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大川順子様とのインタビュー : 女性が活躍できる会社であるために
GSAM 大川様は客室乗務員からキャ
リアをスタートされて、その後 JAL で女
性初の代表取締役になられました。ご
自身のどのようなスキルやご経験が評
価されたとお考えですか？また、何をモ
チベーションにしてここまで来られたの
でしょうか？
大川 私は経営破綻の直後に役員とな
りました。当時、経営陣のミッションは、
何を反省しどう改革すべきかでした。こ
れを実現するために不可欠だったのが
現場経験であったと思います。現場は
現場だからこそ見出せる問題解決の糸
口、新しいアイディアを提言できます。
この声をどう生かしていけるかが JAL
再生には必要とされました。また、それ
まで客室本部長は客室乗務経験の無
い男性が代々担っていました。そんな
中で私に期待された役割は、おそらくそ
れまでの同質の論理的な議論の積み
上げでは出てこなかった発想やアイデ
ィアを議論の俎上に載せ、新しい JAL
への一歩を確実なものにすることにあ
り、責任とともにその使命を強く感じな
がら取り組みました。
GSAM これまでのキャリアの中で
様々なご苦労を体験されていると思い
ますが、そのような困難な状況をどのよ
うに乗り越えてこられましたか？また仕
事とプライベートを両立する上でどのよ
うな社内のサポートや制度が役に立ち
ましたか？
大川 仕事と育児の両立では、家族だ
けでなく周囲の人たちのサポートを自ら
積極的に得る努力をしました。客室乗
務員という宿泊を伴う不規則な勤務で
したが、自分自身も子どもが一歳にな
るまでは、短時間の乗務時間に限定で
きる制度や、泊まりのないフライトパタ
ーンを選択し、その間に公私ともに国際
線復帰の準備を進めることができまし
た。一般的な育児の形態はとれなかっ
たわけですが、人ぞれぞれの育児があ
っていいという、保育園の園長先生の
言葉に力をいただきました。
GSAM JAL の女性のキャリアやスキ
ルをサポートするプログラムについてご
紹介いただけますか？
大川 JAL D&I ラボ（旧なでしこラボ）は
JAL グループが組織横断的にダイバー
シティに取り組むボトムアップのプログ
ラムです。各グループ会社から 1〜2 名

が自主的に手を挙げ、いくつかのグル
ープに分かれてダイバーシティに関す
るテーマについて、約 9 か月間にわた
って研究活動を行います。また、研究だ
けでなく、JAL グループ全体で内容を共
有し、提言を行います。成果発表会は、
毎年 200 人ほどの社員を集めて発表
し、この発表会には社長・会長を含む
ほとんどの役員も出席しています。
GSAM 職場における女性の声につい
てお尋ねします。女性が職場でより実
力を発揮するためにやるべきことは何
だとお考えですか？大川様ご自身はど
のような役割が果たせるとお考えです
か？
大川 先が曖昧で不確かなこの時代
において、同質性がもたらす安心感は
現状維持でしかなく、それはすでに衰
退です。そんな思いをトップが強く発信
することは、ダイバーシティの大きな推
進力となっています。一人一人の個性
をしっかりと掴み、その人を伸ばした
い。フライトにおいても例えば 10 名の
CA の接客ぶりはそれぞれに異なり、そ
の相乗効果がフライト全体の良し悪しを
決めます。あなたも多様性の一人として
欠かせない役割を果たしているという
自信を持たせたいですね。
GSAM 女性役員比率が低い日本にお
いて、女性自身が役員を目指しやすく
なるためには意識面・環境面において
何が必要でしょうか？
大川 管理職になる女性の数は以前に
比べれば増えてきました。ですが、役員
手前、部長職となると急激にその数は
減ってしまいます。このような偏りは現
実なのですから、管理職から部長、役
員、そしてトップに繋がる育成の仕組み
を考えることが必要で、その中で意識
面も醸成されていくと思います。また、
個別の特別な理由を除けば、男性の女
性に対する行き過ぎた配慮について今
一度考える必要があると思います。女
性には無理だろう、あなたには負担を
かけたくないといった慮りは、今一歩踏
み出そうとしている女性にブレーキをか
けてしまうものです。声に出さぬともそ
のような発想を持っていること自体が相
手には伝わり、自信を失わせ、ダイバ
ーシティを阻んでいきます。どちらも胸
襟を開いて本音でぶつかりたいもので
す。
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GSAM JAL の経営体制におけるダイ
バーシティはどのように変化してきまし
たか？取締役会に多様性があることは
経営にどのようなプラスの効果あったと
お考えでしょうか？
大川 まだ理想には至っていません
が、それでも過去に比べれば誰でも闊
達に意見の述べられる取締役会である
ようです。私は女性であり、現場しか知
らない状態で役員になりましたが、そん
な私の発想や意見は、最初は異端に
見えたかもしれません。経営破綻直後
の最悪の状況の中で難しい判断を迫ら
れる場面では、現場感覚を活かそうと
孤軍奮闘したこともありました。その施
策の成功は、論理の積み上げだけでは
なく直感のような感性も要所で必要で
あることに皆が気づき、多様性が活か
される結果となりました。

