
進化か     
革命か？
リモートワークを再考する



今こそ、何が機能しているかを評価し、新たな
課題を解決し、将来に向けて積極的に計画を立
て、体制を整える時です。より意識的に設計す
ることで、リモートワークモデルは組織と社員
にとってより効果的なものとなるでしょう。

Korn Ferry global rewards survey, June 2020

バーチャルワークの普及など、コロナウイルスは
私たちの働き方に大きな変化をもたらしました。
そして、コロナからの回復の道のりは短距離走で
はなくマラソンのようなもので、企業は単にリ
モートワークを可能にするだけではなく、それ以
上のことに取り組む必要があります。

リモートワークがコロナ後の世界において通常の
就業形態の一つであり続ける可能性が高いことは
明らかです。最近コーン・フェリーがグローバル
で実施した報酬調査では、75％の組織が コロナ後
はよりバーチャルに業務を行うと答えています。
また、リモートワークが功を奏している面もあり
ます。世界的な金融サービス企業のシニアリー
ダー30人に話を聞いたところ、社員は自宅で仕事
をすることで生産性ならびに成果が向上したと答
えています。

しかし、マイナスの側面もあります。社員のエン
ゲージメントが低下したり、共働きの親が子供の
学業のリモート対応に追われたり、職場でのカ
ジュアルな交流がなくなったことで、アイデアや
情報を共有する機会が減ったりしています。

この世界レベルでの新たな就業形態の試みは、パ
ンデミックによる健康被害への対応として始まり
ました。しかし、その過程で、人々がどこでどの
ように仕事をするのかという根本問題に向き合う
こととなったのです。
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働き方の岐路に立って
多くの企業が、リモートワークによって新たな人材
を獲得できるようになったと同時に、物理的な就業
場所や関連コストを見直す機会となったと語ってい
ます。

今では、社員が自宅で仕事ができる柔軟性を評価し
たり、自分で時間をコントロールできることを好意
的に捉えていることの価値を認識しています。人々
は通勤や会議の時間を減らすことで、重要な仕事に
集中する時間を増やすことができています。私たち
が話を聞いた30人の金融機関のリーダーのうち40％
が在宅勤務によって総労働時間を増やすことができ
ると答え、半数が通常の勤務にはない柔軟性を提供
できると答えました。しかし、このような生産性の
向上には代償が伴います。

回答者の間で最も懸念されているのは、燃え尽き
症候群です。また、家庭に子供がいることが、仕
事上のストレスの主な要因になっていると言いま
す。多くの人が休暇を利用して、仕事の忙しさか
ら解放される時間を確保することも難しくなって
います。

また、就業現場にいる必要がある労働者にとって
は、不公平感が高まっており、リモートワークが
可能な人材との間の緊張状態が高まっています。
自宅で仕事ができるすべての人がリモートワーク
を望むわけではありませんが、現場勤務が必要な
職務に就いている人の中にも、仕事のやり方を工
夫することでリモート環境への移行を望む人もい
ます。

多くの企業が、リ
モートワークによっ 
て新たな人材を獲得
できるようになった
と同時に、物理的な
就業場所や関連コス
トを見直す機会と
なったと語っていま
す。
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根本的な前提条件を疑う
リモートで働ける仕事とリモートで働ける人材にまつわる緊張状態に対
処する上で、以下の6つの基本的な質問を考えてみてください：

誰がリモートワークをできるのか、
誰がリモートワークをしたいのか？01

さまざまな心理的ペルソナを持つ人々は、どこ
でも仕事ができるようにするために、様々な工
夫をしています。

例えば、何百万ものアセスメントデータに基づい
たコーン・フェリーの調査によると、自己管理型
の傾向の強い人は曖昧さを許容する力を持ってい
ます。また、同僚や上司との関わりをあまり必要
としないため、リモートワークに適応しやすいと
考えられます。

本当にリモートで働くことが02 
できる仕事とは？

今回の世界中の経験でわかったことは、私たち
が想像していた以上に多くの仕事が「リモート
ワーク可能」だということです。コールセン
ター全体でカスタマーサービスのオペレーター
を分散させたり、医療従事者が遠隔で診断した
り、エンジニアがビデオ通話で建築物の要件を
評価したり、営業担当者がZoomで営業活動をし
たりしています。

