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1世紀以上前にアダム・スミスが分業を論じて以来、
仕事を整理するための最も有力な仕組みとして「職
務」という考え方が使われてきました。この場合、管
理者は「職務」という個別の固定的な役割を担う人
を中心に、フィードバックや雇用、昇格、チーム編成を
します。職務内容の記載、報酬水準の規定、組織
図の作成、研修の指定、パフォーマンスの管理もすべ
て、これらのあらかじめ定義された職務を中心に行わ
れます。
しかし、職務という考えそのものがますます産業革

命時代の遺物になりつつあります。このようなアプロー
チは、組織が安定していて予測可能であった時代、
そして組織がスピードやイノベーション、アジリティよりも
測定可能な効率性という点で競争を繰り広げていた
時代にはうまく機能していました。
我々は、仕事の未来として、過去の機械論的で

工業的なモデルを捨て、組織や人、仕事がリアルタイ
ムで有機的に適応する、より流動的で人間らしいデ
ジタルな未来に向かって進もうとしています。そのよう
な未来では、ステークホルダー、労働力、仕事の選択
肢、働く場所、戦略的な未来のポートフォリオは拡大
し続け、もはや単純にカテゴリー化できるものではあり
ません。変わりゆく世界に適応するため、我々はス
ピード、アジリティおよびイノベーションが規範となり、
人々が仕事により多くの意義、選択の自由、成長、
そして自律性を見いだせる世界にはるかにより適した
概念を作る必要があります。
近年、仕事の未来を考える中で、職務は再考し

たり、全く別のものに置き換えたりするものではなく、
再構成する必要があるものであることに着目してきま
した。

それは次のような論理的思考に基づいています。AI、
自動化、外部人材といった仕事に関する代替的アプ
ローチの出現に伴い、我々は職務をタスクという要素
に分解し、スマートマシンや外部の代替労働力によっ
て最適化できるタスクを見極め、それ以外のタスクと
新しいタスクを再構成し、新たな職務を作り出す必
要があります。そして、自動化が人間の労働者に成
り代わり、これまでの役割から変化や増強する中で、
従業員は新たに再構成された職務のニーズを再び満
たすためにリスキルやさらなるスキルアップを図ります
（図1）。
しかし、このアプローチは労働者に選択の自由や

主体性をほとんど与えない機械論的なマインドセット
から抜け出しきれていない、トップダウン型の工学論
的アプローチとも言えます。成長や価値を最大限に引
き出す新たなオポチュニティの開拓ではなく、効率性
とコスト削減の追求にフォーカスするというケースがあま
りにもよく見られます。そして、新しい技術の出現、市
場のシフト、新たなオポチュニティの出現のたびにこの
ようなプロセスを繰り返し行うには、世界はあまりにも
目まぐるしく移り変わっています。
アジリティ向上の必要性を示すものがあったとすれ

ば、それは新型コロナウイルスのパンデミックでしょう。
アジリティを高める必要に駆られ、組織は流動的に
仕事のある場所に人を動かし、アジャイルで機能横
断的なSWATチームを組織して複雑な課題の対処に
当たらせ、新たな働き方を試しました。パンデミックに
より、我々にとっての仕事は設計することより、むしろ
創発的になりました。

「ジョブ」の枠を超えて

アジリティを高め、かつ、働き手の要求の変化に対応するため、
組織は従来の「ジョブ（職務）」の概念を捨て、人材と仕事
の運用の仕方を根本的に見直す必要があります。
著：Susan Cantrell イラスト：SHOUT
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図1：「職務」を超えた仕事

出所：デロイト分析

テクノロジーによって、労働者のケイパビリティ
および仕事のあらゆる「要素」が可視化され、
仕事と労働者が市場に基づくメカニズムを

通じて結び付けられます。
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現在 職務がタスクに分解され、スマートマシンや外部人材に割り当てられるタスクもあります。それ以外のタスクと新しいタスクが

固定され、予測可能な職務に再構成されます。従業員は再構成された職務に適合するよう新しいスキルを習得する必要
があります。

将来

従業員または外部人材

労働者には「何」を達成するかという広範な方向性が
与えられますが、「どのように」それを達成するかに関しては
自由に決めることができます。人間のケイパビリティや個人の
本質的な目的に基づいて、このような広範な仕事上の
コミットメントと労働者のマッチングが行われます。

