新しい 社 会 の
パ ラ ダイムを 洞 察 し 、
その 実 現を担う
未来社会創発企業

2021～2100

COLUM N
1

交通・運輸
2030 年までには自動車の自動運転が
多くの人に身近なものへ

2

働き方
テレワークはコロナ禍の影響で一気に普及。
今後は現業・非ホワイトカラーへ

現在、高速道路走行や僻地のバス利用などで自動運転の試験が行われていま

1980 年代から提唱されてき

す。安全性の検証はもちろんのこと、法制度の整備やビジネスモデルの構築も合

たテレワークは、労働力人口減

わせて検討されています。特に高速道路は自動運転に適した環境であり、レベル

少や働き方改革を背景に、順

3
（ 条件付き、ドライバー

次、普及していくことが予想さ

の適切な介入が必要）
、レ

れていました。これまではITエ

ベル 4
（特定条件化でシス

ンジニアやコンタクトセンターオ

テムがすべての運転タス

ペレータなど適用職種が限定さ

クを実 施）など、段階 的

れることが多く、テレワーク導入に偏りが見られましたが、コロナ禍の影響でホワ

な高度化が進んでいます。

イトカラーを中心にテレワークの採用は広い範囲におよび、コロナ禍以前の予想と

2030 年までには、自動

比較して5～10 年分を先取りすることとなりました。

車の自動運転は実用化、

今後はホワイトカラー以外への展開が課題となり、2020 年の5G 導入後、建設

商用化の段階に到達して

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

いると予想されます。

ワーク導入が進展することが予想されます。

日本においては僻地のバス事業者も強く期待。
バスは小型化し、タクシーとの境目は曖昧に

副業、マルチジョブ実施比率は
2030 年に50％近くまで上昇か

日本においては、僻地の生活インフラとしてのバス自動運転に対する期待にも

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と

大きなものがあります。高齢者や学童などの生活の足として、自動運転はドライ

思われます。背景には「70歳までの就業機会確保」
制度の導入により、新たなジョ

バー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％

ブによって労働時間や収入を補完する、いわば「ジョブ割当の柔軟化」の影響が

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

大きいと言われています。加えて、テレワークの普及による通勤時間の減少によっ

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

て産み出された時間を、副業にあてるという動きも見受けられます。

スモデルへと形を変えていきます。

副業をしている人の比率は、これまで4％程度で推移してきましたが、コロナ

もちろん、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

禍以前でも「副業をしたい」という比率は 33％に達しており、今回のコロナ禍を

齢化、過疎化に対応した自動運転バスのビジネスモデルは高いポテンシャルを有

きっかけに65歳以上の高齢就業者の増加等の影響から、副業、マルチジョブの

しており、今後も注目されます。

実施比率は2030 年には 50％近くに達する可能性があります。

3

デジタル経済

4

バイオ・医療

自動化・無人化・遠隔化は
ますます身近な存在に
電子マネーの普及は急速な勢いで進展しており、政府目標の2027年 40％を
大幅に前倒しで実現する可能性が高くなっています。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各所で本格化しており、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）は本格普
及の時期を迎えつつあります。
無人レジは現在の導入率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20％超に到達すると予想されます。
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が期待されます。

新たなセキュリティ、モラルが
求められるようになる
一方で、急速な無人化・遠隔化が進むと、窃盗、器物損壊などの新たなリスク
を発生させます。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、無視できなくなると考えられます。無人化・自動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が、新たな社会ニーズとなります。

2030 年以降、
次世代医療の本格的な導入、商用化が始まる
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
イオ医薬品の開発が急速にしており、2020 年代の中盤には、細胞そのものの活
用や再生医療の本格的な実用化が視界に入ると予測されます。
幅広いニーズがあり、相対的に実用時期が早い分野として、じん帯、軟骨等へ
の再生医療導入が注目されています。2030 年代初頭の本格導入を予想する専
門家が多いです。また、最重要分野の一つとされる歯の再生医療も、2040 年ま
でには実用化が予想されており、医療分野は極めて大きな転換点に差しかかって
います。

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
長命医療が具体的な形となって現れるのが、2040 年近辺と考えられます。再生
医療の取り組みは、第一段階として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ます。次の段階として、寿
命を伸ばすという、より挑戦的な医療技術の実現が可能になると考えられます。

