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2030年には車の自動運転が
多くの人の身近なものへ
現在、高速道路や僻地のバスなど、多くの自動運転の試験が各地で行われ
ている。安全性はもちろんのこと制度対応やビジネスモデルが模索される
なか、高速道路など自動運転に適した場所で、レベル3（条件付き自動運転、
ドライバーの適切な介入が必要)、レベル4(特定条件化における完全自動運
転）など、段階的な高度化が進んでおり、2030年までには、自動車の自動
運転は実用化、商用化の段階に到達していると予測される（自動運転のレベ
ル分けについては、その上に完全自動運転の「レベル5」がある）。

日本においては僻地のバスも強く期待され、
バスとタクシーの境目は曖昧に
特に日本においては、僻地の生活インフラとしてのバスの自動化に対する期
待が強い。高齢者や学童などの生活の足として、自動運転はドライバーの人
手不足に有効なだけでなく、バス事業そのものの運営コスト（人件費が60％
近くを占める)を引き下げ、これまでの主流であった「少数の大きなバス」か
ら、「少人数に対応した多数の小型バス」、もしくは乗合タクシーを多数運用
するビジネスモデルへと
形を変えていく。安全
性の面で乗り越えるべ
き課題は山積している
ものの、日本の高齢化、
過疎化対策の有効な手
段としての自動運転バ
スは高いポテンシャルを
有しており、注目が必要
である。
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COLUMN

2040年には
日本企業の60％以上がテレワーク採用へ
1980年代から提唱されてきたテレワークは、労働力人口減少や働き方改
革を背景に、今後、急速に普及していく。これまでは、ホワイトカラーやコン
タクトセンターオペレータなど適用職種が限定されており、テレワーク導入
企業の偏りが見られたが、2020年の5G導入後、建設機器や物流機器の遠
隔操縦、無人店舗の監視・サポートなど、現業分野でのテレワーク導入が進
展するため、テレワーク採用企業比率は2018年の14％から2040年には
64％に達するものと予測される。

2030年には副業・マルチジョブの導入が
20代の80％近くまで上昇か
テレワークの普及と並行して、副業・マルチジョブの導入も今後加速していく。
背景には嘱託など定年延長にともなう労働時間の減少を、新たなジョブに
よって補完する、いわば「ジョブ割当の柔軟化」の影響が大きい。ただし意
向調査を見るかぎり、現状では高齢者よりも20代、30代の若年層に副業・
マルチジョブの導入意向が強く、制度の普及や企業の雇用条件の見直しによ
り、若年層が先行して導入していく可能性が高いと思われる。

交通・運輸 働き方改革



2030年には店舗の自動化・無人化・遠隔化が
身近な存在に
電子マネーの普及は急速に進展しており、政府目標の「2027年40％（決
済ベース）」を大幅に前倒しして実現する可能性が高く、2030年には電子マ
ネーの使用比率が80％に達するものと予測される。この流れを受けて、人
手不足を背景とした無人店舗・無人レジの導入も同様に急速な普及が予想
される。流通・サービス分野を中心に自動化・無人化、更には遠隔化（外部
からの店舗機器操作等）など、多様な技術、サービスの商用化が進む。無
人レジは2018年の導入率1％から、2025年には20％相当へ。コンビニ
エンスストアの無人店舗比率も、2030年には10％相当に到達すると予想
される。また、2020年から導入される5Gが、これらの無人化・遠隔化を、
より高信頼かつ使い勝手のよいものにしていくことも確実視されている。

新たなセキュリティ、モラルが
求められるようになる
これまで人がいることが前提であった場所が無人化することは、詐欺、器物
損壊などの新たなリスクが発生する可能性がある。また物理的な活動だけ
でなく、ITによるセキュリティリスクも増大し、これも無視できなくなる。自
動化・無人化に対する利用者のモラル向上、遠隔監視等の高度化など、新た
な社会ニーズが生まれ、生活環境に変化を与えることとなる。
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2020年以降、
次世代医療の本格的な導入が始まる
医薬品分野においては、これまでの低分子化合物から生体物質を利用した
バイオ医薬品が急速に普及しているが、2020年以降、細胞そのものの活用
や再生医療の本格的な実用化が始まると予測される。また医療分野の中
で、幅広いニーズがあり相対的に実用時期が早いものとしては、じん帯、軟
骨等への再生医療導入が注目されており、2030年代初頭を予想する専門家
が多い。また、最重要分野の一つとされる歯の再生医療も、遅れるものの、
2040年までには実用化が予想されており、医療分野は非常に大きな転換
点に差しかかっている。

再生医療の発展段階としてきた
長命医療が2040年には視界に
これらの再生医療の延長線上に、人類の長年の夢であった健康寿命の延長
や長命医療が、その形を明らかにするのが、2040年近辺と考えられる。再
生医療の取り組みは、人体の各パーツを対象として取り組まれており、「維持」
「交換」「再生」などが実現目標となっている。次の段階として、寿命を伸ば
すというより、積極的な効果の実現が可能になると考えられる。

キャッシュレス化・自動化・無人化 バイオ・医療



	月	 日 政治・社会 	月	 日 経済・産業 	月	 日 国際 	月	 日 NRI 予測
	 1	 15
	 4
	 4	 19
春
7～8月

7～9月

秋

	年末

年度

年度から

年度までに

年度中

年度末

年度末まで

・	北海道内７空港の一括運営委託開始［国交省］
・	自動車の自動点灯義務化［国交省］
・	立皇嗣の礼［内閣官房］
・	高輪ゲートウェイ駅開業［JR東日本］
・	五輪日程に合わせて「海の日」「山の日」「体
育の日」を移動［内閣府］

・	東京で第32回夏季オリンピック、第16回夏
季パラリンピック開催

・	全政府機関でクラウドサービスの利用開始
［IT総合戦略本部］
・	はやぶさ2、小惑星「Ryugu」の探査を終え地
球に帰還［JAXA］

・	世界初の新交通「デュアル・モード・ビークル
（DMV）」営業運行開始［徳島県］
・	中央防波堤地区と有明地区を結ぶ海底トンネ
ル「東京港臨港道路南北線」完成［国交省］

・	新型基幹ロケット「H3」打ち上げ［JAXA］
・	相互利用可能な交通系ICカードをすべての都
道府県で使用可能に［国交省］

・	大学入試センター試験に代わる「大学入学共
通テスト」導入［文部科学省］

・	マイナンバーカードを活用した自治体ポイント
を実施［IT総合戦略本部］

・	小学校でプログラミング教育が必修化［文科省］
・	新東名高速道路が順次完成［NEXCO中日本］
・	「外国語活動」の開始が小学5年から3年に引
き下げられる［文科省］

・	無線LANの普通教室への整備を100％とする
［日本経済再生本部］
・	福島の国営追悼・祈念施設（仮称）の一部利
用開始［復興庁］

・	震災追悼施設を岩手県及び宮城県に整備［復
興庁］

・	復興庁廃止［復興庁］

3までに

	 4	 1

	 5

	10上旬

年

年までに

年中

目途

年度

年度頃の
可能な限り
早期
年度までに

年度末までに

年度内

・	クレジットカードのIC化100％達成［クレジッ
ト取引セキュリティ対策協議会］

・	電力会社の送配電事業の「法的分離」を施行、
電力システム改革を完了［経産省］

・	大企業を対象に「パートタイム・有期雇用労働
法」が施行

・	大企業でパワーハラスメント防止を義務化
［厚労省］
・	ワールドロボットサミット本大会開催（愛知
県）［経産省］

・	家庭用燃料電池の普及台数が140万台に［日
本経済再生本部］

・	訪日外国人旅行者数が4千万人、旅行消費額
が8兆円に［日本経済再生本部］

・	第5世代移動通信システム（5G）が実用化［総
務省］

・	国内販売新車乗用車の90％以上に自動ブレ
ーキを搭載［日本経済再生本部］

・	企業間（BtoB）送金がXML電文へ全面移行
［金融庁］
・	対日直接投資残高が35兆円に［内閣府］
・	職業情報提供サイト（日本版O-NET）（仮称）
が運用開始［厚労省］

・	公道での地域限定型の無人自動運転移動サ
ービスが開始［日本経済再生本部］

・	大法人（資本金1億円超）等が行う法人税等
の電子申告が義務化［財務省］

・	金融からコモディティまで幅広い商品のワンス
トップでの取引を可能とする総合取引所が実
現［JPX］

・	商用水素ステーションが全国160ヵ所程度に
整備［日本経済再生本部］

・	全都道府県で5Gサービスが開始［日本経済
再生本部］

・	電力9社による広域需給調整システムが運用
開始［電力広域的運営推進機関］
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	7また8月
	10	20
	11	 3
	11	 4

	11	21～22
年

年までに

年代

・	火星探査機「エクソマーズ」打ち上げ［ESA（欧
州宇宙機関）・ロスコスモス社（ロシア）］

・	火星探査機「マーズ2020」打ち上げ［NASA］
・	UAE（ドバイ）で万国博覧会開幕
・	米国大統領選挙実施
・	米国、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ
協定」から離脱可能に

・	サウジアラビアでG20首脳会議開催
・	マレーシアでAPEC開催
・	NASA、国際宇宙ステーション（ISS）の商用
利用開始

・	アメリカのマイアミでG7首脳会合開催
・	EU、温室効果ガス排出量20％削減（1990
年比）・再生可能エネルギー比率20％・エネル
ギー効率20％改善の「トリプル20」達成

・	EU、20～64歳の就業率を75％に（2018年：
73.2％）

・	EU、独自の衛星利用測位システム（GPS）「ガ
リレオ」正式運用開始

・	木星の衛星エウロパへ無人探査機打ち上げ
［NASA］
・	フィンランド、世界初の核廃棄物最終処分場
「オンカロ」操業開始

2020年

2020年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率10.4%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模6,091億円
・	僻地、バス・乗合タクシーのレベル３～４商
用化が開始される

・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆755億円

・	新設住宅着工件戸数80万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.7兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数1,394万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,781万台
・	ロボット市場規模1,182億円
・	産業用ドローン市場規模425億円
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	 4	 1
	 5	 14
	 7	26までに
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年内

年度

年度

年度中

・	マイナンバーカードの健康保険証利用を本格
運用開始［IT総合戦略本部］

・	広島空港民営化［国交省］
・	関西でワールドマスターズゲームズ開幕
・	特定複合観光施設区域整備法が施行［特定複
合観光施設区域整備推進本部］

・	マイナンバーカードをお薬手帳として代替的に
活用することが可能に［IT総合戦略本部］

・	東京電力福島第一原子力発電所のプールに残
る燃料デブリの取り出し開始［東京電力］

・	日米で共同開発中のBMD用能力向上型迎撃
ミサイル「SM-3	ブロックⅡA」配備	［防衛省］

・	日本初小型月着陸実証機（SLIM）打ち上げ	
［JAXA］
・	文化庁、京都に本格移転	［文化庁］

	 4	30
	
12		 31

年頃

年度

年度までに

目途

・	エコカー減税（自動車重量税）の適用期間が
終了［国交省］

・	2016年1月1日より前に証券口座を開設した
顧客に係るマイナンバーの告知期限が終了［金
融庁］

・	スーパーコンピュータ「京」の後継機「富岳」
が共用開始［理化学研究所］

・	バーチャルパワープラントが事業化［日本経済
再生本部］

・	企業と投資家等の対話促進を通じてESG金
融を拡大するため、ESG対話プラットフォーム
が本格運用［地球温暖化対策推進本部］

・	法人設立のための全手続きのオンライン・ワ
ンストップ化が実現［日本経済再生本部］
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	11	8-14

年

・	NASA、小惑星Didymosへの衝突実験に向
けDART打ち上げ

・	ニュージーランドでAPEC開催
・	ヨーロッパの人口が7.5億人でピークに［国連］
・	ハッブル宇宙望遠鏡の後継機ジェイムズ・ウェ
ッブ宇宙望遠鏡打ち上げ［NASA・ESA（欧州
宇宙機関）・CSA（カナダ宇宙庁）］

・	新戦略兵器削減条約（新START）失効［米国・
ロシア］

・	EU、使い捨てプラスチック製品の流通を禁止
・	イタリアでG20首脳会議開催
・	イギリスでG7首脳会合開催

2021年

2021年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率14.0%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模6,857億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,093億円

・	新設住宅着工件戸数81万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.9兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数1,808万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,734万台
・	ロボット市場規模1,350億円
・	産業用ドローン市場規模553億円
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	 4	 1

	 7
年以降
年度

年度中

年度末
年度以降

・	確定申告手続でのマイナポータル活用で、医療
費領収書の保存が不要に［IT総合戦略本部］

・	成人年齢を20歳から18歳へ引き下げ、婚姻
適齢を男女とも18歳に統一［法務省］

・	参議院改選［参議院］
・	衆議院選挙制度にアダムズ方式を適用［総務省］
・	静止気象衛星「ひまわり9号」観測開始［気象庁］
・	相模鉄道と東京急行電鉄相互運転開始［鉄
道・運輸機構］

・	おおむね全ての医療機関でマイナンバーカー
ドを導入する［IT総合戦略本部］

・	九州新幹線（武雄温泉～長崎間）開業［国交省］
・	北陸新幹線（金沢～敦賀間）開業［国交省］
・	東京都心と臨海地域とを結ぶ、BRT（バス高速
輸送システム）本格運行［東京都］

	 4
年度までに

年度目途

・	ガス導管事業の「法的分離」を施行[経産省]
・	様々な分野のデータが垣根を越えてつながる
データ連携基盤が本格稼動[統合イノベーショ
ン戦略推進会議]

・	小型無人機（ドローン）の有人地帯での目視外
飛行による荷物配送などのサービスが可能に
［日本経済再生本部］

	 1

2～3月
	
	 9
11
年

年までに

・	メガバンクを規制する国際ルール「バーゼル
3」の段階導入開始

・	中国（北京）で第24回冬季オリンピック、第
13回冬季パラリンピック開催

・	DART、小惑星Didymosに到達［NASA］
・	カタールで第22回FIFAワールドカップ開催
・	韓国大統領選挙実施
・	タイでAPEC開催
・	木星探査機「JUICE」打ち上げ［ESA（欧州宇
宙機関）］