労働者は流動的に、進化し続ける役割、プロジェクト、
アクティビティを複数請け負います。
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組織と人のポテンシャルを
大規模かつスピーディーに、
そして最大限に
引き出すには…
従来型の「職務」という
制約を超え、
どのように仕事を
整理すればよいのでしょうか。

組織と人のポテンシャルを、大規模かつスピーディーに、
そして最大限に引き出せるようなダイナミックな安定性
を作り出すために、我々は従来型の「職務」という制約
を超え、どのように仕事を整理すればよいのでしょうか。
職務や仕事の産業化の枠を超えるために組織が目

指している方向性は、一般的に2つに分けられます。一
方で、組織は仕事と労働者の細分化を図り、これらを
構成する要素（タスクやプロジェクト、スキルやケイパビ
リティ）に分割し、新たなテクノロジーの進歩を使って、
進化するニーズや関心に基づいて迅速に「断片的な仕
事」と労働者のマッチングを行います。他方で、組織は
解決すべき課題や達成すべき成果、創出すべき新た
な価値源泉に対する極めて広範なコミットメントを作り
出すことで仕事の整理を図ります。本質的に、労働者
には大まかに仕事で「何」をすべきかに対しては境界が
示されますが、「どのように」行うかについては自由と自
律性が与えられます（図1）。

仕事をタスクに分割することは、ギグワーカーや他の
外部人材に仕事をアウトソーシングするのに適していま
すが、一方で多くの労働者が求めている雇用を通じて
得られる安定、本質的な目的、成長の機会、安定し
た収入といったものの土台を壊すことにもなります。こ
のような理由から、ここではギグエコノミーという選択肢
について議論するつもりはありません。むしろ、ステーク
ホルダー資本主義へのコミットメントの一環として、ギグ
ワーカーとして多くの労働者が享受している自律性、
主体性および選択の自由を確保し続けながら、従業
員に安定した居場所を提供できるかに目を向けたいと
思います。
現実には、これらは選択肢の流動的なスペクトラム

の両極端に位置しており、その間には多くの別の選択
肢があります。組織は、労働力や事業に応じて様々
な選択肢を選ぶとよいでしょう。実際、大半の組織で
は依然として従来型の職務が相応しい場があります。
しかし、組織はこれを多くの選択肢のうちの1つの選択
肢と見なす必要があります（図2）。
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図2：職務の枠を超えた選択肢の多様性

市場に基づくメカニズムを通じた仕事の細分化 境界を設けた仕事の拡張

完全な細分化 部分的な細分化 従来型の職務 部分的な拡張 完全な拡張
特徴

従業員は、社内外のあらゆる
ところで継続してタスク、プロ
ジェクトまたはアサインメントに
従事し、市場に基づくメカニズ
ムが両者を結び付けます

従業員は、従来型の職務に
加えて、臨時的なアサインメン
ト、プロジェクトまたはタスクを
引き受けます

従業員は、標準化された職務
としてまとめられた、固定的で
厳密に定義されたタスクに照
準を合わせます

従業員は、自分の時間の一
部を広範に定義された成果ま
たは課題に使い、残りの時間
を従来型の職務に使います

従業員は、タスクを定められ
ることなく、広範な難題を解
決したり、成果を達成したりす
ることに専念します

利点
 アジリティおよびチームでスウォーミングする能力が育まれます
 仕事のオープンエコシステムが採用されます
 管理者は仕事に関する実行可能な選択肢（自動化、臨
時雇用の人材など）すべてを容易に確認し選択できるよう
になります

 スキルの需要と供給の変動のバランスを取れます
 従業員には、自身のあらゆる才能を活かしたり、新しい才
能を試すことで成長したりできるよう、選択の自由と主体性
が与えられます

 仕事は人間関係ではなくデータに基づいて割り当てられる
ため、DEIの向上が図られます

 サイロ化された組織構造や組織の境界線が壊されます
 仕事を構成要素にモジュール化できる場合に有効性を持ち
ます

 効率性を追求するよう設
計された安定した組織に最
適です

 大量の独立した予測可能
なタスクがある場合に適し
ています

 高度に調整または統制さ
れた仕事に最適です

 専門的または確保しがたい
スキルセットが必要な際に
有効な場合があります

 既存のよく知られた進め方
で単純に管理できます

 イノベーション、アジリティおよび顧客中心主義を育みます
 仕事の流れの中で、継続的な学びや成長を創出します
 従業員に安定、本質的な目的、金銭的メリット、自分の
タスクを自分で定義する自律性を与えます

