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今井 むつみ

「仕事の達⼈」になるために必要なこと
――認知科学の視点から
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究を⾏っている。数多くの学術論⽂を国際誌に発表し、Cognitive Science
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Society（国際認知科学会）のFellow, Governing Board Memberに選出さ
れている。『ことばと思考』（岩波新書）、『ことばの発達の謎を解く』
（ちくまプリマー新書）などの⼀般書も発表。『学びとは何か―〈探究⼈〉
になるために』（岩波新書）は、これからの学び・教育への理論的指針を与
える本として各⽅⾯から注⽬を集めている。
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「即戦⼒になる⼈材」は企業が本当に必要な⼈材か
⼤学にいると、企業から「即戦⼒になる⼈材を育ててほしい」という声が最近強くなるばかりであ
る。「即戦⼒」とは、すぐに仕事で使えるスキルを⾝につけた⼈材、ということらしい。もう⼀つ、
ほとんどの仕事がAIに奪われてしまうという予測が、最近よく話題になっている。だから、AIができ
ないこと、他の⼈に負けないスキルを持たなければならないということのようだ。この⼆つを組み合
わせれば、今の社会で求められるのは、「今すぐ他の⼈に負けない、特別なスキルを持った⼈材」と
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いうことになるだろう。例えば今は、ビッグデータ分析ができる⼈材や、ロボットを動かすプログラ
ミングができるスキルを持った⼈材などが⼤モテだ。
しかし「即戦⼒になるスキルを持つ⼈材」は、本当に企業が最も必要な⼈材だろうか︖ 慶應義塾
⼤学第7代塾⻑であった⼩泉信三は、『読書論』（岩波新書）の中で、「すぐ役に⽴つものは、すぐ
に使えなくなる」と50年以上も前に書いている。しかも、現代は当時よりもずっとテクノロジーの進
化の速度が速い。⼤学卒業後数年で、⼤学中に習得したスキルは役⽴たなくなってしまうかもしれな
い。このような変化が激しい社会の中で、最も⼤事な能⼒は何か。それは、学び続け、向上し続ける
ことができる能⼒、新しいことを躊躇（ちゅうちょ）なく柔軟に学ぶことができる能⼒である。

認知科学から⾒た「達⼈」の特徴とは
認知科学の重要な研究分野に「熟達」がある。これは、⼈があることに熟達していく上での認知の
過程を明らかにしていく分野で、各分野における超⼀流の達⼈のマインドセットを明らかにすること
を⽬的としている。この達⼈たちの特徴や学習の仕⽅は、企業⼈の在り⽅、あるいは学び⽅に⾮常に
深い⽰唆を与えてくれる。結局、今の時代にAIに職を奪われず、これからも恒常的に起こるであろう
テクノロジー⾰命に柔軟に対応していくには、⾃分の分野で「達⼈」になるしかない。
スポーツ、芸術、将棋、囲碁、チェスなどのボードゲーム、医療、経営、研究などあらゆる分野
で、熟達するスキル⾃体は異なるが、達⼈には共通の特徴がある。
順不同で書き出してみると、下記のようなものだ。
◆ 俯瞰（ふかん）的な視点で客観的に⾃分を評価できる
◆ 柔軟である⼀⽅、信念は曲げない
◆ ⾃分の分野だけではなく、他の分野にも常にアンテナを張り巡らせ、向上のためのヒントを探し
ている
◆ 遊びを⼤事にする。遊びで⼼⾝をリラックスさせながらも、遊びからさまざまなことを学ぶこと
ができる
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=73407
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◆ 学び⽅を⾃分で⼯夫できる
◆ 練習や学びを真剣に⾏う⼀⽅、それを苦にせず楽しむことができる
◆ 時間の使い⽅にメリハリがある。すべてを効率化するのではなく、必要なことには時間を惜しま
ない
◆ 失敗を恐れず、失敗から学ぶことができる
◆ オリンピックのメダル、ノーベル賞など、外の基準で決められるものを究極の⽬的にするのでは
なく、⾃分の⽬指す理想の姿を⾃分で描くことができる