・	インドでG20首脳会議開催
・	ドイツ、すべての原子力発電所を閉鎖

2022年

2022年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率18.7%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模7,721億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,429億円

・	新設住宅着工戸数79万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.9兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,205万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,682万台
・	ロボット市場規模1,517億円
・	産業用ドローン市場規模724億円

	2023.8

2023年

2023年度
2024年

2024年まで

2024年度
2025.5.3

2025年

2025年度

2025年度までに

2020年代後半

・	ICIAM（応用数理国際会議：イシアム）を東京
で開催［東京都］

・	総世帯数がピークに（5,419万世帯）［国立社
会保障・人口問題研究所（IPSS）］

・	75歳以上の人口が2,000万人を超える［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で10万人を超える
［IPSS］
・	国際数学オリンピック、日本で開催［数学オリ
ンピック財団］

・	測位衛星「準天頂衛星」を7機体制に［内閣府］
・	火星衛星からサンプルを持ち帰る無人探査機
（MMX）打ち上げ［JAXA］
・	本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口で
も、戸籍謄抄本の請求が可能に［法務省］

・	国際宇宙ステーション（ISS）の運用延長
［JAXA］
・	森林環境税を国税として導入［財務省］
・	日本国際博覧会（略称「大阪・関西万博」）	開
幕［経産省］

・	日本の高齢化率（65歳以上）が30.0％に
［IPSS］
・	日本の総人口が1億2,254万人に減少［IPSS］
・	団塊の世代が全て75歳以上に［厚労省］
・	東京都の人口が1,408万人でピークに［東京都］
・	会社員1人当たりの保険料（労使合計）が年
収の約3割へ［厚労省］

・	医療・介護費は、2015年度比約1.5倍の74
兆円に［厚労省］

・	男性の厚生年金の受給が65歳に引き上げ［厚
労省］

・	有人月周回拠点（ゲートウェー）で乗り換え、
有人月着陸［JAXA］

・	「スーパーカミオカンデ」を凌駕する「ハイパー
カミオカンデ」で実験開始［東京大学］

	2023.12
	2023年までに

2024年度末
までに
2025.1までに
	2025.6までに

2025年

2025年までに

2025年頃

2025年以降

2025年度

2025年度までに

・	NISAの投資可能期間が終了［金融庁］
・	農業の法人経営体数が2010年比約4倍の5
万法人に［日本経済再生本部］

・	最初の商用化規模のCCU（二酸化炭素回収・
利用）技術が確立［統合イノベーション戦略
推進会議］

・	家庭等の低圧電力部門で全数スマートメータ
ー化［経産省］

・	NTTの固定電話網がIP網へ完全移行［総務省］
・	キャッシュレス決済比率が2017年から倍増
し4割程度に［日本経済再生本部］

・	5,000億円のバイオマス市場が形成［農水省］
・	65歳～69歳の就業率が51.6％に（2018年：
46.6％）［日本経済再生本部］

・	既存住宅流通の市場規模が2010年から倍増
し8兆円に［日本経済再生本部］

・	主要コンビニの全ての取扱商品（推計1,000
億個／年）に電子タグが貼付され、商品の個
品管理が実現［経産省］

・	スポーツ市場規模が15兆円に（2015年：
5.5兆円）［日本経済再生本部］

・	文化GDPが18兆円に（2016年：8.9兆円）［日
本経済再生本部］

・	ドラッグストアの取扱商品に電子タグが実装
され、商品の個品管理が実現［経産省］

・	無人自動走行バス・タクシー等を活用した新
たな移動サービス（MaaS）が事業化［経産省］

・	高速道路でのトラックの完全自動運転（レベ
ル4）が実現［IT総合戦略本部］

・	総合食料自給率が生産額ベースで73％に
（2015年度66％）［農水省］
・	商用水素ステーションが全国320ヵ所程度に
整備［日本経済再生本部］

・	介護人材が2016年度の約190万人に加え、
約55万人、年間6万人程度の確保が必要に［厚
労省］

	2023.1

2023年

2024.7～9月

2024.11
	2024年

2024年までに
2025年
2025年までに

・	アルゼンチン（ブエノスアイレス）で万国博覧
会開幕

・	世界の人口が80億人に到達［国連］
・	ESA（欧州宇宙機関）、NASAのDART衝突
後の小惑星Didymos観測に向けHera打ち
上げ

・	フランス（パリ）で第33回夏季オリンピック、
第17回夏季パラリンピック開催

・	米国大統領選挙実施
・	ロシア大統領選挙実施
・	インドネシア、ジャカルタからボルネオ島の東
カリマンタン州に首都移転開始

・	パリ市、ディーゼル車の使用を禁止
・	韓国でAPEC開催
・	EU、経済通貨同盟（EMU）完成
・	世界人口の半分が水資源が逼迫する地域に住
むことに［WHO］

2023年

2023年度

2024年

2024年度

2025年

2025年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率24.4%
・	決済に電子マネーを使用する比率が40%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模8,693億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,677億円

・	新設住宅着工戸数77万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.0兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,450万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,626万台
・	ロボット市場規模1,822億円
・	産業用ドローン市場規模951億円
・	スマートスピーカーの世帯普及率31.2%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模9,787億円
・	外航海運貨物船無人運用の商用化開始
・	新設住宅着工戸数75万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.2兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,657万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,586万台
・	ロボット市場規模2,124億円
・	産業用ドローン市場規模1,221億円
・	スマートスピーカーの世帯普及率39.0%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模1兆1,019
億円

・	東京の通勤乗車率が130％に減少（2017
年は163％）

・	テレワーク体験比率が32％に達する（2018
年は14.8％）

・	無人レジの比率が20％を超える（2018年
は1％未満）

・	自動販売機の電子マネー対応比率が60％を
超える（2017年は４％）

・	小規模離島向け無人貨物機の商用化開始
・	新設住宅着工戸数73万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.3兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,830万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,539万台
・	ロボット市場規模2,428億円
・	産業用ドローン市場規模1,508億円

2026.9
2027.3～9
2027年まで

2027年度

2029年

2029年頃
2029.9
2030年

2030年度までに

2030年度末

2032年度
末までに
2035.9

2035年

2037年以降
2040年

2040年度

2042年

2045年

2047年度までに

2050年

・	愛知県で第20回アジア競技大会開催［愛知県］
・	横浜市で国際園芸博覧会開催［横浜市］
・	リニア中央新幹線（品川～名古屋間）が開業
［国交省］
・	渋谷スクランブルスクエア（東急電鉄、東京メ
トロとの共同開発）が完成［JR東日本］

・	15～64歳の生産年齢人口が7,000万人を
割る［IPSS］

・	「羽田空港アクセス線」開業［ＪＲ東日本］
・	火星衛星の無人探査機が地球帰還［JAXA］
・	全高齢者世帯の7割近くが「高齢者のみ（単
身か夫婦のみ）」の世帯となる［IPSS］

・	厚生年金の支給開始年齢の段階的な引き上げ
完了［厚労省］

・	北海道新幹線が全線開業（新函館北斗～札幌
間）［国交省］

・	東京圏在来線の主要路線全駅（330駅）にホ
ームドアを整備［JR東日本］

・	関東北部から能登半島にかけて皆既日食が見
られる［国立天文台］

・	全都道府県で総人口が減少［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で25万6千人に
［IPSS］
・	沖縄県を除く46都道府県で世帯数が減少
［IPSS］
・	リニア中央新幹線（東京～大阪間）が開業［国交省］
・	年間死亡数が約168万人とピークに達する
［IPSS］
・	平均寿命は男性が約83歳、女性は約90歳に
［IPSS］
・	65歳以上の未婚率が男性14.9％、女性9.9
％に上昇する［IPSS］

・	一般世帯総数は2015年比5％減の5,076万
世帯になる［IPSS］

・	一人暮らし世帯が全体で1,994万世帯と全世
帯の約4割となり、75歳以上の一人暮らし世
帯も500万世帯を超える［IPSS］

・	高等教育機関への進学者数は17年をピーク
に減り、17年から約12万人減の約51万人に
なる［文科省］

・	社会保障給付費は190兆円と18年度（121.3
兆円）に比べ6割近く増える［内閣官房・内閣
府・財務省・厚労省］

・	老年（65歳以上）人口が3,935万人でピーク
を迎え、その後減少に転じる［IPSS］

・	人工知能（AI）が人間の能力を追い抜く
・	都心3区（千代田、中央、港）の総人口は、15
年比3割超の増加となる［IPSS］

・	総人口は、東京都を除いたすべての道府県で
2015	年を下回る［IPSS］

・	高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の廃止措置終了
［日本原子力研究開発機構］
・	日本の人口が1億192万人に減少［IPSS］
・	日本の高齢化率が37.7％に［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で約53万人にな
る［IPSS］

2026.10

2026年度

2027.3

2028年度

2030年

2030年までに

2030年頃

2030年以降
2030年度

2030年度までに

2037年
2040年

2040年頃

2050年までに

・	ビール系飲料（ビール、発泡酒、新ジャンル）
の税率が一本化［財務省］

・	成長実現ケースで国・地方を通じた基礎的財
政収支が黒字化［内閣府］

・	蛍光灯等に利用されていたポリ塩化ビフェニ
ルの処理期間が終了［環境省他］

・	成長実現ケースで公債等残高が1,169兆円程
度に（2018年度：1,062兆円程度）［内閣府］

・	家庭用燃料電池の普及台数が530万台に［日
本経済再生本部］

・	訪日外国人旅行者数が6千万人、旅行消費額
が15兆円に［日本経済再生本部］

・	国産を含む石油・天然ガスを合わせた自主開
発比率が40％以上に［日本経済再生本部］

・	国内販売新車に安全運転支援装置・システム
が全車標準装備、ストックベースでもほぼ全車
に普及［日本経済再生本部］

・	ベースメタルの自給率が80％以上に［日本経
済再生本部］

・	次世代自動車が乗用車の新車販売のうち50
～70％に［日本経済再生本部］

・	燃料電池自動車の普及台数が80万台程度に
［経産省］
・	地域限定型の無人自動運転移動サービスが
全国100ヶ所以上で展開［日本経済再生本部］

・	プラスチック製容器包装のリユース又はリサイ
クル率が60％に［環境省他］

・	バイオマスプラスチックの導入量が最大約
200万トンに［環境省他］

・	液化水素・水素発電が商用化［内閣官房］
・	バイオジェット燃料が商用化［経産省］
・	次世代電動航空機が市場投入［経産省］
・	人工知能（AI）等による職業の代替が進む等
により、従業者数が735万人減少［経産省］

・	再生可能エネルギーの電源比率が22～24％
に［経産省］

・	原発の電源比率が20～22％に［経産省］
・	事業系食品ロスが2000年度比で半減［農水
省他］

・	つみたてNISAの投資可能期間が終了［金融庁］
・	産業別就業者数で医療・福祉が卸売・小売
業を上回り、製造業全体に比肩するほど増加
［労働政策研究・研修機構］
・	労働力人口が6,195万人に減少、うち65歳
以上が19.0％［労働政策研究・研修機構］

・	FIT（固定価格買取制度）開始後に始まった太
陽光発電事業が終了［資源エネルギー庁］

・	世界で供給する日本車について世界最高水準
の環境性能が実現［経産省］

2026.2.
6-22

2026年

2026年末までに
2027.7.
20

2027.8

2027年

2028年

2029

2030年

2030年までに

2031年
2032

2035年
2037年

2040年

2040年までに

2040年頃

2045年
2045年までに

2048年

2049年
2050年

・	イタリア（ミラノ・コルティナダンペッツォ）で
第25回冬季オリンピック、第14回冬季パラ
リンピック開催

・	欧州宇宙機関（ESA）が地球外生命探査機
「PLATO」を打ち上げ
・	第23回FIFAワールドカップ、史上初の3カ国
（カナダ・メキシコ・米国）共同開催
・	スペイン・サグラダファミリア教会が完成
・	ハワイ・マウナケアに次世代超大型望遠鏡
TMT（Thirty	Meter	Telescope）完成［米
国・カナダ・中国・インド・日本］

・	巨大小惑星「1999	AN10」が地球から約39
万km（ほぼ月までの距離）まで接近

・	チリ・ラスカンパナス天文台に世界最大となる
巨大マゼラン望遠鏡完成

・	米国（ロサンゼルス）で第34回夏季オリンピ
ック、第18回夏季パラリンピック開催

・	インド、人口で中国を抜き、世界1位に［国連］
・	木星探査機「JUICE」木星系軌道に到達［ESA
（欧州宇宙機関）］
・	国連「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成
期限

・	「中国・パキスタン経済回廊」完成
・	世界の食用魚の3分の2近くが養殖に［世銀］
・	ロシア、有人月周回飛行及び月着陸を実施
・	EU域内で使用される全てのプラスチック製包
装材は再生利用可能なものに

・	EU圏内で販売する乗用車のCO2排出量を
2021年比で37.5％削減

・	中国の人口が14.7億人でピークに［国連］
・	木星探査機「JUICE」、衛星ガニメデの周回
軌道への投入［ESA（欧州宇宙機関）］

・	中国、設備容量が世界1位の原子力大国に
・	世界の人口が90億人に到達［国連］
・	インド、実質GDP（購買力平価ベース）で米国
を抜き、世界2位に［OECD］

・	世界の航空旅客数、2017年の41億人から2倍
の82億人に到達［IATA（国際航空運送協会）］

・	インドネシア、実質GDP（購買力平価ベース）
で日本を抜き、世界4位に［OECD］

・	世界の石油需要は日量1億640万バレルに
（2018年：9,690万バレル）［IEA］
・	英国とフランスで、ガソリン車・ディーゼル車
の販売を禁止

・	有人の火星探査が実現［The	International	
Space	 Exp lo ra t ion	Coo rd inat ion	
Group	（ISECG）］