GSAM 女性管理職・役員比率を向上
させるために女性社員を育てていくこと
に関し、企業に対し何かアドバイスはあ
りますか？
大川 JAL D&I ラボのようなボトムアッ
プだけでは成果は出ません。何といっ
てもトップのコミットメントが不可欠でトッ
プがその覚悟を持ち、見せることです。
そして熱心な一部の取り組みとするの
ではなく、経営戦略だと全役員が腑に
落とすことです。そのためにトップは繰
り返し繰り返しダイバーシティの重要性
を発信することも必要なことではないで
しょうか。
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Interview with Junko Okawa : Building a Company Where Women Can Succeed
GSAM Okawa-san, you started your
career as a cabin attendant and then
became the first female representative
director of Japan Airlines (JAL). Which of
your skills and experience do you think
were evaluated by the company? Also,
what motivated you to rise to your current
position?
Okawa I became a director of the
company immediately after we experienced
bankruptcy. At that time, the mission of
management was to determine what
needed to be reviewed and what reforms to
pursue. I think a key factor in accomplishing
this mission was frontline experience.
People working on the frontline can offer
clues or tips for solving problems and come
up with new ideas that can only be gained
through firsthand experience. Putting their
feedback to use was vital for rebuilding
JAL. Moreover, until then, the position of
General Manager of the Cabin Attendants
Division was assigned to male employees
without any experience as a cabin
attendant. The role expected of me was to
conceive new concepts and ideas that
could not be derived through conventional
logic-based discussions and to ensure that
JAL moved forward. I assumed the position
with a strong sense of responsibility and
commitment to this mission.
GSAM When you were faced with
challenges in your career, how did you
overcome them? Did the company support
you in achieving work-life balance?
Okawa To balance work and family life, I
built a supportive network of friends and
family. As a cabin attendant, I worked
irregular hours which involved staying
overnight. Until my child turned one, I used
the company’s system of working shorter
flight hours and chose flight patterns
without an overnight stay. In the meantime,
I prepared myself in my work and personal
life to return to international flight duty.
Although it was not a normal child-rearing
environment, I was encouraged by my
child's nursery school principal, who said
that each person can have his or her own
style of childcare.
GSAM Could you tell us about JAL's
programs to support female employees in
developing their careers and acquiring
skills?
Okawa The JAL D&I Lab (formerly known
as JAL Nadeshiko Lab) is JAL Group's
program to address diversity and inclusion
across organizations through a bottom-up
approach. In this program, one to two

employees from each Group company
voluntarily join the Lab to conduct research
in groups on themes related to diversity for
about nine months. In addition to research,
they share their findings and suggestions
with the entire JAL Group and deliver
presentations at an annual convention to
approximately 200 employees. The
convention is attended by the directors
including the President and Chairperson of
the company.
GSAM How can women make their voices
heard in the workplace? What do you think
female employees should do to
demonstrate their abilities more effectively?
What part can you play in achieving this?
Okawa In this age of ambiguity and
uncertainty, a sense of security through
homogeneity is merely staying the same,
which in fact means going backwards. A
strong message from top management will
drive diversity forward. I would like for us to
understand different personality types and
help every employee grow. During a flight,
for example, ten cabin attendants each
serve the passengers differently and their
synergy effects determine whether overall
cabin service is good or not. I would like to
give them confidence that their individual
diversity plays a significant part in our
service.
GSAM In Japan, where the ratio of female
directors is low, what do you think is
needed in terms of awareness and
environment for women to more easily
become a director?
Okawa Nowadays, more women are
managers than ever before. Still, the
number of women in department manager
positions, one rank before promotion to an
officer, is extremely low. This imbalance is
reality. Therefore, we must think of a
framework for nurturing female managers
who are seen as candidates for department
managers, officers, and top management.
Awareness will be built in the process. I
also feel that we need to rethink excessive
consideration given to women workers by
men, with the exception of special individual
cases. Considerations such as “I don’t think
you can handle this" or "I don’t want to
trouble you with this" can stop women from
getting ahead. Even if men do not say
anything, women can sense their intentions
and lose confidence, which in turn impedes
diversity. I hope that both men and women
speak frankly and openly.
GSAM How is board diversity changing in
JAL management? What positive effects do
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you think diversity has had on board
meetings?
Okawa The situation is not ideal yet, but
the board members speak more freely than
before. As a female director with only
frontline experience, my ideas and opinions
may have been considered unusual at first.
But JAL was in a serious situation
immediately after bankruptcy and
management was forced to make difficult
decisions. There were times I had to fight
alone based on my firsthand experience.
The directors eventually realized that the
success of our measures lay in sensitivity
or intuition to see situations as they are,
and not in logical reasoning. This led to
promoting diversity in the board.

GSAM Do you have any advice for other
companies on how to develop female talent
and increase the ratio of female managers
and directors?

Okawa A bottom-up approach such as the
JAL D&I Lab alone is not sufficient to get
positive results. Top management must
declare and demonstrate their commitment
to diversity. It should not be left to directors
who are enthusiastic about it, but instead

understood by all directors that diversity is
an integral part of management strategy. I
feel that repeated messages on diversity by
top management are necessary in internal
communications.
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