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【１】流行し続ける“200X 年問題”～そして今年も？ 
 

１》ノストラダムスから始まった？ 

 ノストラダムスの大著“諸世紀”を解釈して、1999 年に世界

は滅びると言われたことはさておいても、翌年の 2000 年から 

○○年問題 

という形式が“定着”してしまったかのようです。 

 たとえば 2000 年問題は、年号を下２桁でしか認識しないコン

ピュータが、2000 年と 1900 年を混同して誤作動を起こすとされ

たもので、コンピュータで飛ぶ飛行機が墜落するとまで言われ

ました。次に 2003 年問題では、大型オフィスビル完成ラッシュ

に沸く東京で、賃貸オフィスの賃料が暴落し、それに伴って東

京から全国へ、再び地価下落の嵐が起きると指摘されました。 

 

２》更に続く“200X 年”問題 

 更に、2004 年 1 月 1 日に施行された新著作権法で、2003 年 12

月 31 日 24 時と 2004 年 1 月 1 日 0 時は、同じ日か別の日かが争

われたのが 2004 年問題です。裁判所はその後、常識通り両者を

別の日として、著作権の適応範囲を明確にしました（ローマの

休日事件：2006 年 7 月 11 日東京地裁）が、当時は 2004 年問題

として、主として著作権を争うメディア業界をにぎわせました。 

 そして 2005 年問題としては、東京で、今度はオフィスビルで

はなく、分譲マンションの過剰供給で価格が暴落するという噂

がありましたが、逆にその後、東京都心のマンション価格は値

上がりに転じており、ようやく“200X 年問題”は終息したかに

見えたわけです。そうでなくても、問題が一部の関係者に限定

され過ぎて、この種の問題が一般の興味をひかなくなりました。 

 そんな沈滞ムードを一掃したのが 2006 年問題です。 

 

３》2006 年問題？2007 年問題？ 

 その 2006 年問題とは、日本の人口が 2006 年をピークに減少

に転じる（実際には、既に 2004 年にピークを迎えたことが 2006

年に確定）という歴史的な事象ですし、“ゆとり教育”を受けた

層が初めて大学に入学する“教育問題”の象徴でもありました。 

ただ、いずれも短期で影響が出る課題ではなかったため『あ

あそうか』程度で終わってしまった形跡もあります。しかし、

2007 年問題ではそうも言っていられないようなのです。 
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【２】“2007 年問題”～再び世の中全体に“衝撃”？ 
 

１》2007 年問題とは… 

 2007 年問題とは、60 歳の“退職年齢”に達する人口が、 

前年、つまり 2006 年の約 1.6 倍に達する 

という、非常に大きな問題だとされます。 

 これは 65 歳定年制度が定着しないまま、大企業を中心に団塊

の世代が（定年）退職してしまうからで、企業にとって、 

仕事のノウハウを中核的に担った層の大量退職 

が大きな問題になり、市場では、 

時間と資金を豊かに持つ高齢消費者の急増 

が指摘されるわけです。ただ、それが良いことなのか悪いこと

なのかを考える前に、まずは確認すべきことがあるようです。 

 

２》“1.6 倍”の背景を見ると… 

 実際に人口データを見ることにしましょう。下のグラフは総

務省統計局がインターネットで発表している平成15年（2003年）

の国勢調査の結果を、年齢別の人口で表したものです。 
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 このグラフでは、確かに 1947～50 年生まれの人口が突出して

います。そして、1947 年生まれが 60 歳に達する 2007 年から、

この層が大挙して“（定年）退職”すれば、確かに企業も市場も

大きく変化することでしょう。 

 しかし 2007 年の 60 歳該当者、つまり 1947 年生まれの人口が

前年の 1.6 倍に達する最大の理由は、戦争末期と直後の混乱の

中で、子供どころではなかった状況にあったためであり、むし

ろ、その少なさの方が異常なのです。だとすれば、2007 年問題

にもそれほどの衝撃はなさそうなのです。 
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【３】もう終わりにしたい“200X 年問題”的視点 
 

１》時代の“危機”ではなく“現実的日常” 

 実際のデータに触れてみると、2007 年問題は大きな高齢化の

流れの中では、その傾向が瞬間的に強調される“一時の現象”

に過ぎないと分かります。少なくともコンピュータが誤作動を

起こすようなスリリングな問題ではないのです。しかし、これ

を機会に、たとえば 2040 年には北極海の氷が解けてしまう（米

国立大気象研究センター）などとして特定の年を追うのではな

く、この辺で捉え方自体を変える必要があるように思うのです。 

 つまり、もはや人口変化も環境変化も、問題や危機ではなく、 

現実に起きている日常的変化なのだ 

と考えるべきだということです。たとえば異常気象も、むしろ

異常なのではなく気象のトレンドの変化（温暖化という日常的

変化）であり、危機や問題として特別視するのではなく、日常

の中で普通に対応しなければならない段階に来ているのです。 

 

２》目に見え始めた“見えない問題” 

 ところが、そうした感覚の中で、気象変化ではなく“高齢化”

の問題で『変化が現実の日常になり始めて、気付いたことがあ

る』と指摘する経営者がおられます。 

その経営者は『機械化などによって、高齢者の業務範囲が極

端に狭くなりはしなかったが、精神的なものが大きく変わり、

それが新たな問題になっている』と言うのです。肉体の衰えと

しての高齢化問題には前々から取り組んでいても、目に見えな

い心の問題には、気付くのが遅れたということです。 

 