個社単位でこのようなリモートワークの意志決
定を下すためには、方法論に基づいたプロセス
を踏むことが必要になります。例えば、リモー
トで行うことで付加される価値、地域の規制、
安全性、セキュリティ要件、職務の複雑さ、テ
クノロジーへのアクセスなどの基準などがそれ
に当たります。

04



ワークライフバランスを保ち、
燃え尽き症候群を防ぐには？03

今こそ、いつ仕事をするべきかという長年の前提
を再考する時です。

組織ができる最大の手段のひとつは、同期型ワー
クから非同期型ワークへのシフトです。全員が同
時に参加する会議中に仕事をすることにこだわる
のではなく、コミュニケーションチャネルや共同
でのドキュメント編集を可能にすることで、個人
の都合に合わせて仕事ができるようにします。

これは時差を越えて仕事をするチームに
とって特に重要です。また、重要な仕事の
ための時間を確保することができます。例
えば、Slackのスレッドで済むような話を
Zoom会議で何度も繰り返す必要はありませ
ん。 仕事のスケジューリングややり方につ
いて異なる視線を持つことで、マネー
ジャーのチームの全員を「見たい」という
暗黙の欲求も含めて、過重労働を最小限に
抑えることができます。

04 職場環境はどうあるべきか？

組織は従来の人を集めるオフィスのコンセプトを
再考しているかもしれません。しかし、すべての
リモートワーカーが仕事に最適化されたスペース
を自宅内に持っているかどうかも考慮する必要が
あります。

これらは現実的な要因であり、リモートワー
クが可能かどうかにも影響します。不動産コ
ストを削減する機会になる一方で、リモート
ワークでは技術サポートに多額の費用がかか
る可能性もあります。また、オフィス外での
チームイベントなど、物理的に人を集めるた
めの新しい方法も模索する必要があるでしょ
う。

2Reimagining the Urban Office, Peter Bacevice, John Mack, Pantea Tehrani, and Mat Triebner, Harvard Busines Review August 14, 2020

3Is your organization ready for permanent WFH? Maxim Sytch and Lindred L. Greer, Harvard Busines Review August 18, 2020
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https://hbr.org/2020/08/reimagining-the-urban-office
https://hbr.org/2020/08/is-your-organization-ready-for-permanent-wfh


05 
社員の仕事をサポートすることと、社員のコミッ
トメントやさらなる意欲を引き出すことは別の話
です。そのためには、さまざまなチャネルで人と
つながることができるエモーショナル・インテリ
ジェンスを備えたリーダーが不可欠です。

最近の傾向として、シニアリーダーと若いメン
バーとの間のコミュニケーションが活発になって
きており、組織はよりフラットになってきていま
す。全員をCEOのオフィスに集めて話を聞くより
も、全員をZoom会議に集めてCEOの話を聞く方が
簡単です。しかし、一方で、新卒者のキャリア形
成に影響するようなシニアスタッフとの自然発生
的な交流は起こりにくくなっています。キャリア
開発とメンタリングプログラムをリモートワーク
の設計に意識的に取り入れることが必要です。

06 
リモートワークでプロジェクトを進めるのは、どう
しても難しいものです。一つのチームにしか所属し
ていない人のほうが少なく、プロジェクトは通常、
複雑な相互依存の関係で成り立っています。一つの
選択肢としては、依存関係にあるプロジェクトを意
図的に同じチームに割り当て、特定のタスクを担当
する社員を全員リモートで、または全員が対面で行
うようにすることです。

また、仕事の成果を測る方法も変わってきます
が、あらゆるパフォーマンス指標と報酬を明確に
し、透明性を持たせることが重要です。
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会社のパーパスや社員エンゲージメント
を維持するにはどうすればいいか？

コラボレーションやパフォーマンス
などの問題をどう管理するか？



ワークスタイルペルソナの活用

個人のワークスタイルを理解することは、リーダーが大きな共感を
持って人材を管理するのに役立ちます。例えば、「コネクター」タ
イプの女性マーケティングマネジャーがいたとします。彼女はグ
ループ間の人間関係を通じてアイデアや方向性を刺激するタイプ
だったとしましょう。