2021～2100
月 日

2021

1

1

政 治・社 会

月 日

経 済・産 業

月 日

国際

・海賊版対策強化の改正著作権法施行［文化庁］

2目途

・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［総務省］

・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］

2 18

1

・火 星 探 査 機「Perseverance」火 星 に 着 陸
［NASA］

4 30

2

3

・マイナンバーカードの健康保険証利用を本格
運用開始［厚労省］

・エコカー減税（自動車重量税）の適用期間が
終了［経産省］

・UAE、初の火星探査機「Hope Probe」が火
星系軌道に到達

4

4月までに ・核軍縮の国際会議（NPT）開催［国連］

4

・65 歳から70 歳までの高年齢者就業確保措置
実施［厚労省］

・グローバル・テクノロジー・ガバナンス・サミッ
ト開催［日本経済再生本部］

10

・特別徴収義務者が行う申告・納税が電子化に
［日本経済再生本部］

10

・UAE
（ドバイ）で万国博覧会開幕

秋

12 31

・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］

・ロシア、史上初の宇宙での映画撮影［ロスコス
モス］

111～12 ・イギ リスで 気 候 変 動 枠 組 条 約 締 約 国 会 議
（COP26）開催

7

1

7 23

・広島空港民営化［国交省］
・東京で第 32 回夏季オリンピック開催

7 26までに ・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］
8 24

・東京で第16 回夏季パラリンピック開催

秋

・日本初の女子サッカープロリーグ「WEリー
グ」開幕［日本サッカー協会］

11

・新型車衝突被害軽減ブレーキの搭載義務化
［国交省］

年

・第 9 回太平洋・島サミット（PALM9）開催（三
重県）
［外務省］

年内

・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］

年度

・次期基幹ロケット・H3 打ち上げ［JAXA］

2022

4

1

・確定拠出年金の受給開始の上限年齢が 75 歳
に引き上げ［厚労省］

4 23～24 ・熊本市で第 4 回アジア・太平洋水サミット開催
［熊本市］
4
5

・成人年齢を20歳から18歳へ引き下げ［法務省］
1

7

・イデコの加入可能年齢が65歳未満に引き上げ
［厚労省］
・参議院改選［参議院］

・全国で送電線容量の空きに再生エネ送電可能
に［経産省］

年

4

・ガス導管事業の「法的分離」を施行［経産省］

4 1目途 ・東京証券取引所が 3 市場区分を実施［日本取
引所グループ］
6

8

・企業不祥事の通報者を保護する改正公益通
報者保護法施行［消費者庁］

6 12

・企業の個人データ利活用ルールを見直した改
正個人情報保護法施行［個人情報保護委員
会］

秋

・九州新幹線（武雄温泉～長崎間）開業［鉄道・
運輸機構］

・大阪取引所で祝日取引が開始［日本取引所グ
ループ］

年度

・処方箋の電子化運用が開始［日本経済再生本
部］

年度

・カンボジアでアジア欧州会議（ASEM）首脳
会議開催
・ヨーロッパの人口が7.5億人でピークに［国連］
・新戦略兵器削減条約（新 START）失効［米国・
ロシア］
・イタリアで G20 首脳会議開催
・イギリスで G7 首脳会合開催
・欧州投資銀行、化石燃料への融資を全面禁止
に［欧州投資銀行］

年までに ・EU、使い捨てプラスチック製品の流通を禁止

10

年度

年

・スーパーコンピュータ「京」の後継機「富岳」
年
が共用開始［理化学研究所］
年
・ワールドロボットサミット開催（愛知県、福島
年度
県）
［日本経済再生本部］
年
・ドローン登録義務化［国交省］
年度
年
年度までに ・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 年末
が本格運用［地球温暖化対策推進本部］

・愛知県にジブリパーク開園［愛知県］

年以降

・ニュージーランド、オンラインでAPEC 開催

年頃

秋

年度上期 ・日本初の原子燃料再処理工場完成［日本原燃］

11

年度目途 ・J- クレジット制度で手続電子化やブロックチ
・衆議院選挙制度にアダムズ方式適用［総務省］
ェーンの運用が開始［日本経済再生本部］
・次期基幹ロケット・H3 の試験機 2 号機打上げ
年度までに ・様々な分野のデータが垣根を越えてつながる
［JAXA］
データ連携基盤が本格稼動［統合イノベーシ
観測開始［気象庁］
・静止気象衛星「ひまわり9号」
ョン戦略推進会議］