３》“心の問題”って？ 

 その“心の問題”について、Ａ社長は『分かりやすく表現す

るのは難しい』と付け加えながらも、こんな指摘をされました。 

『私が若い頃は、先輩はバリバリ働いていた。それで自分

も当たり前のように働けたものだ。しかし今は、どうして

も高齢者が“余裕”のようなものを持ってしまう。それは

落ち着きという点ではよいのだが、なかなか組織の活気に

はつながらず、若い世代に昔のような懸命さが出てこない。

それが今後、どのように影響するか考えると不安になる』 

という指摘です。 
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【４】年齢を超えて広がる経営者の“新た”な問題？ 
 

１》経営者ご自身にも言えること！ 

 それは経営者ご自身にも言えるかも知れません。すでに 60 歳

が近いその経営者も、若い頃のように 

無条件で事業成長のために働くという意欲を持てない 

と言われるからです。しかし、そうした目に見えない意欲の低

下は、短期的には“余裕”を生み出しても、長期的には事業衰

退の原因を作ってしまう恐れが小さくありません。事業は短期

的な問題より、ボディーブローのように効いてくる“積み重ね”

で、そのパワーが大きく変わってしまうからです。 

 もし現役を続けるなら、現在 60 歳の経営者の皆様にも、あと

10 年や 20 年程度の事業期間は十分に残されています。事業の寿

命が 30 年を切ったと言われる今、その期間は事業にとっては非

常に長いものだと受けとめるべきかも知れません。 

 

２》意欲の減退が招いたこと？ 

 たとえば今年 57 歳を迎えられる寿司屋の店主の方は『数年前

店舗改装の話があったが、必要を感じなくて実行しなかった。

その後、店の老朽化もあって、客足が遠のいた気がする。こん

なに元気なので、まだまだやりたいが、この年齢で“赤字”を

心配しながら続けるのもせつない気がする』と言われます。 

 先の経営者の例が、高齢化すると将来への対応意欲が薄れ、

それが事業継続の基盤に悪影響を与えるという話だと理解すれ

ば、この寿司屋でも同じことが起きているのだと分かるのです。 

 

３》比較的若い経営層にも… 

 更に最近では、社会全般の傾向を受けてか、比較的若い経営

者層でも、かつてのようなエネルギッシュな経営より、プライ

ベート優先の姿勢が大きなウエートを占めつつあるようです。 

もちろんガツガツしない経営は、顧客側にも落ち着いた感覚

を持つ高齢者が増える中で、今後ますます重要になるでしょう。

しかし、それでも事業である限り、基盤強化の手を抜くべきで

はありません。事業意欲を忘れることは危険なのです。 

 ただ、そんな“ゆとり”と“活力強化”を両立させる方法が

あるのでしょうか。それは、マネジメントに計画経営視点を導

入することで、ずいぶん容易になるのではないかと思うのです。 
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【５】“ゆとり基盤”と“活力基盤”の両立を狙う！ 
 

１》計画経営？ 

 計画経営手法は、長期の経営だけではありません、１年や半

年、あるいは３ヵ月単位で業績や活動の目標とその実現方法を

定め、計画的な行動を組織内に導入することです。特に最近で

は、向こう１年を“月別に予算”化して、今月は予算を超えた、

今月はもう少しがんばらないと予算に達しないという具合に、

予算達成を活動の尺度にする企業経営者が増えています。 

 それは、経営者ご自身に『昔の昨年対比のような単純な目標

がないと意欲が出ない』という傾向があるのに加え、もう少し

がんばらないと予算を実現できないという現実を前にすると、 

組織内に“共通の目標”が生まれ、皆で力を合わせやすい 

からなのだそうです。 

 

２》予算管理の意欲高揚効果 

 がむしゃらだった時代には『成長』という合言葉で、組織は

自然に一枚岩になれましたが、人口さえも減少する今日では、 

多様な価値観の人が“協力”し合える基準のようなもの 

が不可欠なのかも知れません。そして、その基準こそが“今年

度はここまでやろう”と、あらかじめ決める予算管理なのです。 

更に単年度ではなく、たとえ概算ではあっても、数年先まで

の見通しを立てる習慣がつくと、今度は、 

短期的な変化“だけ”で一喜一憂しない“長期的経営観” 

を実感でき、基礎的なエネルギーを保持したまま“落ち着いた”

経営を実践しやすくなるはずです。その長期計画の“終点”を、

ご自身の“引退時”に置く経営者も増えつつあります。 

 

３》変化を的確に受けとめる経営 

 時代はもはや変わっています。年齢を問わず、経営者の皆様

が“高齢化社会の生み出す文化”になじんでしまうのではなく、

それらを前提条件にして、その上でどう経営するかを、当然の

ごとく考えるべき時期に、今来ているのかも知れません。 

 計画経営はそんな経営視点の一つで、世の中の変化を的確に

受け入れ、不足もやり過ぎもなく淡々と経営する姿勢確立の一

方法です。本年も、こうした視点や方法を含め、様々な経営情

報をお届けしたいと考えます。            以上 
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