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健康寿命延伸による恩恵
人生 100 年時代における仕事のあり方

長寿化と労働力の高齢化は、組織に対して未曾有の課題と未知の機会をもたらします。勤務年
数がより長くなることを前提とした人材戦略、職場方針、および人材の管理手法について計画、
設計、企画する企業は、健康寿命延伸による恩恵を受けることができるでしょう。一方、このト
レンドに遅れをとった企業は、発生し得る責任についての懸念とスキルギャップに直面する可能
性があります。有意義で生産的な多段階かつ多次元のキャリアを従業員に提供する方法を創り
出すことは、世代を超えて労働者を雇用するための大きな機会となります。

現

代 科学の最も大きな功績の 1 つは健康寿
命の延伸であり、今日の人類の寿命は未
曾有の長さとなっています。世界の平均寿
命は、1960 年の 53 歳から 2015 年には 72 歳に急
伸しましたが、寿命はまだまだ伸びており 1、今後
も10 年ごとに 1.5 歳伸びると予測されています 2。
健康寿命の延伸と出生率の低下によって、世界中
の高齢者の割合は劇的に増加しています 3。今後、
世界の退職者 1 人当たりの労働者数は、現在の 8
人から 2050 年には 4 人にまで減少すると予想され
ています 4。
こうした人口統計学上の事実は、個人、組織、
および社会に重要な示唆を与えています。健康寿
命が延伸しているこの時代には、テクノロジーとビ
ジネスの世代にわたって、個人のキャリアははるか
に長く続きます。人口が縮小するにつれて、いわゆ
る「労働年齢」
（20 ― 54 歳）にある労働力が縮小す
るため、企業は、60 代、70 代、およびそれ 以上
の年齢の人々を雇用していくことになります。また、
こうした年代の労働者の多くは、金銭的／感情的
な観点から、
「従来の」退職年齢を過ぎても働く必
要性を感じています。

2018 年のグローバル・ヒューマン・キャピタル・
トレンドでは、29％の回答者が健康寿命の延伸を
「非常に重要」な課題だと回答し、40％が「重要」
と評価しました。高齢化が急速に進んでいる日本
の回答者は、この問題について特に懸念しており、
41％が「非常に重要」と回答しました。

世界的な高齢化によって浮かび
上がるインパクト

人口の高齢化は、経済と組織の両方にとって労
働力のジレンマをもたらします。13 カ国において、
2020 年までに 5 人に 1 人以 上が「65 歳 以 上の高
齢者人口」となり、2014 年の 3 カ国から増加する
と予想されています 5。これらの国々には米国、英
国、日本、ドイツ、フランス、韓国といった主要経
済大国が含まれています。中国の 65 歳以上の高齢
者人口は、2005 年の約 1 億人から 2050 年には 3
億 2 千 9 百人と 3 倍以上に激増すると予測されてい
ます 6。実際、アナリストは世界における 65 歳 以
上の人口の 60％が、2030 年までにアジアに集中
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すると見積もっています7。
課題を複雑にしているのは、ほぼすべての先進
国で現在の出生率が 2.1を下回っていることです 8。
つまり、こうした国々の企業は、海外から労働者を
引き寄せるか、成長途上の労働力を獲得しなけれ
ばなりません。今後の課題を検討するには、2015
年と 2016 年の労働力不足が約 100 万人に達し、
900 億ドル近いコストが発生したと推定される、世
界で最も高齢化が進んだ国、日本について調査を
進める必要があります 9。
長寿の時代に向けて、組織が人材やビジネス
戦略を構築するための新しい研究が行われ
ています。例えば MIT AgeLab は、企業、
政府機関、およびその他のステークホルダー
と協力し、高齢者雇用を目的としたソリュー
ションとポリシーを開発しています。同機関
では、消費者目線でビジネス市場全体のイノ
ベーションを促進するために、健康寿命延
伸に関する課題と機会を研究しています 10。