1

・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

2 ～3 月 ・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
7

・EU、2024 年 7月以降生産の新車全車種のサ
イバー対策を義務化［国連欧州経済委員会］

8 ～10月 ・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（ロシア）］
9

1

・米国、自動車大手20 社の全新車で自動緊急
ブレーキが標準装備に

11.21～12.18 ・カタールで第 22 回ＦＩＦＡワールドカップ開催
年

・韓国大統領選挙実施

年

・タイでAPEC 開催

年

・木星探査機「JUICE」打ち上げ［ESA］

年

・インドで G20 首脳会議開催

年

・チ ュ ニ ジ ア で 第 8 回 ア フ リ カ 開 発 会 議

月 日

NRI 予 測

2021年 ・スマートスピーカーの世帯普及率13.5%
・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
2021年度 ・新設住宅着工件戸数が 74万戸。
・広義のリフォーム市場規模が 6.9 兆円
・超高精細（４K・８K）テレビの保有世帯数
が 1,612 万世帯
・動画配信・ライブ配信市場規模 8,164 億円
・ロボット市場規模1,575 億円
・産業用ドローン市場規模 593 億円
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）
「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。
注３）ロボット市場については産業用ロボットは対象
とせず、
「家庭用ロボット」
「オフィス・店舗用ロボット」
「医療・介護用ロボット」
「物流・搬送用ロボット」
「非
製造業（農林水産業、建設業）用ロボット」
「非製造
業用協働ロボット」の６分野を対象とする。

2022 年 ・スマートスピーカーの世帯普及率16.1%
2022 年度 ・新設住宅着工戸数が 80万戸。
・広義のリフォーム市場規模が 6.9 兆円
・超高精細テレビの保有世帯数が1,997万世帯
・動画配信・ライブ配信市場規模 8,542 億円
・ロボット市場規模1,794 億円
・産業用ドローン市場規模 767億円

年度下期 ・相模鉄道と東京急行電鉄相互運転開始［鉄
道・運輸機構］
年度中

・文化庁、京都に本格移転［文化庁］

年度末

・北陸新幹線（金沢～敦賀間）開業［国交省］

年度目途 ・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］

（TICAD）開催［外務省］
年までに ・ドイツ、すべての原子力発電所を閉鎖
年目途

・中国、独自の宇宙ステーションを完成

年度以降 ・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］

2023

1
3 月末

・自動車検査証の電子化［国交省］

（応用数理国際会議：イシアム）を東京
820 ～25 ・ICIAM
で開催［東京都］
年
年

・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）］

・NISA、ジュニア NISAの投資可能期間が終了
［金融庁］
・「空飛ぶクルマ」事業がスタート［経産省］

年までに ・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］

年度までに ・新 ITパスポート試験の受験者数が 50万人に
（2019 年：10万人）
［日本経済再生本部］
・75歳以上の人口が2,000万人を超える［IPSS］

2024

年

・100歳以上の高齢者が全国で10万人を超える
［IPSS］

年

・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］

年度

・新東名高速道路が全線開通［NEXCO中日本］

年度

・測位衛星「準天頂衛星」を7 機体制に［内閣府］

年

・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］

年

・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］

年までに

・国 際 宇 宙 ス テ ー シ ョン（ISS）の 運 用 延 長
［JAXA］

年度

・森林環境税を国税として導入［財務省］

年度

・小学校でデジタル化をはじめとする改訂教科
書使用開始［文科省］

2025

3 31

12

・マイナンバーカードが健康保険証として概ね全
ての医療機関で利用可能に［ IT総合戦略本部］ 年

年

・2 階建ての新･NISA 制度が開始［財務省］

年度末までに ・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］

・行政サービスの100％デジタル化実現［経産省］ 1までに ・NTTの固定電話網が IP 網へ完全移行［総務省］
6までに ・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］

年

・日 本 の 高 齢 化 率（65 歳 以 上 人 口 比 率 ）が
30.0％に［IPSS］

年

年

・日本の総人口が1億2,254万人に減少［IPSS］ 年までに ・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］
・団塊の世代が全て 75 歳以上に［厚労省］