・	国連創設100周年
・	スウェーデンが温室効果ガスの排出量ゼロを
達成

・	南極での資源開発を禁じた「環境保護のため
の南極条約議定書」が失効

・	中国（中華人民共和国）建国100周年	
・	世界の人口は97億人、65歳以上人口は
2020年の2.1倍の15億人に［国連］

・	イギリス・フランス、温室効果ガス実質ゼロ達成

2026年度
2026年度～
2030年度
2027年度
2028年

2028年度
2029年度
2030年

2030年度
2030年代初頭
2035年

2040年

・	新設住宅着工戸数が71万戸
・	広義のリフォーム市場規模が7.3兆円～7.4
兆円で横ばいに推移

・	新設住宅着工戸数69万戸
・	電気自動車の販売比率がガソリン車を抜く
（～2032年）
・	定期貨物便向け無人飛行機の商用化開始
（～2030年）
・	新設住宅着工戸数67万戸
・	新設住宅着工戸数65万戸
・	会社員の副業比率が40％を超える
・	決済に電子マネーを使用する比率80%
・	5Gに続く6Gの導入が始まる（～2033年）
・	レベル４～５の自動運転の車両が新車販売
の10％近くを占める

・	自動運転商用化に伴いバスが小型化し、マ
イクロバス（22席以下）の販売比率が60％
を占める

・	歯の再生医療実用化（～2040年）
・	新設住宅着工戸数が63万戸
・	じん帯、軟骨関連分野の再生医療実用化
・	稼働車両比率で電気自動車がガソリン車を
抜く（～2045年）

・	テレワーク体験比率が44％に達する（2018
年は14.8％）

・	テレワーク採用企業比率が64％に達する
（2018年は14％）
・	野菜の18～24％が植物工場からの出荷

2053年

2056年

2060年

2065年

2065年までに
2100年

・	日本の人口が1億人を割って9,924万人となる
［IPSS］
・	生産年齢人口（15～64歳人口）が、5,000
万人を割る［IPSS］

・	日本の人口が9,284万人に減少［IPSS］
・	日本の高齢化率が38.1％に［IPSS］
・	生産年齢人口（15～64歳人口）が4,529万
人に［IPSS］

・	日本の高齢化率が38.4％に［IPSS］
・	平均寿命は男性が約85歳、女性は約91歳に
［IPSS］
・	高速道路の料金徴収が満了［国交省］
・	日本の人口が5,972万人になる［IPSS］
・	大阪万博（1970年）の時に埋設されたタイム
カプセルが開封・点検の時期を迎える（最終
的な開封日は6970年）

2100 ・	鉄鋼プロセスの脱炭素化達成［日本鉄鋼連
盟］

2055年
2057年
2059年
2060年

2061年
2065年

2070年

2076年
2090年
2100年

・	アジアの人口が53億人でピークに［国連］
・	世界の人口が100億人に到達［国連］
・	インドの人口が16.5億人でピークに［国連］
・	世界の金属・化石燃料などの原材料消費量、
2011年比で約2倍に［OECD］

・	ハレー彗星が地球に接近
・	世界の人口は103億人、65歳以上人口は
2020年の2.6倍の19億人に［国連］

・	アフリカの人口が世界人口の30％を占める
（2020年：17％）［国連］
・	世界の人口は105億人、65歳以上人口は
2020年の2.7倍の20億人に［国連］

・	イスラム教徒とキリスト教徒の世界人口に占
める割合がそれぞれ32.3％でほぼ拮抗［米ピ
ュー・リサーチ・センター］

・	米国、建国300周年
・	世界の生産年齢人口（15～64歳）がピークに
・	世界の人口は109億人、65歳以上人口は
2020年の3.4倍の25億人に［国連］

・	アフリカの人口が世界人口の39％を占める
［国連］
・	世界の平均気温が産業革命前（1850～
1900年の気温を参照）に比べ約3度上昇
［UNEP（国連環境計画）］

2020～2100

2020
2021

注１）「NRI予測」は特に断りのない限り、
日本国内市場の予測を指すものとする。

注２）ロボット市場については産業用ロボ
ットは対象とせず、非製造業用のうち「物
流・搬送用ロボット」「医療・介護用ロボッ
ト」「オフィス・店舗用ロボット」「家庭用ロ
ボット」の４分野を対象とする。

注３）「広義のリフォーム市場」は増築・改
築工事費、設備等の修繕維持費、リフォー
ムに関連する耐久消費財の購入費、インテ
リア商品等の購入費からなる。



	月	 日 政治・社会 	月	 日 経済・産業 	月	 日 国際 	月	 日 NRI 予測
	 1	 15
	 4
	 4	 19
春
7～8月

7～9月

秋

	年末

年度

年度から

年度までに

年度中

年度末

年度末まで

・	北海道内７空港の一括運営委託開始［国交省］
・	自動車の自動点灯義務化［国交省］
・	立皇嗣の礼［内閣官房］
・	高輪ゲートウェイ駅開業［JR東日本］
・	五輪日程に合わせて「海の日」「山の日」「体
育の日」を移動［内閣府］

・	東京で第32回夏季オリンピック、第16回夏
季パラリンピック開催

・	全政府機関でクラウドサービスの利用開始
［IT総合戦略本部］
・	はやぶさ2、小惑星「Ryugu」の探査を終え地
球に帰還［JAXA］

・	世界初の新交通「デュアル・モード・ビークル
（DMV）」営業運行開始［徳島県］
・	中央防波堤地区と有明地区を結ぶ海底トンネ
ル「東京港臨港道路南北線」完成［国交省］

・	新型基幹ロケット「H3」打ち上げ［JAXA］
・	相互利用可能な交通系ICカードをすべての都
道府県で使用可能に［国交省］

・	大学入試センター試験に代わる「大学入学共
通テスト」導入［文部科学省］

・	マイナンバーカードを活用した自治体ポイント
を実施［IT総合戦略本部］

・	小学校でプログラミング教育が必修化［文科省］
・	新東名高速道路が順次完成［NEXCO中日本］
・	「外国語活動」の開始が小学5年から3年に引
き下げられる［文科省］

・	無線LANの普通教室への整備を100％とする
［日本経済再生本部］
・	福島の国営追悼・祈念施設（仮称）の一部利
用開始［復興庁］

・	震災追悼施設を岩手県及び宮城県に整備［復
興庁］

・	復興庁廃止［復興庁］

3までに

	 4	 1

	 5

	10上旬

年

年までに

年中

目途

年度

年度頃の
可能な限り
早期
年度までに

年度末までに

年度内

・	クレジットカードのIC化100％達成［クレジッ
ト取引セキュリティ対策協議会］

・	電力会社の送配電事業の「法的分離」を施行、
電力システム改革を完了［経産省］

・	大企業を対象に「パートタイム・有期雇用労働
法」が施行

・	大企業でパワーハラスメント防止を義務化
［厚労省］
・	ワールドロボットサミット本大会開催（愛知
県）［経産省］

・	家庭用燃料電池の普及台数が140万台に［日
本経済再生本部］

・	訪日外国人旅行者数が4千万人、旅行消費額
が8兆円に［日本経済再生本部］

・	第5世代移動通信システム（5G）が実用化［総
務省］

・	国内販売新車乗用車の90％以上に自動ブレ
ーキを搭載［日本経済再生本部］

・	企業間（BtoB）送金がXML電文へ全面移行
［金融庁］
・	対日直接投資残高が35兆円に［内閣府］
・	職業情報提供サイト（日本版O-NET）（仮称）
が運用開始［厚労省］

・	公道での地域限定型の無人自動運転移動サ
ービスが開始［日本経済再生本部］

・	大法人（資本金1億円超）等が行う法人税等
の電子申告が義務化［財務省］

・	金融からコモディティまで幅広い商品のワンス
トップでの取引を可能とする総合取引所が実
現［JPX］

・	商用水素ステーションが全国160ヵ所程度に
整備［日本経済再生本部］

・	全都道府県で5Gサービスが開始［日本経済
再生本部］

・	電力9社による広域需給調整システムが運用
開始［電力広域的運営推進機関］

	 7

	7また8月
	10	20
	11	 3
	11	 4

	11	21～22
年

年までに

年代

・	火星探査機「エクソマーズ」打ち上げ［ESA（欧
州宇宙機関）・ロスコスモス社（ロシア）］

・	火星探査機「マーズ2020」打ち上げ［NASA］
・	UAE（ドバイ）で万国博覧会開幕
・	米国大統領選挙実施
・	米国、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ
協定」から離脱可能に

・	サウジアラビアでG20首脳会議開催
・	マレーシアでAPEC開催
・	NASA、国際宇宙ステーション（ISS）の商用
利用開始

・	アメリカのマイアミでG7首脳会合開催
・	EU、温室効果ガス排出量20％削減（1990
年比）・再生可能エネルギー比率20％・エネル
ギー効率20％改善の「トリプル20」達成

・	EU、20～64歳の就業率を75％に（2018年：
73.2％）

・	EU、独自の衛星利用測位システム（GPS）「ガ
リレオ」正式運用開始

・	木星の衛星エウロパへ無人探査機打ち上げ
［NASA］
・	フィンランド、世界初の核廃棄物最終処分場
「オンカロ」操業開始

2020年

2020年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率10.4%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模6,091億円
・	僻地、バス・乗合タクシーのレベル３～４商
用化が開始される

・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆755億円

・	新設住宅着工件戸数80万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.7兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数1,394万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,781万台
・	ロボット市場規模1,182億円
・	産業用ドローン市場規模425億円

	 3

	 4	 1
	 5	 14
	 7	26までに

	10

年内

年度

年度

年度中

・	マイナンバーカードの健康保険証利用を本格
運用開始［IT総合戦略本部］

・	広島空港民営化［国交省］
・	関西でワールドマスターズゲームズ開幕
・	特定複合観光施設区域整備法が施行［特定複
合観光施設区域整備推進本部］

・	マイナンバーカードをお薬手帳として代替的に
活用することが可能に［IT総合戦略本部］

・	東京電力福島第一原子力発電所のプールに残
る燃料デブリの取り出し開始［東京電力］

・	日米で共同開発中のBMD用能力向上型迎撃
ミサイル「SM-3	ブロックⅡA」配備	［防衛省］

・	日本初小型月着陸実証機（SLIM）打ち上げ	
［JAXA］
・	文化庁、京都に本格移転	［文化庁］

	 4	30
	
12		 31

年頃

年度

年度までに

目途

・	エコカー減税（自動車重量税）の適用期間が
終了［国交省］

・	2016年1月1日より前に証券口座を開設した
顧客に係るマイナンバーの告知期限が終了［金
融庁］

・	スーパーコンピュータ「京」の後継機「富岳」
が共用開始［理化学研究所］

・	バーチャルパワープラントが事業化［日本経済
再生本部］

・	企業と投資家等の対話促進を通じてESG金
融を拡大するため、ESG対話プラットフォーム
が本格運用［地球温暖化対策推進本部］

・	法人設立のための全手続きのオンライン・ワ
ンストップ化が実現［日本経済再生本部］
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	11	8-14

年

・	NASA、小惑星Didymosへの衝突実験に向
けDART打ち上げ

・	ニュージーランドでAPEC開催
・	ヨーロッパの人口が7.5億人でピークに［国連］
・	ハッブル宇宙望遠鏡の後継機ジェイムズ・ウェ
ッブ宇宙望遠鏡打ち上げ［NASA・ESA（欧州
宇宙機関）・CSA（カナダ宇宙庁）］

・	新戦略兵器削減条約（新START）失効［米国・
ロシア］

・	EU、使い捨てプラスチック製品の流通を禁止
・	イタリアでG20首脳会議開催
・	イギリスでG7首脳会合開催

2021年

2021年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率14.0%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模6,857億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,093億円

・	新設住宅着工件戸数81万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.9兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数1,808万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,734万台
・	ロボット市場規模1,350億円
・	産業用ドローン市場規模553億円

	 1

	 4	 1

	 7
年以降
年度

年度中

年度末
年度以降

・	確定申告手続でのマイナポータル活用で、医療
費領収書の保存が不要に［IT総合戦略本部］

・	成人年齢を20歳から18歳へ引き下げ、婚姻
適齢を男女とも18歳に統一［法務省］

・	参議院改選［参議院］
・	衆議院選挙制度にアダムズ方式を適用［総務省］
・	静止気象衛星「ひまわり9号」観測開始［気象庁］
・	相模鉄道と東京急行電鉄相互運転開始［鉄
道・運輸機構］

・	おおむね全ての医療機関でマイナンバーカー
ドを導入する［IT総合戦略本部］

・	九州新幹線（武雄温泉～長崎間）開業［国交省］
・	北陸新幹線（金沢～敦賀間）開業［国交省］
・	東京都心と臨海地域とを結ぶ、BRT（バス高速
輸送システム）本格運行［東京都］

	 4
年度までに

年度目途

・	ガス導管事業の「法的分離」を施行[経産省]
・	様々な分野のデータが垣根を越えてつながる
データ連携基盤が本格稼動[統合イノベーショ
ン戦略推進会議]

・	小型無人機（ドローン）の有人地帯での目視外
飛行による荷物配送などのサービスが可能に
［日本経済再生本部］

	 1

2～3月
	
	 9
11
年

年までに

・	メガバンクを規制する国際ルール「バーゼル
3」の段階導入開始

・	中国（北京）で第24回冬季オリンピック、第
13回冬季パラリンピック開催

・	DART、小惑星Didymosに到達［NASA］
・	カタールで第22回FIFAワールドカップ開催
・	韓国大統領選挙実施
・	タイでAPEC開催
・	木星探査機「JUICE」打ち上げ［ESA（欧州宇
宙機関）］

・	インドでG20首脳会議開催
・	ドイツ、すべての原子力発電所を閉鎖

2022年

2022年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率18.7%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模7,721億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,429億円

・	新設住宅着工戸数79万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.9兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,205万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,682万台
・	ロボット市場規模1,517億円
・	産業用ドローン市場規模724億円

	2023.8

2023年

2023年度
2024年

2024年まで

2024年度
2025.5.3

2025年

2025年度

2025年度までに

2020年代後半

・	ICIAM（応用数理国際会議：イシアム）を東京
で開催［東京都］

・	総世帯数がピークに（5,419万世帯）［国立社
会保障・人口問題研究所（IPSS）］

・	75歳以上の人口が2,000万人を超える［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で10万人を超える
［IPSS］
・	国際数学オリンピック、日本で開催［数学オリ
ンピック財団］

・	測位衛星「準天頂衛星」を7機体制に［内閣府］
・	火星衛星からサンプルを持ち帰る無人探査機
（MMX）打ち上げ［JAXA］
・	本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口で
も、戸籍謄抄本の請求が可能に［法務省］