 仕事をダイナミックなシステムとしてとらえる全体像や総合
的見解を得られます

 自動化によって未活用となったキャパシティを価値創造に
転換します

 単純に管理できます

潜在的なリスク
 管理がより複雑です
 従業員は単に異なる場所で同じことを何度も繰り返し行
うため、学習や成長が妨げられ、過度な専門性や偏狭な
マインドセットが促進される恐れがあります

 スキルと仕事をマッチングさせるというアルゴリズムから、才
能の定量化やコモディティ化のリスクがあり、競争の激しい
ハイパーメリトクラシー（超業績主義）を生み出す可能性
があります

 従業員でなく管理者がタスクを定義するため、仕事の民
主化が制限されます

 アジリティ、イノベーション、
領域横断型の仕事に対し
て最適化されていません

 職務やタスクはすぐに時代
遅れとなる可能性があり
ます

 新たに再構成された職務
に人材マネジメントの慣行
を再適合するために相当な
リソースが必要となります

 労働者の主体性や選択の
自由がほとんどないトップダ
ウン型のシステムです

 統制が緩められるため、相当な企業風土の変革やコーチ
ングが必要となります

 スキルの需要と供給の変化への対応がより困難です
 鎖国状態となり、オープンなエコシステムアプローチには適
合しません

 従業員の動きが妨げられる可能性があり、相互交流やサ
イロ打破のケースが減ります

出所：デロイト分析



出所：デロイト分析
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仕事や労働力の細分化

仕事を職務から切り離して構成要素に分割することにより、スウォー
ミングする能力が向上します。つまり、役職や部署をまたぐ短期的な
チャレンジ、オポチュニティ、タスク、プロジェクトまたはアサインメントを
担うことによって、ダイナミックかつ流動的に仕事を進める能力を最
大限に活用できるようになります。職務という枠から人々を解放し、
あらゆるスキル、経験および関心といったピースに分解することで、
人々は職務内容という枠にとどまらない個性を持った個人として見
なされるようになり、DEI（ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョ
ン）にも重要な影響がもたらされます。

Eightfold AI、Gloat、Hitchなどの企業が開発した新しいテクノロ
ジーにより、従業員は組織内のあらゆる場所で進行中のプロジェクト
やアサインメントを見られるようになり、各自の関心領域、稼働状況、
およびAIが推論したスキルに基づいて潜在的なオポチュニティの提案
やマッチングが可能になります。これは、従業員が基本業務を継続
しながら、必要や要望に応じて別の場所で追加的な仕事を引き受
けることができる部分的な細分化と言えます。
このようなプロジェクトマーケットプレイスを利用することで、Tata 

Communicationsの従業員は自分の中核的職責に加え、プロジェク
トでも貢献しています。HERE Technologiesでは、管理者間での交
渉に基づいて、従業員はプロジェクトやタスクの期間中、自分の中
核的職責から時間を割くことができます（例えば、自分の時間の
5％や20％、時には100％）。HEREの元最高人事責任者であり、
Hitch.worksの創設者でもあるKelley Steven-Waissはこれを「因果
応報（自分が与えた分だけ自分に返ってくる）」の原則と呼んでい
ます。他のチームに自分の部下の時間を提供すれば、自分も組織
内の別の場所の人材を活用することができるという意味です1。
主に、今日ではコンサルティング企業や、社内の他部門に「貸し

出される」データサイエンスチームや社内のプロジェクトベースのコンサル
ティンググループがこのような方法で運用されています。Haierでは、特
定プロジェクトに重点を置いて人材配置を規定する社内のタレント
マーケットがあり、75,000人超の従業員から成る組織全体が、完全

な細分化モデルで運用されています。自己組織化型の流動的なマ
イクロエンタープライズがコア組織ユニットとなり、それぞれ10～15人
の従業員で構成されています。すべての人材が自由にマイクロエン
タープライズに参加・異動したり、新しいマイクロエンタープライズを作っ
たりできます。マイクロエンタープライズ（小さな組織）は、チームの組
織やコラボレーション機会の特定の支援に責任を負う複数のプラット
フォームに分類されます。従業員のカテゴリーには、プラットフォームオー
ナー、マイクロエンタープライズオーナー、アントレプレナーの3つしかなく、
地位の上下もありません2。
また、Haierでは、社内外のアントレプレナー（従業員および業務

