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日本航空社長

赤坂祐二

この４月に日本航空の社長に就

任したのが整備・安全部門一筋の赤

坂祐二氏。破綻以降の社長では、大

西賢氏が整備、植木義晴氏がパイロ

ットと３代続けての現場出身者と

なる。就任後、さっそく中長距離Ｌ

ＣＣへの参入を発表するなど、攻め

る構えを見せている新体制の舵取

りについて、赤坂社長に直撃した。

社長の決め手は

安全に対する覚悟

︱︱ この４月から社長に就任され

ましたが社長業はいかがですか。ま

た、就任にあたってご自身の経歴が

影響したと思いますか。

赤坂 毎日が目まぐるしく過ぎてい

まして、スケジュールも今まで以上

にタイトになりましたから、１日が

終わるとヘトヘトになっています。

当分はその繰り返しですね。また、

経歴については、会長の植木（義晴

氏）がバックグラウンドは関係ない

と言っていましたが、今、振り返っ

てみると、社長の打診を受けたとき

に植木の言葉の中に、
「飛行機の運

航を止めてでも安全を確保する判断

ができるとしたら、俺とお前だ」と

Photo= 佐々木 伸

聞き手 = 古賀寛明
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65歳からの
ハローワーク
長寿化が進み、100歳を超えても健康に生活する「人生100
年時代」が夢物語ではなくなってきている。100歳まで生きるこ
とを想定すると、
これまでは80歳程度の平均寿命を前提に考
えられてきたライフステージを見直さなければならない。また、年
金制度の不安もあり、高齢になるまで仕事を持ち続けることは
必然となってくる。70歳を超えて働くことを想定し、今一度、仕
事と生き方について考え直す必要がある。
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も前回のオリンピックの翌年、１９

東京オリンピックの翌年といって

だ元気なのにそんな声も聞こえてく

も珍しくない。まだ働けるのに、ま

からうっとうしがられるシニアの姿

モチベーションは下がり、昔の部下

雇用後の処遇の低下や役割の変化に

ただ、定年制の延長といっても再

断されるようになっている。

その人のこれまでの経験や能力で判

こには年齢の壁など存在せず、ただ

富な経営人材を求めてきている。そ

事業承継に悩む多くの企業が経験豊

いたりしている。経営の分野でも、

術やノウハウに目をつけ、自社に招

どは、技術者が長年、培ってきた技

６５（昭和 ）年の日本の総人口は

る。そうしたことからシニア人材を

年齢の垣根が崩れたのはシニア層

高さは際立っている。

齢化率はわずかに７・１％。当時の

活用しきれていないのではないか、

に限った話ではない。転職市場でも

働く理由は

日本は経済が拡大し、街には活気が

優れた能力を持ちながら活躍しきれ

この２、３年で 歳限界説が聞かれ

お金よりも健康

あり、これから成長していく若い国

ていないのではないか、というのが

９８２７万人だった。 歳以上の高

６７１万人と当時と比べて増えたが、

うとハローワークに行ってみても、

とはいえ、新たなスタートを切ろ

のだ。また、 ページで紹介したが、

も人物に焦点が当たるようになった

なくなってきた。つまり、年齢より

高齢化率も ・７％にまで増加した。

本特集のきっかけになっている。

であった。それから半世紀がたち、

65

40

昨年の２０１７年、総人口は１億２

35

に、 歳から 歳の層の就業率の国

った制度も当たり前になった。実際

ており、定年制の延長、再雇用とい

定年を迎えた高齢者の活用も始まっ

いたのが嘘のようだ。当然ながら、

削減が必要だ、過剰設備だと言って

壊から景気低迷が続き、余剰人員の

労働者不足に陥っている。バブル崩

だわが国は、生産年齢人口の減少で

世界に先駆けて少子高齢化が進ん

わろうとしている。その背景には圧

しかし、こうした状況も大きく変

であれば意欲的に働くことは難しい。

を得ないといったネガティブな動機

生きるか分からないため、働かざる

命が延びたこともあって、いつまで

だけでは不安があり、一方で平均寿

ない。加えて、働く側も貯蓄と年金

職種は限られ、求人数もまだまだ少

清掃や警備、マンションの管理など、

したことのある企業のシニア層に対

途採用では、一度でも中高年を採用

くる。中高年のホワイトカラーの中

シニアの人気は調査からも見えて

つだというのだ。

シニアもまたダイバーシティのひと

を求める世の中に変えていったが、

読めない時代であることが、多様性

観点でシニアの採用を始めた。先が

ネスレ日本などはダイバーシティの

際比較データを見ても、日本の男性

ない企業の ％と比べて、高いこと
を持つ「人材」が不足していること

その良さが分かるというこの結果は、

が分かっている。一度採用すれば、

は ・９％、女性が ・４％となっ
ており、欧米諸国の中で最も高い米

にある。例えば、ベンチャー企業な

33

66

69

国男性の ・５％と比べても日本の

あるが、それ以上に経験、ノウハウ

する採用意向は ％と、採用経験の
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