・	国際宇宙ステーション（ISS）の運用延長
［JAXA］
・	森林環境税を国税として導入［財務省］
・	日本国際博覧会（略称「大阪・関西万博」）	開
幕［経産省］

・	日本の高齢化率（65歳以上）が30.0％に
［IPSS］
・	日本の総人口が1億2,254万人に減少［IPSS］
・	団塊の世代が全て75歳以上に［厚労省］
・	東京都の人口が1,408万人でピークに［東京都］
・	会社員1人当たりの保険料（労使合計）が年
収の約3割へ［厚労省］

・	医療・介護費は、2015年度比約1.5倍の74
兆円に［厚労省］

・	男性の厚生年金の受給が65歳に引き上げ［厚
労省］

・	有人月周回拠点（ゲートウェー）で乗り換え、
有人月着陸［JAXA］

・	「スーパーカミオカンデ」を凌駕する「ハイパー
カミオカンデ」で実験開始［東京大学］

	2023.12
	2023年までに

2024年度末
までに
2025.1までに
	2025.6までに

2025年

2025年までに

2025年頃

2025年以降

2025年度

2025年度までに

・	NISAの投資可能期間が終了［金融庁］
・	農業の法人経営体数が2010年比約4倍の5
万法人に［日本経済再生本部］

・	最初の商用化規模のCCU（二酸化炭素回収・
利用）技術が確立［統合イノベーション戦略
推進会議］

・	家庭等の低圧電力部門で全数スマートメータ
ー化［経産省］

・	NTTの固定電話網がIP網へ完全移行［総務省］
・	キャッシュレス決済比率が2017年から倍増
し4割程度に［日本経済再生本部］

・	5,000億円のバイオマス市場が形成［農水省］
・	65歳～69歳の就業率が51.6％に（2018年：
46.6％）［日本経済再生本部］

・	既存住宅流通の市場規模が2010年から倍増
し8兆円に［日本経済再生本部］

・	主要コンビニの全ての取扱商品（推計1,000
億個／年）に電子タグが貼付され、商品の個
品管理が実現［経産省］

・	スポーツ市場規模が15兆円に（2015年：
5.5兆円）［日本経済再生本部］

・	文化GDPが18兆円に（2016年：8.9兆円）［日
本経済再生本部］

・	ドラッグストアの取扱商品に電子タグが実装
され、商品の個品管理が実現［経産省］

・	無人自動走行バス・タクシー等を活用した新
たな移動サービス（MaaS）が事業化［経産省］

・	高速道路でのトラックの完全自動運転（レベ
ル4）が実現［IT総合戦略本部］

・	総合食料自給率が生産額ベースで73％に
（2015年度66％）［農水省］
・	商用水素ステーションが全国320ヵ所程度に
整備［日本経済再生本部］

・	介護人材が2016年度の約190万人に加え、
約55万人、年間6万人程度の確保が必要に［厚
労省］

	2023.1

2023年

2024.7～9月

2024.11
	2024年

2024年までに
2025年
2025年までに

・	アルゼンチン（ブエノスアイレス）で万国博覧
会開幕

・	世界の人口が80億人に到達［国連］
・	ESA（欧州宇宙機関）、NASAのDART衝突
後の小惑星Didymos観測に向けHera打ち
上げ

・	フランス（パリ）で第33回夏季オリンピック、
第17回夏季パラリンピック開催

・	米国大統領選挙実施
・	ロシア大統領選挙実施
・	インドネシア、ジャカルタからボルネオ島の東
カリマンタン州に首都移転開始

・	パリ市、ディーゼル車の使用を禁止
・	韓国でAPEC開催
・	EU、経済通貨同盟（EMU）完成
・	世界人口の半分が水資源が逼迫する地域に住
むことに［WHO］

2023年

2023年度

2024年

2024年度

2025年

2025年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率24.4%
・	決済に電子マネーを使用する比率が40%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模8,693億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,677億円

・	新設住宅着工戸数77万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.0兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,450万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,626万台
・	ロボット市場規模1,822億円
・	産業用ドローン市場規模951億円
・	スマートスピーカーの世帯普及率31.2%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模9,787億円
・	外航海運貨物船無人運用の商用化開始
・	新設住宅着工戸数75万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.2兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,657万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,586万台
・	ロボット市場規模2,124億円
・	産業用ドローン市場規模1,221億円
・	スマートスピーカーの世帯普及率39.0%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模1兆1,019
億円

・	東京の通勤乗車率が130％に減少（2017
年は163％）

・	テレワーク体験比率が32％に達する（2018
年は14.8％）

・	無人レジの比率が20％を超える（2018年
は1％未満）

・	自動販売機の電子マネー対応比率が60％を
超える（2017年は４％）

・	小規模離島向け無人貨物機の商用化開始
・	新設住宅着工戸数73万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.3兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,830万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,539万台
・	ロボット市場規模2,428億円
・	産業用ドローン市場規模1,508億円

2026.9
2027.3～9
2027年まで

2027年度

2029年

2029年頃
2029.9
2030年

2030年度までに

2030年度末

2032年度
末までに
2035.9

2035年

2037年以降
2040年

2040年度

2042年

2045年

2047年度までに

2050年

・	愛知県で第20回アジア競技大会開催［愛知県］
・	横浜市で国際園芸博覧会開催［横浜市］
・	リニア中央新幹線（品川～名古屋間）が開業
［国交省］
・	渋谷スクランブルスクエア（東急電鉄、東京メ
トロとの共同開発）が完成［JR東日本］

・	15～64歳の生産年齢人口が7,000万人を
割る［IPSS］

・	「羽田空港アクセス線」開業［ＪＲ東日本］
・	火星衛星の無人探査機が地球帰還［JAXA］
・	全高齢者世帯の7割近くが「高齢者のみ（単
身か夫婦のみ）」の世帯となる［IPSS］

・	厚生年金の支給開始年齢の段階的な引き上げ
完了［厚労省］

・	北海道新幹線が全線開業（新函館北斗～札幌
間）［国交省］

・	東京圏在来線の主要路線全駅（330駅）にホ
ームドアを整備［JR東日本］

・	関東北部から能登半島にかけて皆既日食が見
られる［国立天文台］

・	全都道府県で総人口が減少［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で25万6千人に
［IPSS］
・	沖縄県を除く46都道府県で世帯数が減少
［IPSS］
・	リニア中央新幹線（東京～大阪間）が開業［国交省］
・	年間死亡数が約168万人とピークに達する
［IPSS］
・	平均寿命は男性が約83歳、女性は約90歳に
［IPSS］
・	65歳以上の未婚率が男性14.9％、女性9.9
％に上昇する［IPSS］

・	一般世帯総数は2015年比5％減の5,076万
世帯になる［IPSS］

・	一人暮らし世帯が全体で1,994万世帯と全世
帯の約4割となり、75歳以上の一人暮らし世
帯も500万世帯を超える［IPSS］

・	高等教育機関への進学者数は17年をピーク
に減り、17年から約12万人減の約51万人に
なる［文科省］

・	社会保障給付費は190兆円と18年度（121.3
兆円）に比べ6割近く増える［内閣官房・内閣
府・財務省・厚労省］

・	老年（65歳以上）人口が3,935万人でピーク
を迎え、その後減少に転じる［IPSS］

・	人工知能（AI）が人間の能力を追い抜く
・	都心3区（千代田、中央、港）の総人口は、15
年比3割超の増加となる［IPSS］

・	総人口は、東京都を除いたすべての道府県で
2015	年を下回る［IPSS］

・	高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の廃止措置終了
［日本原子力研究開発機構］
・	日本の人口が1億192万人に減少［IPSS］
・	日本の高齢化率が37.7％に［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で約53万人にな
る［IPSS］

2026.10

2026年度

2027.3

2028年度

2030年

2030年までに

2030年頃

2030年以降
2030年度

2030年度までに

2037年
2040年

2040年頃

2050年までに

・	ビール系飲料（ビール、発泡酒、新ジャンル）
の税率が一本化［財務省］

・	成長実現ケースで国・地方を通じた基礎的財
政収支が黒字化［内閣府］

・	蛍光灯等に利用されていたポリ塩化ビフェニ
ルの処理期間が終了［環境省他］

・	成長実現ケースで公債等残高が1,169兆円程
度に（2018年度：1,062兆円程度）［内閣府］

・	家庭用燃料電池の普及台数が530万台に［日
本経済再生本部］

・	訪日外国人旅行者数が6千万人、旅行消費額
が15兆円に［日本経済再生本部］

・	国産を含む石油・天然ガスを合わせた自主開
発比率が40％以上に［日本経済再生本部］

・	国内販売新車に安全運転支援装置・システム
が全車標準装備、ストックベースでもほぼ全車
に普及［日本経済再生本部］

・	ベースメタルの自給率が80％以上に［日本経
済再生本部］

・	次世代自動車が乗用車の新車販売のうち50
～70％に［日本経済再生本部］

・	燃料電池自動車の普及台数が80万台程度に
［経産省］
・	地域限定型の無人自動運転移動サービスが
全国100ヶ所以上で展開［日本経済再生本部］

・	プラスチック製容器包装のリユース又はリサイ
クル率が60％に［環境省他］

・	バイオマスプラスチックの導入量が最大約
200万トンに［環境省他］

・	液化水素・水素発電が商用化［内閣官房］
・	バイオジェット燃料が商用化［経産省］
・	次世代電動航空機が市場投入［経産省］
・	人工知能（AI）等による職業の代替が進む等
により、従業者数が735万人減少［経産省］

・	再生可能エネルギーの電源比率が22～24％
に［経産省］

・	原発の電源比率が20～22％に［経産省］
・	事業系食品ロスが2000年度比で半減［農水
省他］

・	つみたてNISAの投資可能期間が終了［金融庁］
・	産業別就業者数で医療・福祉が卸売・小売
業を上回り、製造業全体に比肩するほど増加
［労働政策研究・研修機構］
・	労働力人口が6,195万人に減少、うち65歳
以上が19.0％［労働政策研究・研修機構］

・	FIT（固定価格買取制度）開始後に始まった太
陽光発電事業が終了［資源エネルギー庁］

・	世界で供給する日本車について世界最高水準
の環境性能が実現［経産省］

2026.2.
6-22

2026年

2026年末までに
2027.7.
20

2027.8

2027年

2028年

2029

2030年

2030年までに

2031年
2032

2035年
2037年

2040年

2040年までに

2040年頃

2045年
2045年までに

2048年

2049年
2050年

・	イタリア（ミラノ・コルティナダンペッツォ）で
第25回冬季オリンピック、第14回冬季パラ
リンピック開催

・	欧州宇宙機関（ESA）が地球外生命探査機
「PLATO」を打ち上げ
・	第23回FIFAワールドカップ、史上初の3カ国
（カナダ・メキシコ・米国）共同開催
・	スペイン・サグラダファミリア教会が完成
・	ハワイ・マウナケアに次世代超大型望遠鏡
TMT（Thirty	Meter	Telescope）完成［米
国・カナダ・中国・インド・日本］

・	巨大小惑星「1999	AN10」が地球から約39
万km（ほぼ月までの距離）まで接近

・	チリ・ラスカンパナス天文台に世界最大となる
巨大マゼラン望遠鏡完成

・	米国（ロサンゼルス）で第34回夏季オリンピ
ック、第18回夏季パラリンピック開催

・	インド、人口で中国を抜き、世界1位に［国連］
・	木星探査機「JUICE」木星系軌道に到達［ESA
（欧州宇宙機関）］
・	国連「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成
期限

・	「中国・パキスタン経済回廊」完成
・	世界の食用魚の3分の2近くが養殖に［世銀］
・	ロシア、有人月周回飛行及び月着陸を実施
・	EU域内で使用される全てのプラスチック製包
装材は再生利用可能なものに

・	EU圏内で販売する乗用車のCO2排出量を
2021年比で37.5％削減

・	中国の人口が14.7億人でピークに［国連］
・	木星探査機「JUICE」、衛星ガニメデの周回
軌道への投入［ESA（欧州宇宙機関）］

・	中国、設備容量が世界1位の原子力大国に
・	世界の人口が90億人に到達［国連］
・	インド、実質GDP（購買力平価ベース）で米国
を抜き、世界2位に［OECD］

・	世界の航空旅客数、2017年の41億人から2倍
の82億人に到達［IATA（国際航空運送協会）］

・	インドネシア、実質GDP（購買力平価ベース）
で日本を抜き、世界4位に［OECD］

・	世界の石油需要は日量1億640万バレルに
（2018年：9,690万バレル）［IEA］
・	英国とフランスで、ガソリン車・ディーゼル車
の販売を禁止

・	有人の火星探査が実現［The	International	
Space	 Exp lo ra t ion	Coo rd inat ion	
Group	（ISECG）］

・	国連創設100周年
・	スウェーデンが温室効果ガスの排出量ゼロを
達成

・	南極での資源開発を禁じた「環境保護のため
の南極条約議定書」が失効

・	中国（中華人民共和国）建国100周年	
・	世界の人口は97億人、65歳以上人口は
2020年の2.1倍の15億人に［国連］

・	イギリス・フランス、温室効果ガス実質ゼロ達成

2026年度
2026年度～
2030年度
2027年度
2028年

2028年度
2029年度
2030年

2030年度
2030年代初頭
2035年

2040年

・	新設住宅着工戸数が71万戸
・	広義のリフォーム市場規模が7.3兆円～7.4
兆円で横ばいに推移

・	新設住宅着工戸数69万戸
・	電気自動車の販売比率がガソリン車を抜く
（～2032年）
・	定期貨物便向け無人飛行機の商用化開始
（～2030年）
・	新設住宅着工戸数67万戸
・	新設住宅着工戸数65万戸
・	会社員の副業比率が40％を超える
・	決済に電子マネーを使用する比率80%
・	5Gに続く6Gの導入が始まる（～2033年）
・	レベル４～５の自動運転の車両が新車販売
の10％近くを占める

・	自動運転商用化に伴いバスが小型化し、マ
イクロバス（22席以下）の販売比率が60％
を占める

・	歯の再生医療実用化（～2040年）
・	新設住宅着工戸数が63万戸
・	じん帯、軟骨関連分野の再生医療実用化
・	稼働車両比率で電気自動車がガソリン車を
抜く（～2045年）