委託請負）がマイクロエンタープライズやプラットフォームに参加できま
す3。ここに、異なる種類のタレントマーケットプレイス、つまり社内のタ
レントマーケットプレイス、社外ギグワークのマーケットプレイス、パンデ
ミックの中で現れた企業間の人材交換、さらには社内のタレントマー
ケットプレイス間の相互連携が1つにまとまりつつある兆候を見出せ
ます。
目まぐるしく変化する労働環境において、仕事の細分化は極めて

有効です。しかし、スキルを過剰に重視したり、人材や専門性の数
値化という危険を冒す恐れがあり、最終的には仕事を完全に人間
的なものにするという目標さえ危険にさらします。管理者は、例えば
従業員の育成を断念し、必要なスキルをすでに習得していることが
実証されている従業員の関与しか求めないかもしれません。
また、2011年にTom Maloneが予想したように、以前は1人が担

当していた仕事をより専門的で細分化された仕事のピースに分割し
て複数の人で担当することで、品質、スピードおよびコストの改善を
実現する「超専門化」時代の幕開けに繋がるかもしれません4。それ
に伴う危険とは何でしょうか。特定のスキル分野への過剰な専門化、
新しい形での成長や発展への動機の欠如、または即興性や価値
付加の余地の低下という危険が生じる可能性があります。仕事を
細分化しすぎると、「私の仕事ではない」という思考が「私の担当タ
スクではない」という思考に変わり、未来を再創造するオポチュニティ
を捉えるための鍵となる全体像がつかめなくなる恐れがあります。

図3：仕事の細分化を図る新しい運用方法
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適切な意思決定の枠組み、企業風土およびガイドラインを備え
ることで、組織はこのようなリスクを回避し、労働力のレジリエンス、
アジリティ、ケイパビリティを高め、未来の働き方に影響を及ぼすこと
ができます5。実際、細分化はテクノロジーの活用術というよりむしろ
大規模なオペレーティングモデルの再創造と言えるでしょう。そして、そ
れをサポートするためには、全く新しい一連の業務、人材、マネジメン
トの運用が必要になります（図3）。

仕事や労働力の拡張

「職務の細分化」の代替案として、より大きな視野での達成すべき
成果や、解決すべき課題に焦点を当てる「仕事の拡張」が挙げられ
ます。広範な目標を追求する中で、「どのように」仕事をするかの定
義に自由裁量が認められることで、従業員は機能横断的で、新し
いスキルや経験を得られる傾向が高い、より大きく、より総合的な役
割や責任を担う機会を手に入れます。
数十年の間に、企業は徐々に労働者のエンパワーメントを取り入

れてきました。DevOps、アジャイル、アントレプレナーシップ、コントロー
ルの分散とコーディネーションの一元化を伴うチーム・オブ・チームズ、セ
ルフマネジメント、エッジ中心の意思決定、「ティール組織」といったも
のへの移行はすべて厳密に規定された職務からの転換を示唆してい
ます。多くの組織は、例えば、ハッカソンやIdea Jamセッション、エンジ
ニアが会社に最も大きな利益をもたらすと考えるプロジェクトに自分
の勤務時間を費やせるGoogleの有名な「20％ルール」を通じて、時
間に制限を設けながらも役割の幅を広げてきました。LinkedInの
「InDay」というイベントも同様です。従業員は、1か月のうち1日を、
自分が情熱を注いでいることやインスピレーションの元になっていること
に費やすことができます6。しかし、このようなアプローチをレガシー的な
職務や期待に結び付けている組織の事例も多く見られます。
役割の拡張を個人またはチームレベルで完全に実現している組織

の事例として、トマト加工業者のMorning Starは、役職を持つ従業
員がひとりもいません。その代わり、各従業員は自分自身が達成す
べき成果や解決すべき課題について構想を描きます。例えば、ある
従業員の個人的なミッションが、「効率性が高く、環境に責任を
持った方法でトマトをジュースに加工すること」だとします。
その際、その目標を達成するためにどのように仕事を行うかを説明

するステートメントを考えます。そこでは、誰とコラボレーションをするか
や、どのような意思決定権を持っているかを説明します。そして次に、
このステートメントについて同僚による承認を受けます。マネジメント層
は、戦略的意思決定を行うこの現場のトップとその他全員の2つしか
ありません。しかし、その組織はフラットなものではありません。そこで
の権限（および給与）は地位による力ではなく、むしろ専門性と創
造価値に基づいています。
「我々は、人は自分が得意なことをするべきだと考えています。そ