競争優位性としての
高齢人材

人材市場の競争が激化するにつれて、組
織は高齢の従業員を若年の従業員に置き換
えるのではなく、前者を組織内にとどめてお
くことには価値があると認識しています。私
たちの調査によると、高齢の従業員はほぼ
未開 拓の労 働力で、今 年の調 査 回 答 者の
18％のみが、
「高齢であること」は 組 織に
とってメリットだとみなしています。しかし先
進企業は、競争優位性の源泉としてこのタレ
ントプールに注目し始めています。
こうした高齢者のタレントプールは、実績
があり、献身的で、多様な人材の宝庫です。米国
の雇主の 80％以上は、50 歳以上の労働者は「ト
レーニングとメンタリングのための貴重な資源」か
つ「組織ナレッジの重要な情報源」であり、
「より
豊富な知識、知恵、人生経験」を提供できると考
えています 11。英国政府は、組織に対して高齢労
働者の雇用、再教育、および採用にインセンティ
ブを与え、生涯学習とトレーニングを支援し、孤独
と社会的孤立を減らす政策に尽力しています 12。

積極的な組織は、キャリアモデルを拡大して新
しい人材開発の道筋を創り、50 代、60 代、70 代
の従業員に適した役割を創出することで、高齢者
のタレントプールを有効活用しています。本調査回
答者の 16％が、自社は高齢の従業員のために特別
な役割を創っていると回答し、20％が新しいキャ
リアモデルを構築するために彼らと協働していると
回答しました。
高齢の従 業員がメンターやコーチ、専
門家として勤務することで、組織は彼
らに大きな価値を見出すことができま

積極的な組織は、キ
ャリアモデルを拡大
して新しい人材開発
の道筋を創り、50
代、60代、70代の
従業員に適した
役割を創出することで、
高齢者のタレントプール
を有効活用しています。
す。こうした役割を担うことで、高齢の従業員は野
心的な若い労働者のためのスペースを残しながら、
彼らに「バトンを渡す」ことができるのです。
多くの企業では、高齢の従業員が職場に残れる
よう職 場改革を試みています。例えば BMW は、
クッションフロアや調節可能な作業台を提供するな
どの単純な変更によって、高齢労働者を配置した
組立ラインの生産性をわずか 3 カ月で7％向上させ
ました 13。
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高齢の従業員は組織にとってメリットかデメリットか？

国によって大きく異なるが、55 歳以上の労働者に対する認識は両極端である。
図1． 55歳以上の労働者に対する組織的な見方
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注：図は、世界平均を中心として、回答数が100を超えた6つの国々で「デメリット」と回答した割合にどの程度差が
あるかを示している。回答数：イタリア=106、中国=817、オランダ=136、世界全体=11,070、南アフリカ=354、アラ
ブ首長国連邦=108、エクアドル=139
Source: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2018.
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グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンドアプリ（英語）で
さらに詳しいデータをご参照ください。
て、全年齢
層の中で高
齢労働者は最
も起業志向が高いのです。
1996 年から 2014 年 の間
に、新しいベンチャー企業
を興した高齢労働者（55-64 歳）
の割合は増加し、同期間の起業率が減少
しているミレニアル世代（20-34 歳）の起業率
を 68％も上回りました17。

Home Depot やその他の組織は、高齢の従業
員に柔軟なスケジューリングの選択肢とパートタイ
ムのポジションを提供しています 14。また、同社で
は定年退職者の 3 分の 1 近くがパートタイムで働く
ことを希望しており、この人材グループを派遣社員
またはギグ・ワーカーとして勤務してもらう機会も
提供しています 15。
新しいスキルの獲得も、高齢のタレント活用を成
功に導くための戦略に役立ちます。ある世界的なテ
レコミュニケーション・プロバイダーは、高齢の従
業員が自己改革することを奨励し、新しい技術的
スキルを習得するためのプログラムに投資していま
す 16。COBOLや C++ などの古いテクノロジーでキャ
リアを築いたソフトウェアエンジニアたちは、モバ
イル・コンピューティング、AI、その他の技術をス
ピーディに学習するために、このエクスペリエンス
を活用することができます。
さらに、ほとんど知られていない興味深い事実とし