・	テレワーク体験比率が44％に達する（2018
年は14.8％）

・	テレワーク採用企業比率が64％に達する
（2018年は14％）
・	野菜の18～24％が植物工場からの出荷

2053年

2056年

2060年

2065年

2065年までに
2100年

・	日本の人口が1億人を割って9,924万人となる
［IPSS］
・	生産年齢人口（15～64歳人口）が、5,000
万人を割る［IPSS］

・	日本の人口が9,284万人に減少［IPSS］
・	日本の高齢化率が38.1％に［IPSS］
・	生産年齢人口（15～64歳人口）が4,529万
人に［IPSS］

・	日本の高齢化率が38.4％に［IPSS］
・	平均寿命は男性が約85歳、女性は約91歳に
［IPSS］
・	高速道路の料金徴収が満了［国交省］
・	日本の人口が5,972万人になる［IPSS］
・	大阪万博（1970年）の時に埋設されたタイム
カプセルが開封・点検の時期を迎える（最終
的な開封日は6970年）

2100 ・	鉄鋼プロセスの脱炭素化達成［日本鉄鋼連
盟］

2055年
2057年
2059年
2060年

2061年
2065年

2070年

2076年
2090年
2100年

・	アジアの人口が53億人でピークに［国連］
・	世界の人口が100億人に到達［国連］
・	インドの人口が16.5億人でピークに［国連］
・	世界の金属・化石燃料などの原材料消費量、
2011年比で約2倍に［OECD］

・	ハレー彗星が地球に接近
・	世界の人口は103億人、65歳以上人口は
2020年の2.6倍の19億人に［国連］

・	アフリカの人口が世界人口の30％を占める
（2020年：17％）［国連］
・	世界の人口は105億人、65歳以上人口は
2020年の2.7倍の20億人に［国連］

・	イスラム教徒とキリスト教徒の世界人口に占
める割合がそれぞれ32.3％でほぼ拮抗［米ピ
ュー・リサーチ・センター］

・	米国、建国300周年
・	世界の生産年齢人口（15～64歳）がピークに
・	世界の人口は109億人、65歳以上人口は
2020年の3.4倍の25億人に［国連］

・	アフリカの人口が世界人口の39％を占める
［国連］
・	世界の平均気温が産業革命前（1850～
1900年の気温を参照）に比べ約3度上昇
［UNEP（国連環境計画）］

2021
2022



	月	 日 政治・社会 	月	 日 経済・産業 	月	 日 国際 	月	 日 NRI 予測
	 1	 15
	 4
	 4	 19
春
7～8月

7～9月

秋

	年末

年度

年度から

年度までに

年度中

年度末

年度末まで

・	北海道内７空港の一括運営委託開始［国交省］
・	自動車の自動点灯義務化［国交省］
・	立皇嗣の礼［内閣官房］
・	高輪ゲートウェイ駅開業［JR東日本］
・	五輪日程に合わせて「海の日」「山の日」「体
育の日」を移動［内閣府］

・	東京で第32回夏季オリンピック、第16回夏
季パラリンピック開催

・	全政府機関でクラウドサービスの利用開始
［IT総合戦略本部］
・	はやぶさ2、小惑星「Ryugu」の探査を終え地
球に帰還［JAXA］

・	世界初の新交通「デュアル・モード・ビークル
（DMV）」営業運行開始［徳島県］
・	中央防波堤地区と有明地区を結ぶ海底トンネ
ル「東京港臨港道路南北線」完成［国交省］

・	新型基幹ロケット「H3」打ち上げ［JAXA］
・	相互利用可能な交通系ICカードをすべての都
道府県で使用可能に［国交省］

・	大学入試センター試験に代わる「大学入学共
通テスト」導入［文部科学省］

・	マイナンバーカードを活用した自治体ポイント
を実施［IT総合戦略本部］

・	小学校でプログラミング教育が必修化［文科省］
・	新東名高速道路が順次完成［NEXCO中日本］
・	「外国語活動」の開始が小学5年から3年に引
き下げられる［文科省］

・	無線LANの普通教室への整備を100％とする
［日本経済再生本部］
・	福島の国営追悼・祈念施設（仮称）の一部利
用開始［復興庁］

・	震災追悼施設を岩手県及び宮城県に整備［復
興庁］

・	復興庁廃止［復興庁］

3までに

	 4	 1

	 5

	10上旬

年

年までに

年中

目途

年度

年度頃の
可能な限り
早期
年度までに

年度末までに

年度内

・	クレジットカードのIC化100％達成［クレジッ
ト取引セキュリティ対策協議会］

・	電力会社の送配電事業の「法的分離」を施行、
電力システム改革を完了［経産省］

・	大企業を対象に「パートタイム・有期雇用労働
法」が施行

・	大企業でパワーハラスメント防止を義務化
［厚労省］
・	ワールドロボットサミット本大会開催（愛知
県）［経産省］

・	家庭用燃料電池の普及台数が140万台に［日
本経済再生本部］

・	訪日外国人旅行者数が4千万人、旅行消費額
が8兆円に［日本経済再生本部］

・	第5世代移動通信システム（5G）が実用化［総
務省］

・	国内販売新車乗用車の90％以上に自動ブレ
ーキを搭載［日本経済再生本部］

・	企業間（BtoB）送金がXML電文へ全面移行
［金融庁］
・	対日直接投資残高が35兆円に［内閣府］
・	職業情報提供サイト（日本版O-NET）（仮称）
が運用開始［厚労省］

・	公道での地域限定型の無人自動運転移動サ
ービスが開始［日本経済再生本部］

・	大法人（資本金1億円超）等が行う法人税等
の電子申告が義務化［財務省］

・	金融からコモディティまで幅広い商品のワンス
トップでの取引を可能とする総合取引所が実
現［JPX］

・	商用水素ステーションが全国160ヵ所程度に
整備［日本経済再生本部］

・	全都道府県で5Gサービスが開始［日本経済
再生本部］

・	電力9社による広域需給調整システムが運用
開始［電力広域的運営推進機関］

	 7

	7また8月
	10	20
	11	 3
	11	 4

	11	21～22
年

年までに

年代

・	火星探査機「エクソマーズ」打ち上げ［ESA（欧
州宇宙機関）・ロスコスモス社（ロシア）］

・	火星探査機「マーズ2020」打ち上げ［NASA］
・	UAE（ドバイ）で万国博覧会開幕
・	米国大統領選挙実施
・	米国、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ
協定」から離脱可能に

・	サウジアラビアでG20首脳会議開催
・	マレーシアでAPEC開催
・	NASA、国際宇宙ステーション（ISS）の商用
利用開始

・	アメリカのマイアミでG7首脳会合開催
・	EU、温室効果ガス排出量20％削減（1990
年比）・再生可能エネルギー比率20％・エネル
ギー効率20％改善の「トリプル20」達成

・	EU、20～64歳の就業率を75％に（2018年：
73.2％）

・	EU、独自の衛星利用測位システム（GPS）「ガ
リレオ」正式運用開始

・	木星の衛星エウロパへ無人探査機打ち上げ
［NASA］
・	フィンランド、世界初の核廃棄物最終処分場
「オンカロ」操業開始

2020年

2020年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率10.4%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模6,091億円
・	僻地、バス・乗合タクシーのレベル３～４商
用化が開始される

・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆755億円

・	新設住宅着工件戸数80万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.7兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数1,394万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,781万台
・	ロボット市場規模1,182億円
・	産業用ドローン市場規模425億円

	 3

	 4	 1
	 5	 14
	 7	26までに

	10

年内

年度

年度

年度中

・	マイナンバーカードの健康保険証利用を本格
運用開始［IT総合戦略本部］

・	広島空港民営化［国交省］
・	関西でワールドマスターズゲームズ開幕
・	特定複合観光施設区域整備法が施行［特定複
合観光施設区域整備推進本部］

・	マイナンバーカードをお薬手帳として代替的に
活用することが可能に［IT総合戦略本部］

・	東京電力福島第一原子力発電所のプールに残
る燃料デブリの取り出し開始［東京電力］

・	日米で共同開発中のBMD用能力向上型迎撃
ミサイル「SM-3	ブロックⅡA」配備	［防衛省］

・	日本初小型月着陸実証機（SLIM）打ち上げ	
［JAXA］
・	文化庁、京都に本格移転	［文化庁］

	 4	30
	
12		 31

年頃

年度

年度までに

目途

・	エコカー減税（自動車重量税）の適用期間が
終了［国交省］

・	2016年1月1日より前に証券口座を開設した
顧客に係るマイナンバーの告知期限が終了［金
融庁］

・	スーパーコンピュータ「京」の後継機「富岳」
が共用開始［理化学研究所］

・	バーチャルパワープラントが事業化［日本経済
再生本部］

・	企業と投資家等の対話促進を通じてESG金
融を拡大するため、ESG対話プラットフォーム
が本格運用［地球温暖化対策推進本部］

・	法人設立のための全手続きのオンライン・ワ
ンストップ化が実現［日本経済再生本部］

	 7

	11	8-14

年

・	NASA、小惑星Didymosへの衝突実験に向
けDART打ち上げ

・	ニュージーランドでAPEC開催
・	ヨーロッパの人口が7.5億人でピークに［国連］
・	ハッブル宇宙望遠鏡の後継機ジェイムズ・ウェ
ッブ宇宙望遠鏡打ち上げ［NASA・ESA（欧州
宇宙機関）・CSA（カナダ宇宙庁）］

・	新戦略兵器削減条約（新START）失効［米国・
ロシア］

・	EU、使い捨てプラスチック製品の流通を禁止
・	イタリアでG20首脳会議開催
・	イギリスでG7首脳会合開催

2021年

2021年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率14.0%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模6,857億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,093億円

・	新設住宅着工件戸数81万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.9兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数1,808万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,734万台
・	ロボット市場規模1,350億円
・	産業用ドローン市場規模553億円

	 1

	 4	 1

	 7
年以降
年度

年度中

年度末
年度以降

・	確定申告手続でのマイナポータル活用で、医療
費領収書の保存が不要に［IT総合戦略本部］

・	成人年齢を20歳から18歳へ引き下げ、婚姻
適齢を男女とも18歳に統一［法務省］

・	参議院改選［参議院］
・	衆議院選挙制度にアダムズ方式を適用［総務省］
・	静止気象衛星「ひまわり9号」観測開始［気象庁］
・	相模鉄道と東京急行電鉄相互運転開始［鉄
道・運輸機構］

・	おおむね全ての医療機関でマイナンバーカー
ドを導入する［IT総合戦略本部］

・	九州新幹線（武雄温泉～長崎間）開業［国交省］
・	北陸新幹線（金沢～敦賀間）開業［国交省］
・	東京都心と臨海地域とを結ぶ、BRT（バス高速
輸送システム）本格運行［東京都］

	 4
年度までに

年度目途

・	ガス導管事業の「法的分離」を施行[経産省]
・	様々な分野のデータが垣根を越えてつながる
データ連携基盤が本格稼動[統合イノベーショ
ン戦略推進会議]

・	小型無人機（ドローン）の有人地帯での目視外
飛行による荷物配送などのサービスが可能に
［日本経済再生本部］

	 1

2～3月
	
	 9
11
年

年までに

・	メガバンクを規制する国際ルール「バーゼル
3」の段階導入開始

・	中国（北京）で第24回冬季オリンピック、第
13回冬季パラリンピック開催

・	DART、小惑星Didymosに到達［NASA］
・	カタールで第22回FIFAワールドカップ開催
・	韓国大統領選挙実施
・	タイでAPEC開催
・	木星探査機「JUICE」打ち上げ［ESA（欧州宇
宙機関）］

・	インドでG20首脳会議開催
・	ドイツ、すべての原子力発電所を閉鎖

2022年

2022年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率18.7%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模7,721億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,429億円

・	新設住宅着工戸数79万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.9兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,205万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,682万台
・	ロボット市場規模1,517億円
・	産業用ドローン市場規模724億円

	2023.8

2023年

2023年度
2024年

2024年まで

2024年度
2025.5.3

2025年

2025年度

2025年度までに

2020年代後半

・	ICIAM（応用数理国際会議：イシアム）を東京
で開催［東京都］

・	総世帯数がピークに（5,419万世帯）［国立社
会保障・人口問題研究所（IPSS）］

・	75歳以上の人口が2,000万人を超える［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で10万人を超える
［IPSS］
・	国際数学オリンピック、日本で開催［数学オリ
ンピック財団］

・	測位衛星「準天頂衛星」を7機体制に［内閣府］
・	火星衛星からサンプルを持ち帰る無人探査機
（MMX）打ち上げ［JAXA］
・	本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口で
も、戸籍謄抄本の請求が可能に［法務省］

・	国際宇宙ステーション（ISS）の運用延長
［JAXA］
・	森林環境税を国税として導入［財務省］
・	日本国際博覧会（略称「大阪・関西万博」）	開
幕［経産省］

・	日本の高齢化率（65歳以上）が30.0％に
［IPSS］
・	日本の総人口が1億2,254万人に減少［IPSS］
・	団塊の世代が全て75歳以上に［厚労省］
・	東京都の人口が1,408万人でピークに［東京都］
・	会社員1人当たりの保険料（労使合計）が年
収の約3割へ［厚労省］

