組
織レベルでトレーニング
を提供している

スキル要件に応じて、全
社レベルでトレーニング
を提供している

戦略・方針に併せて、適
宜トレーニング内容を見
直し、最適化している

テクノロジー活用 リモートワークできるIT
インフラが整っていない

テクノロジーの活用は部
分的な効率化にとどまる

組織ごとに業務にあった
テクノロジーを自由に選
定し、活用している

全社レベルで標準化され
た選定基準・導入プロセ
スに従ってテクノロジー
を活用している

テクノロジー選定～運用
までの全てのプロセスを
戦略と整合する形で全社
レベルで管理している

リスク管理
リモートワークに関する
ガバナンス整備やセキュリ
ティ対策を行っていない

部分的な対策にとどまり、
セキュリティリスクがある

組織ごとにガバナンス整
備やセキュリティ対策を
行っている

全社レベルで網羅的にガ
バナンス整備やセキュリ
ティ対策を行っている

リスク発生・対応状況を
モニタリングし、適宜ガ
バナンス整備やセキュリ
ティ対策を改善している

リモートワークの現状診断：診断内容

リモートワークの現状診断では、リモートワークの現状課題を認
識し、改善点を洗い出すことを目的とします。リモートワーク環
境がどの程度整備されているかをマネジメントフレームの観点か

ら把握・可視化し、今後どのようにこれらの環境を改善（または
リモートワークを導入）していくべきかの検討を進めていきます。

診断結果を基に、マネジメントフレームの構成要素ごとに現状のレベルと目指す状態の
レベルのギャップを把握します。
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リモートワーク改善計画の策定

リモートワーク診断結果（イメージ） 対応施策（例）

・
・
・

マネジメントフレーム観点別の評価結果（詳細）

オペレーション改善

 ペーパーレス化を含めたリモートワーク
を前提とした業務プロセスへの改善

 取引先企業や消費者とのコミュニケー
ション方法の改善

労務管理の徹底

 リモートワークを前提とした勤務実態把
握方法の検討

ITインフラの最適化

 テクノロジー選定基準の標準化対応
 リモートワークを前提としたITインフラ
の見直し（セキュリティを含む）

 リモートワークを中心としたIT機能の再
定義によるソーシング戦略の再検討

セキュリティ向上

 システム、ガバナンスの観点からリモー
トワークを前提としたセキュリティ管理
体制の見直し

リモートワーク
方針

組織モデル

業務プロセス

パフォーマンス
管理

スキル養成・
開発

テクノロジー
活用

リスク管理

：あるべき姿
：現状

1 52 43

突発的なITインフラへの
投資により、ITコストが
増加している

テクノロジー選定基準が
標準化されておらず、各
部署で自由にリモート
ワーク用のツールを導入
している

リモートワークでは実施
できない業務があり、業
務が停滞している

勤務実態が把握しきれず、
労務管理面でのリスクが
生じる懸念がある

会社貸与PCのセキュリ
ティ対策に、リモート
ワークの観点が含まれて
いない

リモートワーク成熟度

リモートワーク方針 組織モデル 業務プロセス パフォーマンス管理

スキル養成・開発 テクノロジー活用 リスク管理

明確になった課題に対応した施策の立案と優先順位を整理し、具体的アクションまで落と
しこみます。KPMGは、対応施策に合わせたソリューションを有しており、恒久的なリ
モートワークの実現まで支援可能です。
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