高齢化する労働力に関する
新しい課題

高齢の労働力を活用するためには、課題も伴い
ます。高齢の従業員は、職場における権限が強い
ため、その他の従業員から不満を買ったり、在職
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ます。実際、15％の回答者は、高齢の従業員は将
来有望な若手従業員の「人材育成の障害」になる
と信じていました。
これらの研究結果などから、私たちは今日の労
働力には年齢的なバイアスに関する重要な問題が
隠れていると考えています。まだ言及されていませ
んが、年齢にまつわるバイアスに影響を受けた企
業文化や雇用慣行は、企業のブランドおよびソー
シャル・キャピタルを損なう可能性があります。
年齢にまつわる差別は、既にダイバーシティの問
題と法的責任問題の主流になっています。2016 年
には、米国雇用機会均等委員会に 21,000 件を超
える年齢に関する差別訴訟が提起されています 19。
この問題はシリコンバレーのテクノロジー産業にお
いて特に深刻です。そこでは「若年文化」が重視さ
れているため、高齢のソフトウェアエンジニアが賃
金の低い職務を担わされたり、シリコンバレー外で
仕事を探すことを求められたりしているのです 20。
人口統計学上の事実を否定することはできませ
ん。国全体が高年齢化するにつれて、高齢の労働
力のエンゲージメントとマネジメントに関連する課
題はより深刻化するでしょう。その変化を無視また
は拒絶する企業は、自社の評判に関する損害や法
的責任を負うだけではありません。健康寿命の延
伸を見事に競争優位性に変える組織に遅れをとる
リスクも、同時に負うことになるでしょう。

期間が長いために高給を得ることが多かったりする
ことも事実です。高齢の従業員を活用しようとする
組織は、新しい賃金ポリシーとより柔軟な報酬制
度を構築し、さまざまな年齢をまたいだ（ときには
自分の親と同年代のチームメンバーの）マネジメン
トを行える若手リーダーを育成する必要があるかも
しれません。
また、年金は健康寿命の延伸が組織に影響を及
ぼすもう1つの分野です。世界経済フォーラムは、
現 在 70 兆ドル もの 世 界 的 な 退 職 後 の 貯 蓄 不足
（ギャップ）が存在すると見積もっており、退職者
のニーズと実際の年金収入との間の巨大なギャップ
を強調しています。さらに、このギャップは 2050 年
には 400 兆ドルにまで拡 大すると予測されていま
す 18。高齢者が金銭的なストレスで生産性に悪影
響を及ぼすのを避けるため、企業は彼らがより長く
働き、退職金を適切に管理するのを支援すること
が不可欠です。
今回のグローバル・ヒューマン・キャピタル・ト
レンドからは、多くの組織がこうした世界的な労働
力の高齢化に対処する準備ができていないことが
見て取れます。回答者の約半数（49％）が、高齢
の従業員が新しいキャリアを見つけるための支援を
何も行っていないと回答しました。また、回答者の
20％は、高齢者雇用を機会ではなく、競争上の不
利益とみなしており、シンガポール、オランダ、ロ
シアなどの国ではこの割合がはるかに高くなってい
まとめ

前例のないほど健康寿命が延伸している世界で競争力を維持するには、組織は高齢のタレントを活用する新し
い戦略を採用しなければなりません。
「20 代で学習は終わり、40 代でキャリアが終わり、60 代で仕事が終わ
る」という従来の前提は、もはや正しいとも持続可能だともいえません。長い職業人生に応えるために、複数
世代に及ぶ人材戦略を再考するには、オープンマインドおよび斬新なアプローチが必要になるでしょう。
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表 1．健康寿命延伸を有効活用するために、経営陣はどのような役割を担えるか？ 各従業員は、どのように
それに適応できるか？

CHRO
CIO

高齢従業員の特定のニーズに合うよう設計された包括的なエンゲージメントプラン
を作成し、彼らが生産性を最大化できる環境を整備する。

COO

高齢の従業員が生産性高く働けるよう、IT とより広範な職場環境のための手法を
開発する。彼らに対し、どのような便宜を図るべきかを決定する。

CFO

長期的な金銭問題の発生を予防するため、確定給付およびその他の退職者向け
のプログラムを管理する方法を特定する。

CRO

年齢による差別に関するポリシーを見直す。その他の従業員が、高齢従業員のた
めにどのようにして公正な職場環境を作るかを理解できるよう、積極的にバイア
ストレーニングの実施を検討する。

各従業員

キャリアの延伸の鍵は、スキルと能力を絶え間なく革新していくことである。現在
の日常的な活動以外の新しいスキルを習得するトレーニングの機会を活用し、自
分自身が労働市場でできる限り魅力的になれよう努力する。また、伝統的なフル
タイム以外の仕事をすることも検討する。そうすれば、高齢の従業員はギグ・エ
コノミーの一部として大きな機会を見出すことができるかもしれない。

（チーフ・オペレーション・
オフィサー）

Source: Deloitte analysis.
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