・	医療・介護費は、2015年度比約1.5倍の74
兆円に［厚労省］

・	男性の厚生年金の受給が65歳に引き上げ［厚
労省］

・	有人月周回拠点（ゲートウェー）で乗り換え、
有人月着陸［JAXA］

・	「スーパーカミオカンデ」を凌駕する「ハイパー
カミオカンデ」で実験開始［東京大学］

	2023.12
	2023年までに

2024年度末
までに
2025.1までに
	2025.6までに

2025年

2025年までに

2025年頃

2025年以降

2025年度

2025年度までに

・	NISAの投資可能期間が終了［金融庁］
・	農業の法人経営体数が2010年比約4倍の5
万法人に［日本経済再生本部］

・	最初の商用化規模のCCU（二酸化炭素回収・
利用）技術が確立［統合イノベーション戦略
推進会議］

・	家庭等の低圧電力部門で全数スマートメータ
ー化［経産省］

・	NTTの固定電話網がIP網へ完全移行［総務省］
・	キャッシュレス決済比率が2017年から倍増
し4割程度に［日本経済再生本部］

・	5,000億円のバイオマス市場が形成［農水省］
・	65歳～69歳の就業率が51.6％に（2018年：
46.6％）［日本経済再生本部］

・	既存住宅流通の市場規模が2010年から倍増
し8兆円に［日本経済再生本部］

・	主要コンビニの全ての取扱商品（推計1,000
億個／年）に電子タグが貼付され、商品の個
品管理が実現［経産省］

・	スポーツ市場規模が15兆円に（2015年：
5.5兆円）［日本経済再生本部］

・	文化GDPが18兆円に（2016年：8.9兆円）［日
本経済再生本部］

・	ドラッグストアの取扱商品に電子タグが実装
され、商品の個品管理が実現［経産省］

・	無人自動走行バス・タクシー等を活用した新
たな移動サービス（MaaS）が事業化［経産省］

・	高速道路でのトラックの完全自動運転（レベ
ル4）が実現［IT総合戦略本部］

・	総合食料自給率が生産額ベースで73％に
（2015年度66％）［農水省］
・	商用水素ステーションが全国320ヵ所程度に
整備［日本経済再生本部］

・	介護人材が2016年度の約190万人に加え、
約55万人、年間6万人程度の確保が必要に［厚
労省］

	2023.1

2023年

2024.7～9月

2024.11
	2024年

2024年までに
2025年
2025年までに

・	アルゼンチン（ブエノスアイレス）で万国博覧
会開幕

・	世界の人口が80億人に到達［国連］
・	ESA（欧州宇宙機関）、NASAのDART衝突
後の小惑星Didymos観測に向けHera打ち
上げ

・	フランス（パリ）で第33回夏季オリンピック、
第17回夏季パラリンピック開催

・	米国大統領選挙実施
・	ロシア大統領選挙実施
・	インドネシア、ジャカルタからボルネオ島の東
カリマンタン州に首都移転開始

・	パリ市、ディーゼル車の使用を禁止
・	韓国でAPEC開催
・	EU、経済通貨同盟（EMU）完成
・	世界人口の半分が水資源が逼迫する地域に住
むことに［WHO］

2023年

2023年度

2024年

2024年度

2025年

2025年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率24.4%
・	決済に電子マネーを使用する比率が40%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模8,693億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,677億円

・	新設住宅着工戸数77万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.0兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,450万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,626万台
・	ロボット市場規模1,822億円
・	産業用ドローン市場規模951億円
・	スマートスピーカーの世帯普及率31.2%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模9,787億円
・	外航海運貨物船無人運用の商用化開始
・	新設住宅着工戸数75万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.2兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,657万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,586万台
・	ロボット市場規模2,124億円
・	産業用ドローン市場規模1,221億円
・	スマートスピーカーの世帯普及率39.0%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模1兆1,019
億円

・	東京の通勤乗車率が130％に減少（2017
年は163％）

・	テレワーク体験比率が32％に達する（2018
年は14.8％）

・	無人レジの比率が20％を超える（2018年
は1％未満）

・	自動販売機の電子マネー対応比率が60％を
超える（2017年は４％）

・	小規模離島向け無人貨物機の商用化開始
・	新設住宅着工戸数73万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.3兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,830万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,539万台
・	ロボット市場規模2,428億円
・	産業用ドローン市場規模1,508億円

2026.9
2027.3～9
2027年まで

2027年度

2029年

2029年頃
2029.9
2030年

2030年度までに

2030年度末

2032年度
末までに
2035.9

2035年

2037年以降
2040年

2040年度

2042年

2045年

2047年度までに

2050年

・	愛知県で第20回アジア競技大会開催［愛知県］
・	横浜市で国際園芸博覧会開催［横浜市］
・	リニア中央新幹線（品川～名古屋間）が開業
［国交省］
・	渋谷スクランブルスクエア（東急電鉄、東京メ
トロとの共同開発）が完成［JR東日本］

・	15～64歳の生産年齢人口が7,000万人を
割る［IPSS］

・	「羽田空港アクセス線」開業［ＪＲ東日本］
・	火星衛星の無人探査機が地球帰還［JAXA］
・	全高齢者世帯の7割近くが「高齢者のみ（単
身か夫婦のみ）」の世帯となる［IPSS］

・	厚生年金の支給開始年齢の段階的な引き上げ
完了［厚労省］

・	北海道新幹線が全線開業（新函館北斗～札幌
間）［国交省］

・	東京圏在来線の主要路線全駅（330駅）にホ
ームドアを整備［JR東日本］

・	関東北部から能登半島にかけて皆既日食が見
られる［国立天文台］

・	全都道府県で総人口が減少［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で25万6千人に
［IPSS］
・	沖縄県を除く46都道府県で世帯数が減少
［IPSS］
・	リニア中央新幹線（東京～大阪間）が開業［国交省］
・	年間死亡数が約168万人とピークに達する
［IPSS］
・	平均寿命は男性が約83歳、女性は約90歳に
［IPSS］
・	65歳以上の未婚率が男性14.9％、女性9.9
％に上昇する［IPSS］

・	一般世帯総数は2015年比5％減の5,076万
世帯になる［IPSS］

・	一人暮らし世帯が全体で1,994万世帯と全世
帯の約4割となり、75歳以上の一人暮らし世
帯も500万世帯を超える［IPSS］

・	高等教育機関への進学者数は17年をピーク
に減り、17年から約12万人減の約51万人に
なる［文科省］

・	社会保障給付費は190兆円と18年度（121.3
兆円）に比べ6割近く増える［内閣官房・内閣
府・財務省・厚労省］

・	老年（65歳以上）人口が3,935万人でピーク
を迎え、その後減少に転じる［IPSS］

・	人工知能（AI）が人間の能力を追い抜く
・	都心3区（千代田、中央、港）の総人口は、15
年比3割超の増加となる［IPSS］

・	総人口は、東京都を除いたすべての道府県で
2015	年を下回る［IPSS］

・	高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の廃止措置終了
［日本原子力研究開発機構］
・	日本の人口が1億192万人に減少［IPSS］
・	日本の高齢化率が37.7％に［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で約53万人にな
る［IPSS］

2026.10

2026年度

2027.3

2028年度

2030年

2030年までに

2030年頃

2030年以降
2030年度

2030年度までに

2037年
2040年

2040年頃

2050年までに

・	ビール系飲料（ビール、発泡酒、新ジャンル）
の税率が一本化［財務省］

・	成長実現ケースで国・地方を通じた基礎的財
政収支が黒字化［内閣府］

・	蛍光灯等に利用されていたポリ塩化ビフェニ
ルの処理期間が終了［環境省他］

・	成長実現ケースで公債等残高が1,169兆円程
度に（2018年度：1,062兆円程度）［内閣府］

・	家庭用燃料電池の普及台数が530万台に［日
本経済再生本部］

・	訪日外国人旅行者数が6千万人、旅行消費額
が15兆円に［日本経済再生本部］

・	国産を含む石油・天然ガスを合わせた自主開
発比率が40％以上に［日本経済再生本部］

・	国内販売新車に安全運転支援装置・システム
が全車標準装備、ストックベースでもほぼ全車
に普及［日本経済再生本部］

・	ベースメタルの自給率が80％以上に［日本経
済再生本部］

・	次世代自動車が乗用車の新車販売のうち50
～70％に［日本経済再生本部］

・	燃料電池自動車の普及台数が80万台程度に
［経産省］
・	地域限定型の無人自動運転移動サービスが
全国100ヶ所以上で展開［日本経済再生本部］

・	プラスチック製容器包装のリユース又はリサイ
クル率が60％に［環境省他］

・	バイオマスプラスチックの導入量が最大約
200万トンに［環境省他］

・	液化水素・水素発電が商用化［内閣官房］
・	バイオジェット燃料が商用化［経産省］
・	次世代電動航空機が市場投入［経産省］
・	人工知能（AI）等による職業の代替が進む等
により、従業者数が735万人減少［経産省］

・	再生可能エネルギーの電源比率が22～24％
に［経産省］

・	原発の電源比率が20～22％に［経産省］
・	事業系食品ロスが2000年度比で半減［農水
省他］

・	つみたてNISAの投資可能期間が終了［金融庁］
・	産業別就業者数で医療・福祉が卸売・小売
業を上回り、製造業全体に比肩するほど増加
［労働政策研究・研修機構］
・	労働力人口が6,195万人に減少、うち65歳
以上が19.0％［労働政策研究・研修機構］

・	FIT（固定価格買取制度）開始後に始まった太
陽光発電事業が終了［資源エネルギー庁］

・	世界で供給する日本車について世界最高水準
の環境性能が実現［経産省］

2026.2.
6-22

2026年

2026年末までに
2027.7.
20

2027.8

2027年

2028年

2029

2030年

2030年までに

2031年
2032

2035年
2037年

2040年

2040年までに

2040年頃

2045年
2045年までに

2048年

2049年
2050年

・	イタリア（ミラノ・コルティナダンペッツォ）で
第25回冬季オリンピック、第14回冬季パラ
リンピック開催

・	欧州宇宙機関（ESA）が地球外生命探査機
「PLATO」を打ち上げ
・	第23回FIFAワールドカップ、史上初の3カ国
（カナダ・メキシコ・米国）共同開催
・	スペイン・サグラダファミリア教会が完成
・	ハワイ・マウナケアに次世代超大型望遠鏡
TMT（Thirty	Meter	Telescope）完成［米
国・カナダ・中国・インド・日本］

・	巨大小惑星「1999	AN10」が地球から約39
万km（ほぼ月までの距離）まで接近

・	チリ・ラスカンパナス天文台に世界最大となる
巨大マゼラン望遠鏡完成

・	米国（ロサンゼルス）で第34回夏季オリンピ
ック、第18回夏季パラリンピック開催

・	インド、人口で中国を抜き、世界1位に［国連］
・	木星探査機「JUICE」木星系軌道に到達［ESA
（欧州宇宙機関）］
・	国連「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成
期限

・	「中国・パキスタン経済回廊」完成
・	世界の食用魚の3分の2近くが養殖に［世銀］
・	ロシア、有人月周回飛行及び月着陸を実施
・	EU域内で使用される全てのプラスチック製包
装材は再生利用可能なものに

・	EU圏内で販売する乗用車のCO2排出量を
2021年比で37.5％削減

・	中国の人口が14.7億人でピークに［国連］
・	木星探査機「JUICE」、衛星ガニメデの周回
軌道への投入［ESA（欧州宇宙機関）］

・	中国、設備容量が世界1位の原子力大国に
・	世界の人口が90億人に到達［国連］
・	インド、実質GDP（購買力平価ベース）で米国
を抜き、世界2位に［OECD］

・	世界の航空旅客数、2017年の41億人から2倍
の82億人に到達［IATA（国際航空運送協会）］

・	インドネシア、実質GDP（購買力平価ベース）
で日本を抜き、世界4位に［OECD］

・	世界の石油需要は日量1億640万バレルに
（2018年：9,690万バレル）［IEA］
・	英国とフランスで、ガソリン車・ディーゼル車
の販売を禁止

・	有人の火星探査が実現［The	International	
Space	 Exp lo ra t ion	Coo rd inat ion	
Group	（ISECG）］

・	国連創設100周年
・	スウェーデンが温室効果ガスの排出量ゼロを
達成

・	南極での資源開発を禁じた「環境保護のため
の南極条約議定書」が失効

・	中国（中華人民共和国）建国100周年	
・	世界の人口は97億人、65歳以上人口は
2020年の2.1倍の15億人に［国連］

・	イギリス・フランス、温室効果ガス実質ゼロ達成

2026年度
2026年度～
2030年度
2027年度
2028年

2028年度
2029年度
2030年

2030年度
2030年代初頭
2035年

2040年

・	新設住宅着工戸数が71万戸
・	広義のリフォーム市場規模が7.3兆円～7.4
兆円で横ばいに推移

・	新設住宅着工戸数69万戸
・	電気自動車の販売比率がガソリン車を抜く
（～2032年）
・	定期貨物便向け無人飛行機の商用化開始
（～2030年）
・	新設住宅着工戸数67万戸
・	新設住宅着工戸数65万戸
・	会社員の副業比率が40％を超える
・	決済に電子マネーを使用する比率80%
・	5Gに続く6Gの導入が始まる（～2033年）
・	レベル４～５の自動運転の車両が新車販売
の10％近くを占める

・	自動運転商用化に伴いバスが小型化し、マ
イクロバス（22席以下）の販売比率が60％
を占める

・	歯の再生医療実用化（～2040年）
・	新設住宅着工戸数が63万戸
・	じん帯、軟骨関連分野の再生医療実用化
・	稼働車両比率で電気自動車がガソリン車を
抜く（～2045年）

・	テレワーク体験比率が44％に達する（2018
年は14.8％）

・	テレワーク採用企業比率が64％に達する
（2018年は14％）
・	野菜の18～24％が植物工場からの出荷

2053年

2056年

2060年

2065年

2065年までに
2100年

・	日本の人口が1億人を割って9,924万人となる
［IPSS］
・	生産年齢人口（15～64歳人口）が、5,000
万人を割る［IPSS］

・	日本の人口が9,284万人に減少［IPSS］
・	日本の高齢化率が38.1％に［IPSS］
・	生産年齢人口（15～64歳人口）が4,529万
人に［IPSS］

・	日本の高齢化率が38.4％に［IPSS］
・	平均寿命は男性が約85歳、女性は約91歳に
［IPSS］
・	高速道路の料金徴収が満了［国交省］
・	日本の人口が5,972万人になる［IPSS］
・	大阪万博（1970年）の時に埋設されたタイム
カプセルが開封・点検の時期を迎える（最終
的な開封日は6970年）

2100 ・	鉄鋼プロセスの脱炭素化達成［日本鉄鋼連
盟］

2055年
2057年
2059年
2060年

2061年
2065年

2070年

2076年
2090年
2100年

・	アジアの人口が53億人でピークに［国連］
・	世界の人口が100億人に到達［国連］
・	インドの人口が16.5億人でピークに［国連］
・	世界の金属・化石燃料などの原材料消費量、
2011年比で約2倍に［OECD］