今や彼女の役割は、柔軟な仕事環境の中でリモートで指示を出すこ
とに代わっているでしょう。それにより、新しい行動をどう適用す
るかが明確になったことに感謝するかもしれませんし、一方で多少
の励ましも必要かもしれません。.今や彼女の役割は、柔軟な仕事環
境の中でリモートで指示を出すことに代わっているでしょう。それ
により、新しい行動をどう適用するかが明確になったことに感謝す
るかもしれませんし、一方で多少の励ましも必要かもしれません。
そして、慣れ親しんだ学習経験を通して、他の人と一緒に学ぶこと
を好んでいるかもしれません。
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他者との連携

同僚、上司などとの
関わりや交流の度合い。

外向性: 邁進： アジリティ：

ペルソナ
01 Visionary　ビジョナリー

02 Architect アーキテクト

03 Facilitator ファシリテータ

04 Explore 　エクスポーラ

05 Advocate 　アドボケイト

06 Driver 　ドライバ

07 Connector 　コネクタ

08 Stabilizer　スタビライザ

サポートの必要性

業務目標を達成するた
めのサポート、方向付
け、後押しを必要とす
る度合い。

仕事の柔軟性

明確な手順や役割を必要
とする度合い。曖昧さを
許容する度合い。

ワークスタイルペルソナ
社員を変革させる上で重要となる求める
ワーキングスタイル

性格特性

高：他者との
　　協働を好む

低：個人での
　　活動を好む

高：高い裁量を
　　好む

低：指示や方向付けを
　　好む

高：未知の状況や曖昧さを
　　好む

低：確固とした手順や方法を
　　好む
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パフォーマンスを
鼓舞し、長期的に
人材を維持するた
めに、このモデル
をどのように管理
するかを意識的に
考える必要があり
ます。

リモートワーク
の新しいモデル
多くの企業が、週5日オンサイトで働くことのな
い「ハイブリッド」モデルを検討しています。パ
フォーマンスを向上させ、長期的に人材を確保す
るためには、このような新しいリモートワークの
モデルをどのように管理するかを意識的に考える
必要があります。

これはあなたの仕事の性質、人材、そして戦略に
よって異なるため万能なアプローチはありません
が、世界を見渡すと5つの特徴的なモデルに分類
できます。

流動的なハブ＆
スポーク型

1つの本社を中心に、主要都市に人材を集
め、オンサイトやオフサイトで仕事ができる
柔軟性を持たせたもの。誰がどこで仕事をす
るのかという「就業規則」を設定する必要が
あります。

オンサイト”カルチャー
醸成”重視型

普段はリモートで仕事をしていますが、会社
のパーパス共有や関係性構築のために定期的
に物理的に集まる機会を設けるもの。オンサ
イトの時間を有意義なものにすることが重要
です。
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オンサイト
最小限型

物理的な作業や、顧客と会ったりするためにそ
の場にいなければならない社員だけがオンサイ
トで働くというモデル。このモデルを機能させ
るためには、誰にとっても「公平」であること
を感じさせる必要があります。.

チームへの権限移譲型

それぞれのチームには、オンサイトまたはリ
モートでの最適なコラボレーションモデルを決
定する権限が与えられている。チームが合理的
かつ包括的な決定を行えるよう、ガイドライン
を提供します。

リモートオンリー型

オンサイトでの活動は行わず、すべてのコラ
ボレーションをバーチャルで行うというモデ
ル。一方、この方法だけでは、長期的にエン
ゲージメントを維持することが難しくなりま
す。  そのため、仕事への取り組み方や期待
される行動を明確に文書化する必要がありま
す。

4GitLab’s guide to all-remote, GitLab
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https://about.gitlab.com/company/culture/all-remote/guide/


リモート可能な”仕事”とリモート可能な”人材”は2
つの異なるものです。そのため、選択を始める前に
2つの質問に答えることが重要です。リモートワー
クによって何を達成したいのか、そしてその成功を
どのように測定するのか。

例えば、よりポジティブな企業ブランドを構築する
ことで、より多くの人材を確保したい、不動産コス
トを最適化したい、より多くの多様な人材を確保し
たい、などが考えられます。

このような洞察があれば、どのような仕事がリモー
トワークに適しているのか、どのような人がリモー
トワークに適しているのかを理解し、今後のリモー
トワークの持続可能なモデルを設定することができ
ます。

コーン・フェリーは、人材のアセスメントを通じ
て各々の社員に必要なチームの関与、指導、指示
の程度など、本質的な就業形態の好みを明確化し
ます。ある経営者が語ったところによれば、彼の
部下は「自分でやる気を出せる人」と「1時間ご
とに電話して確認しなければならない人」の2つ
に分かれるそうです。