「学び続けるマインドセット」と「向上を⾒極める判断⼒」
上記で挙げた達⼈に共通する特徴の前提となり、かつ最も重要なポイントは、⾃分で学び続けよう
とするマインドセットを持っていることだ。⼯夫しながら全⼒で毎⽇学習を続けられるのは、何とい
っても学ぶこと⾃体に、そしてその結果⾃分が向上することに喜びを⾒いだすからである。もちろ
ん、達⼈が悩まないわけではない。むしろ悩み、失敗することは、達⼈になるために⽋かせないレシ
ピともいえる。失敗を重ね、スランプに陥って悩んでもなお、学び続けることを⽌められないほどそ
のことが好きで、純粋に⾃分が向上していくことが喜びとなるのだろう。
ただ、そのとき、⾃分が向上しているのか、そうでないのかを⾒極める判断⼒は必要だ。そのため
には、⾃分の⽬指す⽅向性、理想がイメージできることが⼤事だ。これは⼀⾒当たり前のことのよう
に思えるのだが、実際には簡単なことではない。例えば、陸上競技で世界記録を達成することを⽬指
すのに、今より⾃⼰記録を5秒縮めなければならないとしよう。そのときに必要なのは「5秒縮める」
という⽬標そのものではなく、5秒縮めるためには、現在の⾃分に何が⽋けていて、具体的に何を達
成できていなければならないかを⾒極めることに他ならない。⾔い換えれば、⾃分が⽬指すことにつ
いて⼤きな絵が描けて、⼀⽅で、そこに⾄るための過程や⽅法について客観的に分析ができる。それ
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が、各分野での超⼀流の達⼈が実践していることだ。

「学び⽅の学び」を⾝につける
先の「⼤きな絵が描ける」という表現を⾔い換えると、将棋や囲碁でよくいわれる「⼤局観が持て
る」ということになる。そしてこれは、創造性にもつながる。なぜ創造性が必要かというと、皆がし
ていることをより早く、正確に美しくこなせるだけでは、⼈が踏み込んだことのない領域に達するこ
とができないからである。だから達⼈は、現状が安定しうまくいっているように⾒えても、現状に満
⾜せず、常に今よりもよい姿や在り⽅を探求し、安定してしまうことを拒む。そのときに⾒ているの
は、往々にして⾃分の分野、業界ではない。⾃分の分野にはまだ存在しないことから、⾃分がさらに
熟達するヒントを探すためだ。だから達⼈は、⾃分の分野以外のことにもアンテナを張り、仕事以外
の時間――遊びの時間――も全⼒で楽しむのである。
このような達⼈の特徴は、将棋やスポーツ、芸術などに限らず、ビジネスや研究開発でも同じこと
がいえる。ただ⼀つ違うのは、会社や組織では役割分担があり、今の⾃分のミッションは会社からア
サインされる場合が多いことだろう。この場合、会社全体の⽬指す理想は（経営者ではない）会社員
には⾒えにくいため、部署ごとの数値⽬標が⽬指す⽬標になってしまいがちだ。しかし、それではAI
に勝てる仕事の達⼈は育たない。経営サイドは、単なる数値ではないブレない理念と⽬標を持ち、そ
れを社員⼀⼈ひとりと共有できるようにすることが求められる。そして社員は、その⼤きな理念や⽬
標の実現のために、⾃分がどのような役割を担うかを考えながら、⾃分の価値を⾼める必要がある。
もちろん組織にとってだけではなく、個⼈にとってもスキルを磨くことは⼤事である。しかし、必
要なスキルはどんどん変化する。これからの社会⼈に求められるのは、達⼈になるためのブレないマ
インドとビジョン（⼤局観）、そして社会のニーズやテクノロジーに柔軟に対応するための、「学び
⽅の学び」を⾝につけることなのだ。
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