・	ハレー彗星が地球に接近
・	世界の人口は103億人、65歳以上人口は
2020年の2.6倍の19億人に［国連］

・	アフリカの人口が世界人口の30％を占める
（2020年：17％）［国連］
・	世界の人口は105億人、65歳以上人口は
2020年の2.7倍の20億人に［国連］

・	イスラム教徒とキリスト教徒の世界人口に占
める割合がそれぞれ32.3％でほぼ拮抗［米ピ
ュー・リサーチ・センター］

・	米国、建国300周年
・	世界の生産年齢人口（15～64歳）がピークに
・	世界の人口は109億人、65歳以上人口は
2020年の3.4倍の25億人に［国連］

・	アフリカの人口が世界人口の39％を占める
［国連］
・	世界の平均気温が産業革命前（1850～
1900年の気温を参照）に比べ約3度上昇
［UNEP（国連環境計画）］

～
2025



	月	 日 政治・社会 	月	 日 経済・産業 	月	 日 国際 	月	 日 NRI 予測
	 1	 15
	 4
	 4	 19
春
7～8月

7～9月

秋

	年末

年度

年度から

年度までに

年度中

年度末

年度末まで

・	北海道内７空港の一括運営委託開始［国交省］
・	自動車の自動点灯義務化［国交省］
・	立皇嗣の礼［内閣官房］
・	高輪ゲートウェイ駅開業［JR東日本］
・	五輪日程に合わせて「海の日」「山の日」「体
育の日」を移動［内閣府］

・	東京で第32回夏季オリンピック、第16回夏
季パラリンピック開催

・	全政府機関でクラウドサービスの利用開始
［IT総合戦略本部］
・	はやぶさ2、小惑星「Ryugu」の探査を終え地
球に帰還［JAXA］

・	世界初の新交通「デュアル・モード・ビークル
（DMV）」営業運行開始［徳島県］
・	中央防波堤地区と有明地区を結ぶ海底トンネ
ル「東京港臨港道路南北線」完成［国交省］

・	新型基幹ロケット「H3」打ち上げ［JAXA］
・	相互利用可能な交通系ICカードをすべての都
道府県で使用可能に［国交省］

・	大学入試センター試験に代わる「大学入学共
通テスト」導入［文部科学省］

・	マイナンバーカードを活用した自治体ポイント
を実施［IT総合戦略本部］

・	小学校でプログラミング教育が必修化［文科省］
・	新東名高速道路が順次完成［NEXCO中日本］
・	「外国語活動」の開始が小学5年から3年に引
き下げられる［文科省］

・	無線LANの普通教室への整備を100％とする
［日本経済再生本部］
・	福島の国営追悼・祈念施設（仮称）の一部利
用開始［復興庁］

・	震災追悼施設を岩手県及び宮城県に整備［復
興庁］

・	復興庁廃止［復興庁］

3までに

	 4	 1

	 5

	10上旬

年

年までに

年中

目途

年度

年度頃の
可能な限り
早期
年度までに

年度末までに

年度内

・	クレジットカードのIC化100％達成［クレジッ
ト取引セキュリティ対策協議会］

・	電力会社の送配電事業の「法的分離」を施行、
電力システム改革を完了［経産省］

・	大企業を対象に「パートタイム・有期雇用労働
法」が施行

・	大企業でパワーハラスメント防止を義務化
［厚労省］
・	ワールドロボットサミット本大会開催（愛知
県）［経産省］

・	家庭用燃料電池の普及台数が140万台に［日
本経済再生本部］

・	訪日外国人旅行者数が4千万人、旅行消費額
が8兆円に［日本経済再生本部］

・	第5世代移動通信システム（5G）が実用化［総
務省］

・	国内販売新車乗用車の90％以上に自動ブレ
ーキを搭載［日本経済再生本部］

・	企業間（BtoB）送金がXML電文へ全面移行
［金融庁］
・	対日直接投資残高が35兆円に［内閣府］
・	職業情報提供サイト（日本版O-NET）（仮称）
が運用開始［厚労省］

・	公道での地域限定型の無人自動運転移動サ
ービスが開始［日本経済再生本部］

・	大法人（資本金1億円超）等が行う法人税等
の電子申告が義務化［財務省］

・	金融からコモディティまで幅広い商品のワンス
トップでの取引を可能とする総合取引所が実
現［JPX］

・	商用水素ステーションが全国160ヵ所程度に
整備［日本経済再生本部］

・	全都道府県で5Gサービスが開始［日本経済
再生本部］

・	電力9社による広域需給調整システムが運用
開始［電力広域的運営推進機関］

	 7

	7また8月
	10	20
	11	 3
	11	 4

	11	21～22
年

年までに

年代

・	火星探査機「エクソマーズ」打ち上げ［ESA（欧
州宇宙機関）・ロスコスモス社（ロシア）］

・	火星探査機「マーズ2020」打ち上げ［NASA］
・	UAE（ドバイ）で万国博覧会開幕
・	米国大統領選挙実施
・	米国、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ
協定」から離脱可能に

・	サウジアラビアでG20首脳会議開催
・	マレーシアでAPEC開催
・	NASA、国際宇宙ステーション（ISS）の商用
利用開始

・	アメリカのマイアミでG7首脳会合開催
・	EU、温室効果ガス排出量20％削減（1990
年比）・再生可能エネルギー比率20％・エネル
ギー効率20％改善の「トリプル20」達成

・	EU、20～64歳の就業率を75％に（2018年：
73.2％）

・	EU、独自の衛星利用測位システム（GPS）「ガ
リレオ」正式運用開始

・	木星の衛星エウロパへ無人探査機打ち上げ
［NASA］
・	フィンランド、世界初の核廃棄物最終処分場
「オンカロ」操業開始

2020年

2020年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率10.4%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模6,091億円
・	僻地、バス・乗合タクシーのレベル３～４商
用化が開始される

・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆755億円

・	新設住宅着工件戸数80万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.7兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数1,394万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,781万台
・	ロボット市場規模1,182億円
・	産業用ドローン市場規模425億円

	 3

	 4	 1
	 5	 14
	 7	26までに

	10

年内

年度

年度

年度中

・	マイナンバーカードの健康保険証利用を本格
運用開始［IT総合戦略本部］

・	広島空港民営化［国交省］
・	関西でワールドマスターズゲームズ開幕
・	特定複合観光施設区域整備法が施行［特定複
合観光施設区域整備推進本部］

・	マイナンバーカードをお薬手帳として代替的に
活用することが可能に［IT総合戦略本部］

・	東京電力福島第一原子力発電所のプールに残
る燃料デブリの取り出し開始［東京電力］

・	日米で共同開発中のBMD用能力向上型迎撃
ミサイル「SM-3	ブロックⅡA」配備	［防衛省］

・	日本初小型月着陸実証機（SLIM）打ち上げ	
［JAXA］
・	文化庁、京都に本格移転	［文化庁］

	 4	30
	
12		 31

年頃

年度

年度までに

目途

・	エコカー減税（自動車重量税）の適用期間が
終了［国交省］

・	2016年1月1日より前に証券口座を開設した
顧客に係るマイナンバーの告知期限が終了［金
融庁］

・	スーパーコンピュータ「京」の後継機「富岳」
が共用開始［理化学研究所］

・	バーチャルパワープラントが事業化［日本経済
再生本部］

・	企業と投資家等の対話促進を通じてESG金
融を拡大するため、ESG対話プラットフォーム
が本格運用［地球温暖化対策推進本部］

・	法人設立のための全手続きのオンライン・ワ
ンストップ化が実現［日本経済再生本部］

	 7

	11	8-14

年

・	NASA、小惑星Didymosへの衝突実験に向
けDART打ち上げ

・	ニュージーランドでAPEC開催
・	ヨーロッパの人口が7.5億人でピークに［国連］
・	ハッブル宇宙望遠鏡の後継機ジェイムズ・ウェ
ッブ宇宙望遠鏡打ち上げ［NASA・ESA（欧州
宇宙機関）・CSA（カナダ宇宙庁）］

・	新戦略兵器削減条約（新START）失効［米国・
ロシア］

・	EU、使い捨てプラスチック製品の流通を禁止
・	イタリアでG20首脳会議開催
・	イギリスでG7首脳会合開催

2021年

2021年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率14.0%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模6,857億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,093億円

・	新設住宅着工件戸数81万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.9兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数1,808万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,734万台
・	ロボット市場規模1,350億円
・	産業用ドローン市場規模553億円

	 1

	 4	 1

	 7
年以降
年度

年度中

年度末
年度以降

・	確定申告手続でのマイナポータル活用で、医療
費領収書の保存が不要に［IT総合戦略本部］

・	成人年齢を20歳から18歳へ引き下げ、婚姻
適齢を男女とも18歳に統一［法務省］

・	参議院改選［参議院］
・	衆議院選挙制度にアダムズ方式を適用［総務省］
・	静止気象衛星「ひまわり9号」観測開始［気象庁］
・	相模鉄道と東京急行電鉄相互運転開始［鉄
道・運輸機構］

・	おおむね全ての医療機関でマイナンバーカー
ドを導入する［IT総合戦略本部］

・	九州新幹線（武雄温泉～長崎間）開業［国交省］
・	北陸新幹線（金沢～敦賀間）開業［国交省］
・	東京都心と臨海地域とを結ぶ、BRT（バス高速
輸送システム）本格運行［東京都］

	 4
年度までに

年度目途

・	ガス導管事業の「法的分離」を施行[経産省]
・	様々な分野のデータが垣根を越えてつながる
データ連携基盤が本格稼動[統合イノベーショ
ン戦略推進会議]

・	小型無人機（ドローン）の有人地帯での目視外
飛行による荷物配送などのサービスが可能に
［日本経済再生本部］

	 1

2～3月
	
	 9
11
年

年までに

・	メガバンクを規制する国際ルール「バーゼル
3」の段階導入開始

・	中国（北京）で第24回冬季オリンピック、第
13回冬季パラリンピック開催

・	DART、小惑星Didymosに到達［NASA］
・	カタールで第22回FIFAワールドカップ開催
・	韓国大統領選挙実施
・	タイでAPEC開催
・	木星探査機「JUICE」打ち上げ［ESA（欧州宇
宙機関）］

・	インドでG20首脳会議開催
・	ドイツ、すべての原子力発電所を閉鎖

2022年

2022年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率18.7%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模7,721億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,429億円

・	新設住宅着工戸数79万戸
・	広義のリフォーム市場規模6.9兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,205万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,682万台
・	ロボット市場規模1,517億円
・	産業用ドローン市場規模724億円

	2023.8

2023年

2023年度
2024年

2024年まで

2024年度
2025.5.3

2025年

2025年度

2025年度までに

2020年代後半

・	ICIAM（応用数理国際会議：イシアム）を東京
で開催［東京都］

・	総世帯数がピークに（5,419万世帯）［国立社
会保障・人口問題研究所（IPSS）］

・	75歳以上の人口が2,000万人を超える［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で10万人を超える
［IPSS］
・	国際数学オリンピック、日本で開催［数学オリ
ンピック財団］

・	測位衛星「準天頂衛星」を7機体制に［内閣府］
・	火星衛星からサンプルを持ち帰る無人探査機
（MMX）打ち上げ［JAXA］
・	本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口で
も、戸籍謄抄本の請求が可能に［法務省］

・	国際宇宙ステーション（ISS）の運用延長
［JAXA］
・	森林環境税を国税として導入［財務省］
・	日本国際博覧会（略称「大阪・関西万博」）	開
幕［経産省］

・	日本の高齢化率（65歳以上）が30.0％に
［IPSS］
・	日本の総人口が1億2,254万人に減少［IPSS］
・	団塊の世代が全て75歳以上に［厚労省］
・	東京都の人口が1,408万人でピークに［東京都］
・	会社員1人当たりの保険料（労使合計）が年
収の約3割へ［厚労省］

・	医療・介護費は、2015年度比約1.5倍の74
兆円に［厚労省］

・	男性の厚生年金の受給が65歳に引き上げ［厚
労省］

・	有人月周回拠点（ゲートウェー）で乗り換え、
有人月着陸［JAXA］

・	「スーパーカミオカンデ」を凌駕する「ハイパー
カミオカンデ」で実験開始［東京大学］

	2023.12
	2023年までに

2024年度末
までに
2025.1までに
	2025.6までに

2025年

2025年までに

2025年頃

2025年以降

2025年度

2025年度までに

・	NISAの投資可能期間が終了［金融庁］
・	農業の法人経営体数が2010年比約4倍の5
万法人に［日本経済再生本部］

・	最初の商用化規模のCCU（二酸化炭素回収・
利用）技術が確立［統合イノベーション戦略
推進会議］

・	家庭等の低圧電力部門で全数スマートメータ
ー化［経産省］

・	NTTの固定電話網がIP網へ完全移行［総務省］
・	キャッシュレス決済比率が2017年から倍増
し4割程度に［日本経済再生本部］

・	5,000億円のバイオマス市場が形成［農水省］
・	65歳～69歳の就業率が51.6％に（2018年：
46.6％）［日本経済再生本部］

・	既存住宅流通の市場規模が2010年から倍増
し8兆円に［日本経済再生本部］

・	主要コンビニの全ての取扱商品（推計1,000
億個／年）に電子タグが貼付され、商品の個
品管理が実現［経産省］

・	スポーツ市場規模が15兆円に（2015年：
5.5兆円）［日本経済再生本部］

・	文化GDPが18兆円に（2016年：8.9兆円）［日
本経済再生本部］

・	ドラッグストアの取扱商品に電子タグが実装
され、商品の個品管理が実現［経産省］

・	無人自動走行バス・タクシー等を活用した新
たな移動サービス（MaaS）が事業化［経産省］

・	高速道路でのトラックの完全自動運転（レベ
ル4）が実現［IT総合戦略本部］

・	総合食料自給率が生産額ベースで73％に
（2015年度66％）［農水省］
・	商用水素ステーションが全国320ヵ所程度に
整備［日本経済再生本部］

・	介護人材が2016年度の約190万人に加え、
約55万人、年間6万人程度の確保が必要に［厚
労省］

	2023.1

2023年

2024.7～9月

2024.11
	2024年

2024年までに
2025年
2025年までに

・	アルゼンチン（ブエノスアイレス）で万国博覧
会開幕

・	世界の人口が80億人に到達［国連］
・	ESA（欧州宇宙機関）、NASAのDART衝突
後の小惑星Didymos観測に向けHera打ち
上げ

・	フランス（パリ）で第33回夏季オリンピック、
第17回夏季パラリンピック開催

・	米国大統領選挙実施
・	ロシア大統領選挙実施
・	インドネシア、ジャカルタからボルネオ島の東
カリマンタン州に首都移転開始

・	パリ市、ディーゼル車の使用を禁止
・	韓国でAPEC開催
・	EU、経済通貨同盟（EMU）完成
・	世界人口の半分が水資源が逼迫する地域に住
むことに［WHO］