のため、職務という枠に人をはめ込むことはしません」と、同社の研
修・育成施策を指揮したPaul Green Jr.は述べています。「その結果、
我々の従業員は、他の企業と比べて、より広範で複雑な役割を担
うことになりました。」7また、従業員は同僚への説明責任を負うこと
になります。自己評価の検証を行う報酬委員会は、同僚から選出
され、同僚によって構成されています。
従業員が新たなオポチュニティを捉え、経営者の視点で考えられ

るように、Morning Starは従業員に対して財務データすべてを可視化
し、従業員が自らのコストだけでなく自分が作り出している価値を理
解するための教育に投資しています。その成果は素晴らしいものです。
Morning Starは、この20年にわたって、年率2桁の成長率で取引量、
収益、利益を伸ばしました8。

反対に、ING Netherlandsは個人の成果ではなくチームの成果を
中心に仕事を定義しています。組織の構成単位は、マーケティングス
ペシャリスト、ユーザ―エクスペリエンスデザイナー、データアナリスト、IT
エンジニアで構成される複領域チームまたはスクワッド（部隊）であ
り、メンバー全員が共通の成果にフォーカスしています。

Morning Starと同様に、各スクワッドは取り組んでいる仕事の本
質的な目的を書き留め、インパクトを測定する方法について意見を
まとめ、どのように日々のアクティビティを管理するかを決める必要が
あります。
スクワッドは、住宅ローンサービス、有価証券、プライベートバンキン

グといった特定の分野に対応する13のトライブ（部族）に所属して
います。トライブは四半期ごとに集まり、成功を祝い、成功や失敗か
ら学び、全体的な戦略や他のトライブやスクワッドとのアラインメント
を図ります。チャプター（支部）は、さまざまなスクワッドに散らばって
いる、例えばデータアナリティクスやシステムプロセスといった同領域の
メンバーのコーディネーションを行います。
この新しいモデルをサポートするため、INGは継続的なフィードバック、

個人と組織の本質的な目的のアライン、チームへの貢献に基づき自
分で定義する目標、段階的な改善よりイノベーションを推進すると
いった個人の「難易度の高い志」に重点を置いた新しいパフォーマン
ス管理プログラムを導入しました。INGにとって、仕事を拡張するとい
うことは、約85あった職種を15に減らすこと、従来のようなマネー
ジャーによる管理を廃止することを意味しています。HRディレクターの
Maarten van Beekは次のように説明します。「私は、未来の組織で
は、行われるべき仕事と人々のスキルをマッチングさせる必要がある
と強く信じています。機能や固定的な職務、機能系統といったもの
から脱却しなければなりません。」9

役割の広範な定義を支持し、産業時代の遺物である職務という
考えから脱却する機会は、これまでになく高まっています。テクノロジー
の新たな進歩によって、我々はすべての従業員に、よりスマートな意
思決定を行うためのデータやインサイトという装備を与えることができ
ます。人とマシンのコラボレーションの出現は、テストと学習のサイクル
の中で業務プロセスがさらに反復可能なものになる可能性があるこ
とを意味します。テクノロジーがルーティンタスクの自動化を進めるにつ
れ、人々は自身のケイパビリティをクリエイティブな問題解決に充てる
ことができるようになります。
テクノロジーの進歩によって、役割の拡張を実現することがより容

易になりつつありますが、このような流れに対抗する傾向も高まりを
見せています。それは、自動化やAIを利用して人々の仕事の仕方や
タスクの実行の仕方をより厳しく管理し、新たなレベルで過激なまで
にテイラー主義的なトラッキングやコントロールを行うという傾向です。
今日、企業は倉庫作業員の手の動きのトラッキングや指示から、ト
ラック運転手のルートやスケジュールの指示、AIによって分類された顧
客問題に基づく様々なコールセンター用トークスクリプトの提供まで、
ありとあらゆることにAIを利用しています。しかし、これからは労働者が
自分でより適切な意思決定を行い、新たなオポチュニティを捉えられ
るようするためにAIを利用することを検討する必要があります。
仕事を拡張することで従業員の自律性は高まります。しかし、そ