私たちは、スマートなリモートワークの決定をサ
ポートするために、職務上の役割に関する数十年
にわたる深い洞察を共有することもできます。い
くつかの役割を分解して、バーチャルで実行可能
なタスクとコンピテンシーのセットとして作り直
す必要があるかもしれません。また、保険金請求
処理、簿記、リスク管理など、一部の業務のデジ
タル化・自動化を加速させる機会があるかもしれ
ません。

01 ビジネス目標を設定し、モデルを確立する

コーン・フェリーの
アプローチ
リモートワークやオンサイトワークのチームや業務プロセスをどのように構築す
ればよいでしょうか？　以下の3つのステップから始めることをお勧めします。
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リモートワークの効果を高める9つの手段

デルを機能させるための02 モ
変化のレバーを引く

今回の世界レベルでの在宅勤務の試みは、必要な
行動やオペレーションの変化についてじっくり考
える時間がないまま、私たちに突きつけられたも
のです。しかし、どんなモデルでも、より効果的
に定着させるためには、導入のためのロードマッ
プを確立することが重要です。 

コーン・フェリーは、リモートワークの9つの要
素を特定しており、選択したモデルを実現するた
めに重要な変更が必要になります。

この9つの要素が明らかになれば、新しいリモー
トワークモデルをより効果的に機能させるため
に必要な行動の変化をサポートし、組織を変革
の道へと導くことができます。

多国籍企業の場合、リモートワークやオフィス
での仕事に対する社員の好みの文化的な違い
や、現地の規制要件の違いを認識することも重
要です。

主要なマネジメント計画と測定プ
ロセスは、社員に影響を与え、パ
フォーマンス目標をサポートする
ものであるため、リモートワーク
に準じている必要

01 02 03

05

07 09

04 06

08

報酬と優良な仕事の認知

リモートワークの要件を満たすよ
うな行動、能力、結果

パフォーマンス
マネジメント

 作業プロセスと
ビジネスシステム

リモートワークの方向性、集中
力、効率性を確保するための、
リモートワーカーのパフォーマ
ンスの管理

リモートワークを可能にするため
の、適切な順序でリソースを配置
したシステムとプロセス

価値観と文化 リーダーシップ

リモートワーク環境で組織の各部
分を動員するための説得力のある
ビジョンを作成するリーダーシッ
プ能力

ミッションを支え、戦略を実現す
るために、リモートワークに必要
な人材の能力

リモートワークのための戦略と
業務プロセスをサポートするた
めに組織された構造のデザイン

個人とチームの
コンピテンシー

組織・チーム・
職務設計 エンゲージメント

リモートワーカーのモチベー
ションを高めるために必要なエ
ンゲージメントのレベル

戦略の中でリモートワークをサ
ポートする行動や組織規範を生
み出すためのシステムとプロセ
スの融合
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マネジメントプロセス
とシステム



仕事の未来に関する読み物：

Choose your own future
（日本語版「自ら選択する未来」）

03 
最後に、優れたモデルと適切なタレントマネジメ
ント手法を持っていても、人々がその変化を理解
し、受け入れなければ意味がありません。コー
ン・フェリーは、企業と協力して革新的なチェン
ジマネジメントの施策を構築します。ストーリー
テリングや組織ネットワーク分析などの手法を活
用して、新しい働き方が組織全体のポジティブな
行動に表れるようにサポートします。

これらのツールは、組織で推進すべき適切なワー
クモデルを評価し、そのためのリソースや投資を
計画する際に浮上する難問を解決するのに役立ち
ます。

今こそ、組織と社員のために、リモートワークを
より効果的に活用する時です。
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社員が働きやすいように
モデルに命を吹き込む

https://focus.kornferry.com/ja/%e7%b5%84%e7%b9%94%e3%81%a8%e6%88%a6%e7%95%a5/chooseyourownfuture-jp/
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コーン・フェリーについて

コーン・フェリーは、グローバルな組織コンサルティング
ファームです。クライアントの組織構造やポジションとその
責任を設計・最適化し、適切な人材を採用できるよう支援
し、社員の処遇・育成・動機付けといった課題についてもコ
ンサルテーションを提供します。さらに、専門性を高めるこ
とによる人材のキャリアアップを支援します。

https://kornferry.com