2023年

2023年度

2024年

2024年度

2025年

2025年度

・	スマートスピーカーの世帯普及率24.4%
・	決済に電子マネーを使用する比率が40%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模8,693億円
・	ポイント・マイレージの年間最少発行額が
1兆1,677億円

・	新設住宅着工戸数77万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.0兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,450万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,626万台
・	ロボット市場規模1,822億円
・	産業用ドローン市場規模951億円
・	スマートスピーカーの世帯普及率31.2%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模9,787億円
・	外航海運貨物船無人運用の商用化開始
・	新設住宅着工戸数75万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.2兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,657万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,586万台
・	ロボット市場規模2,124億円
・	産業用ドローン市場規模1,221億円
・	スマートスピーカーの世帯普及率39.0%
・	国内ファクトリーIoTの市場規模1兆1,019
億円

・	東京の通勤乗車率が130％に減少（2017
年は163％）

・	テレワーク体験比率が32％に達する（2018
年は14.8％）

・	無人レジの比率が20％を超える（2018年
は1％未満）

・	自動販売機の電子マネー対応比率が60％を
超える（2017年は４％）

・	小規模離島向け無人貨物機の商用化開始
・	新設住宅着工戸数73万戸
・	広義のリフォーム市場規模7.3兆円
・	超高精細テレビの保有世帯数2,830万世帯
・	携帯電話端末の販売台数3,539万台
・	ロボット市場規模2,428億円
・	産業用ドローン市場規模1,508億円

2026.9
2027.3～9
2027年まで

2027年度

2029年

2029年頃
2029.9
2030年

2030年度までに

2030年度末

2032年度
末までに
2035.9

2035年

2037年以降
2040年

2040年度

2042年

2045年

2047年度までに

2050年

・	愛知県で第20回アジア競技大会開催［愛知県］
・	横浜市で国際園芸博覧会開催［横浜市］
・	リニア中央新幹線（品川～名古屋間）が開業
［国交省］
・	渋谷スクランブルスクエア（東急電鉄、東京メ
トロとの共同開発）が完成［JR東日本］

・	15～64歳の生産年齢人口が7,000万人を
割る［IPSS］

・	「羽田空港アクセス線」開業［ＪＲ東日本］
・	火星衛星の無人探査機が地球帰還［JAXA］
・	全高齢者世帯の7割近くが「高齢者のみ（単
身か夫婦のみ）」の世帯となる［IPSS］

・	厚生年金の支給開始年齢の段階的な引き上げ
完了［厚労省］

・	北海道新幹線が全線開業（新函館北斗～札幌
間）［国交省］

・	東京圏在来線の主要路線全駅（330駅）にホ
ームドアを整備［JR東日本］

・	関東北部から能登半島にかけて皆既日食が見
られる［国立天文台］

・	全都道府県で総人口が減少［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で25万6千人に
［IPSS］
・	沖縄県を除く46都道府県で世帯数が減少
［IPSS］
・	リニア中央新幹線（東京～大阪間）が開業［国交省］
・	年間死亡数が約168万人とピークに達する
［IPSS］
・	平均寿命は男性が約83歳、女性は約90歳に
［IPSS］
・	65歳以上の未婚率が男性14.9％、女性9.9
％に上昇する［IPSS］

・	一般世帯総数は2015年比5％減の5,076万
世帯になる［IPSS］

・	一人暮らし世帯が全体で1,994万世帯と全世
帯の約4割となり、75歳以上の一人暮らし世
帯も500万世帯を超える［IPSS］

・	高等教育機関への進学者数は17年をピーク
に減り、17年から約12万人減の約51万人に
なる［文科省］

・	社会保障給付費は190兆円と18年度（121.3
兆円）に比べ6割近く増える［内閣官房・内閣
府・財務省・厚労省］

・	老年（65歳以上）人口が3,935万人でピーク
を迎え、その後減少に転じる［IPSS］

・	人工知能（AI）が人間の能力を追い抜く
・	都心3区（千代田、中央、港）の総人口は、15
年比3割超の増加となる［IPSS］

・	総人口は、東京都を除いたすべての道府県で
2015	年を下回る［IPSS］

・	高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の廃止措置終了
［日本原子力研究開発機構］
・	日本の人口が1億192万人に減少［IPSS］
・	日本の高齢化率が37.7％に［IPSS］
・	100歳以上の高齢者が全国で約53万人にな
る［IPSS］

2026.10

2026年度

2027.3

2028年度

2030年

2030年までに

2030年頃

2030年以降
2030年度

2030年度までに

2037年
2040年

2040年頃

2050年までに

・	ビール系飲料（ビール、発泡酒、新ジャンル）
の税率が一本化［財務省］

・	成長実現ケースで国・地方を通じた基礎的財
政収支が黒字化［内閣府］

・	蛍光灯等に利用されていたポリ塩化ビフェニ
ルの処理期間が終了［環境省他］

・	成長実現ケースで公債等残高が1,169兆円程
度に（2018年度：1,062兆円程度）［内閣府］

・	家庭用燃料電池の普及台数が530万台に［日
本経済再生本部］

・	訪日外国人旅行者数が6千万人、旅行消費額
が15兆円に［日本経済再生本部］

・	国産を含む石油・天然ガスを合わせた自主開
発比率が40％以上に［日本経済再生本部］

・	国内販売新車に安全運転支援装置・システム
が全車標準装備、ストックベースでもほぼ全車
に普及［日本経済再生本部］

・	ベースメタルの自給率が80％以上に［日本経
済再生本部］

・	次世代自動車が乗用車の新車販売のうち50
～70％に［日本経済再生本部］

・	燃料電池自動車の普及台数が80万台程度に
［経産省］
・	地域限定型の無人自動運転移動サービスが
全国100ヶ所以上で展開［日本経済再生本部］

・	プラスチック製容器包装のリユース又はリサイ
クル率が60％に［環境省他］

・	バイオマスプラスチックの導入量が最大約
200万トンに［環境省他］

・	液化水素・水素発電が商用化［内閣官房］
・	バイオジェット燃料が商用化［経産省］
・	次世代電動航空機が市場投入［経産省］
・	人工知能（AI）等による職業の代替が進む等
により、従業者数が735万人減少［経産省］

・	再生可能エネルギーの電源比率が22～24％
に［経産省］

・	原発の電源比率が20～22％に［経産省］
・	事業系食品ロスが2000年度比で半減［農水
省他］

・	つみたてNISAの投資可能期間が終了［金融庁］
・	産業別就業者数で医療・福祉が卸売・小売
業を上回り、製造業全体に比肩するほど増加
［労働政策研究・研修機構］
・	労働力人口が6,195万人に減少、うち65歳
以上が19.0％［労働政策研究・研修機構］

・	FIT（固定価格買取制度）開始後に始まった太
陽光発電事業が終了［資源エネルギー庁］

・	世界で供給する日本車について世界最高水準
の環境性能が実現［経産省］

2026.2.
6-22

2026年

2026年末までに
2027.7.
20

2027.8

2027年

2028年

2029

2030年

2030年までに

2031年
2032

2035年
2037年

2040年

2040年までに

2040年頃

2045年
2045年までに

2048年

2049年
2050年

・	イタリア（ミラノ・コルティナダンペッツォ）で
第25回冬季オリンピック、第14回冬季パラ
リンピック開催

・	欧州宇宙機関（ESA）が地球外生命探査機
「PLATO」を打ち上げ
・	第23回FIFAワールドカップ、史上初の3カ国
（カナダ・メキシコ・米国）共同開催
・	スペイン・サグラダファミリア教会が完成
・	ハワイ・マウナケアに次世代超大型望遠鏡
TMT（Thirty	Meter	Telescope）完成［米
国・カナダ・中国・インド・日本］

・	巨大小惑星「1999	AN10」が地球から約39
万km（ほぼ月までの距離）まで接近

・	チリ・ラスカンパナス天文台に世界最大となる
巨大マゼラン望遠鏡完成

・	米国（ロサンゼルス）で第34回夏季オリンピ
ック、第18回夏季パラリンピック開催

・	インド、人口で中国を抜き、世界1位に［国連］
・	木星探査機「JUICE」木星系軌道に到達［ESA
（欧州宇宙機関）］
・	国連「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成
期限

・	「中国・パキスタン経済回廊」完成
・	世界の食用魚の3分の2近くが養殖に［世銀］
・	ロシア、有人月周回飛行及び月着陸を実施
・	EU域内で使用される全てのプラスチック製包
装材は再生利用可能なものに

・	EU圏内で販売する乗用車のCO2排出量を
2021年比で37.5％削減

・	中国の人口が14.7億人でピークに［国連］
・	木星探査機「JUICE」、衛星ガニメデの周回
軌道への投入［ESA（欧州宇宙機関）］

・	中国、設備容量が世界1位の原子力大国に
・	世界の人口が90億人に到達［国連］
・	インド、実質GDP（購買力平価ベース）で米国
を抜き、世界2位に［OECD］

・	世界の航空旅客数、2017年の41億人から2倍
の82億人に到達［IATA（国際航空運送協会）］

・	インドネシア、実質GDP（購買力平価ベース）
で日本を抜き、世界4位に［OECD］

・	世界の石油需要は日量1億640万バレルに
（2018年：9,690万バレル）［IEA］
・	英国とフランスで、ガソリン車・ディーゼル車
の販売を禁止

・	有人の火星探査が実現［The	International	
Space	 Exp lo ra t ion	Coo rd inat ion	
Group	（ISECG）］

・	国連創設100周年
・	スウェーデンが温室効果ガスの排出量ゼロを
達成

・	南極での資源開発を禁じた「環境保護のため
の南極条約議定書」が失効

・	中国（中華人民共和国）建国100周年	
・	世界の人口は97億人、65歳以上人口は
2020年の2.1倍の15億人に［国連］

・	イギリス・フランス、温室効果ガス実質ゼロ達成

2026年度
2026年度～
2030年度
2027年度
2028年

2028年度
2029年度
2030年

2030年度
2030年代初頭
2035年

2040年

・	新設住宅着工戸数が71万戸
・	広義のリフォーム市場規模が7.3兆円～7.4
兆円で横ばいに推移

・	新設住宅着工戸数69万戸
・	電気自動車の販売比率がガソリン車を抜く
（～2032年）
・	定期貨物便向け無人飛行機の商用化開始
（～2030年）
・	新設住宅着工戸数67万戸
・	新設住宅着工戸数65万戸
・	会社員の副業比率が40％を超える
・	決済に電子マネーを使用する比率80%
・	5Gに続く6Gの導入が始まる（～2033年）
・	レベル４～５の自動運転の車両が新車販売
の10％近くを占める

・	自動運転商用化に伴いバスが小型化し、マ
イクロバス（22席以下）の販売比率が60％
を占める

・	歯の再生医療実用化（～2040年）
・	新設住宅着工戸数が63万戸
・	じん帯、軟骨関連分野の再生医療実用化
・	稼働車両比率で電気自動車がガソリン車を
抜く（～2045年）

・	テレワーク体験比率が44％に達する（2018
年は14.8％）

・	テレワーク採用企業比率が64％に達する
（2018年は14％）
・	野菜の18～24％が植物工場からの出荷

2053年

2056年

2060年

2065年

2065年までに
2100年

・	日本の人口が1億人を割って9,924万人となる
［IPSS］
・	生産年齢人口（15～64歳人口）が、5,000
万人を割る［IPSS］

・	日本の人口が9,284万人に減少［IPSS］
・	日本の高齢化率が38.1％に［IPSS］
・	生産年齢人口（15～64歳人口）が4,529万
人に［IPSS］

・	日本の高齢化率が38.4％に［IPSS］
・	平均寿命は男性が約85歳、女性は約91歳に
［IPSS］
・	高速道路の料金徴収が満了［国交省］
・	日本の人口が5,972万人になる［IPSS］
・	大阪万博（1970年）の時に埋設されたタイム
カプセルが開封・点検の時期を迎える（最終
的な開封日は6970年）

2100 ・	鉄鋼プロセスの脱炭素化達成［日本鉄鋼連
盟］

2055年
2057年
2059年
2060年

2061年
2065年

2070年

2076年
2090年
2100年

・	アジアの人口が53億人でピークに［国連］
・	世界の人口が100億人に到達［国連］
・	インドの人口が16.5億人でピークに［国連］
・	世界の金属・化石燃料などの原材料消費量、
2011年比で約2倍に［OECD］

・	ハレー彗星が地球に接近
・	世界の人口は103億人、65歳以上人口は
2020年の2.6倍の19億人に［国連］

・	アフリカの人口が世界人口の30％を占める
（2020年：17％）［国連］
・	世界の人口は105億人、65歳以上人口は
2020年の2.7倍の20億人に［国連］

・	イスラム教徒とキリスト教徒の世界人口に占
める割合がそれぞれ32.3％でほぼ拮抗［米ピ
ュー・リサーチ・センター］

・	米国、建国300周年
・	世界の生産年齢人口（15～64歳）がピークに
・	世界の人口は109億人、65歳以上人口は
2020年の3.4倍の25億人に［国連］

・	アフリカの人口が世界人口の39％を占める
［国連］
・	世界の平均気温が産業革命前（1850～
1900年の気温を参照）に比べ約3度上昇
［UNEP（国連環境計画）］

～
2050

～
2100

「NRI未来年表」は野村総合研究所（NRI）がまと
めたものです。ここに記載されているイベントや予
測等は、2019年11月15日現在においてそれぞれ
の主管団体等から公表されている内容であり、今
後、予告無く変更・修正される可能性があります。
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