の代わりに、物事を成し遂げる唯一最善の方法があるという考えを
捨てなければなりません。むしろ、広範な成果の明確化、相互的な
説明責任、透明な情報共有、従業員の勤続年数が伸びることで
育まれる企業風土に関する強固な原則、価値観および規範を通じ
て、統制は実現されます。共通の成果に基づく報酬は、従業員がク
リエイティブに付加的な価値を生む動機となりますが、仕事と本質
的な目的や情熱とのアライメントを通して得られる内発的モチベー
ションこそ、パフォーマンスの真の推進要因となります（図4）。
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また、予期しない問題の解決や、成果を出すために従業員が自
由に働くよう促すには、コーチング、企業風土の変革、そして多大な
努力が必要になります。多くの人は、具体的で厳密な規則や定義
済みのタスクという観点で物事を考えることを好んでおり、特定の背
景や難題に基づき、常に進化し続ける仕事には困難を覚えるかもし
れません。
その移行準備として、組織は徐々に役割を拡張したうえでそのス

コープを広げ、従業員にまずは定義済みの課題を与え、従業員が
自分で意思決定を行える状況を増やせるようデータ、ツールおよびAI
サポートの提供を開始するとよいでしょう。AIはサポートにも有用です。
例えば、Klick Healthの機械学習技術であるGenomeは、あらゆる
段階で社内の全プロジェクトを分析し、着実なコンピテンシーや成功
を見せた従業員に、その報酬としてさらに多くの責任を任せます10。
仕事の拡張は、細分化と比べると管理者によって定義済みのタ

スクやプロジェクトよりもルーティン化されていないタスクや突発的な
仕事にフォーカスしており、イノベーションや適応を推進する組織の
「表面積」を広げます。労働者の「私のタスク／プロジェクトではな
い」という罠を徹底的に避けることができます。しかし、従業員が流
動的に組織内を動き回ることは困難になる可能性があり、そのため
アイデアの相互交流を図ったりスキルの需要と供給のギャップを埋め
たりすることは難しくなります。
細分化とは異なり、フォーカスするべきは、特定のハードスキルでは

なく、問題やオポチュニティの特定、それに続くソリューション開発、検
証、イテレーションに必要な問題解決力、好奇心、創造力といった
広範な人間のケイパビリティです。特定のスキルは、仕事を通じて習
得し、仕事の流れの中で時間をかけて育成される傾向があります。
細分化アプローチのように自分のあらゆるスキルを活かす機会はない
かもしれませんが、競争の激しいマーケットプレイスで代替可能なスキ
ルとして扱われる危険もありません。仕事や人は「分断されているが、
自由に構成できる交換可能なパーツ」というより、もっとダイナミック
なシステムと見なせます。

仕事の未来に一歩踏み出す

仕事の基本構成単位が「職務」であるという考えを超えることは、
働く意味や、どのように働き方をサポートするか、そして、労働者をど
う認識するかの見方を従来から大きく変えねばならない大胆な変革
です。そして、第2次産業革命の始まり以降、我々が慣れ親しんで
きたマインドセットや仕組みそのものを覆すものです。
しかし、我々が知っている職務は、今や過去の産物であり、今日

のダイナミックで、より複雑な問題には対応できない融通の利かない
ソリューションです。我々は、人々のやる気を突き動かし、コーディネー
トする全く新しいアプローチを必要としています。それは、人を職務と
いう枠に押し込むことを止め、個人を中心に構築された役割へ、ま
た、機械論的な仕組みから有機的な仕組みへ移行することです。
そして労働者を「資源」や「資本」として見るのではなく、ポテンシャル
に富んだ複雑の人格を持つ貢献者と見なすことが必要です。完全
に職務という考えを捨てることは気が遠くなるような提案かもしれま
せんが、未来の働き方に一歩足を進めることができます。まず、従来
型の職務に近いハイブリッドな選択肢を試しつつ、少しずつ前進する
ことから始めましょう。組織が抱えている課題やペインポイント（問
題点）、自動化によってキャパシティに余裕が生まれていること、また
は人材マネジメントの慣行が急激な変化に後れを取っている場所に
フォーカスし、実験の場を選びましょう。そして、時間をかけて、徐々に
さらなる仕事の細分化や拡張を追求し、異なる種類の仕事や労働
力に合わせて様々なアプローチを試しましょう。最終的には、様々な
手法を利用して仕事を整理することで、あなたの組織や従業員は、
「職務」の枠を超えてアジリティや前例のない価値の恩恵を受けるこ
とができるでしょう。

図4：仕事の拡張を図る新しい運用方法
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するか、そして、労働者を
どう認識するかの見方を
従来から大きく変えねば
ならない大胆な変革です。
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