・65歳～ 69 歳の就業率が 51.6％に（2019 年：
48.4％）
［日本経済再生本部］

・東京都の人口が1,423万人でピークに［東京都］ 年までに ・農林水産物・食品の輸出額が 2 兆円に（2019
年：9,121億円）
［日本経済再生本部］
・文脈・話者の意図等を補うAI 同時通訳が実現
年頃
・
無人自動走行バス
・タクシー等を活用した新
年
［総務省］
たな移動サービス（MaaS）
が事業化［経産省］
・データサイエンス・AIを理解し、各専門分野で
年
応用できる人材を年間約25万人育成［内閣府］ 年目途 ・高速道路での自家用車の完全自動運転実現
（レベル 4）
［日本経済再生本部］
・民事訴訟手続のオンライン申立てが本格実施
年度までに
・
商用水素ステーションが全国
320ヵ所程度に
年度
［日本経済再生本部］
整備［日本経済再生本部］
・男性の厚生年金の受給が65歳に引き上げ［厚
年度以降 ・高速 道 路でのトラックの完 全自動運転 実現
年度までに 労省］
（レベル 4）
［日本経済再生本部］
年

2020年代後半 ・「スーパーカミオカンデ」を凌駕する「ハイパー

7 10

・オーストラリアとニュージーランドで第 9 回
FIFA 女子ワールドカップ開催

9 24

・小惑星岩石採取探査機オシリス・レックスが
地球に帰還［NASA］

2023 年 ・スマートスピーカーの世帯普及率19.1%
・決済に電子マネーを使用する比率が 40%
2023 年度 ・新設住宅着工戸数が 78万戸
・広義のリフォーム市場規模が 7.0 兆円
・超高精細テレビの保有世帯数が 2,254万世帯
・動画配信・ライブ配信市場規模 9,073 億円

2022～2023 ・フィンランド、ロシア、日本、北米を結ぶ北極
海通信ケーブルが稼働開始
年

・ロシア、観光客 2 人を国際宇宙ステーション
（ISS）まで運搬［ロスコスモス］

年

・世界の人口が 80 億人に到達［国連］

年頃

・中国、80 基の低軌道通信衛星で構成される
宇宙 IoT 衛星ネットワークを完成

・ロボット市場規模 2,205 億円
・産業用ドローン市場規模 991億円

7～ 9 月 ・フランス（パリ）で第 33 回夏季オリンピック、 2024 年 ・スマートスピーカーの世帯普及率 22.6%
第17 回夏季パラリンピック開催
・外航海運貨物船無人運用の商用化開始
11
・米国大統領選挙実施
2024 年度 ・新設住宅着工戸数が 76万戸
年

・ロシア大統領選挙実施

年

・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

年

・米、
「アルテミス計画」で女性初の月面着陸
［NASA］

・広義のリフォーム市場規模が 7.1兆円
・超高精細テレビの保有世帯数が 2,448万世帯
・動画配信・ライブ配信市場規模 9,666 億円
・ロボット市場規模 2,680 億円
・産業用ドローン市場規模1,244 億円

年までに ・パリ市、ディーゼル車の使用を禁止

4 ～10 月 ・日本国際博覧会（略称「大阪・関西万博」）開
幕［経産省］

年

1.15～4.15 ・アルゼンチン（ブエノスアイレス）で万国博覧
会開催

12

・フランス、国際熱核融合実験炉（ITER）、大型
実験炉の運転開始

年

・宇宙望遠鏡「ナンシー・グレース・ローマン」
打ち上げ［NASA］

年

・韓国でAPEC 開催

2025 年 ・スマートスピーカーの世帯普及率 26.5%
・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

年までに ・EU、経済通貨同盟（EMU）完成
年までに ・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］

2026.10 ・ビール系飲料（ビール、発泡酒、新ジャンル） 2026.2 ・イタリア（ミラノ・コルティナダンペッツォ）で

2025 年度 ・新設住宅着工戸数が 74万戸
・広義のリフォーム市場規模が 7.1兆円
・超高精細テレビの保有世帯数が 2,615万世帯
・動画配信・ライブ配信市場規模1兆 299 億円
・ロボット市場規模 3,214 億円
・産業用ドローン市場規模1,531億円

2026 年

・スマートスピーカーの世帯普及率 30.8%

カミオカンデ」で実験開始［東京大学］

の税率が一本化［財務省］

2026.7 ・小惑星探査機「はやぶさ２」が小惑星（2001
CC21）フライバイ［JAXA］

2028までに ・温室効果ガス排出ゼロ船舶の商業運航が実現
［日本経済再生本部］

2026.9.19 ・愛知県で第 20 回アジア競技大会開催［愛知
県］

2030

・農林水産物・食品の輸出額が 5 兆円に（2019
年：9,121億円）
［農水省］

2027.3～9 ・横浜市で国際園芸博覧会開催［農水省］

2030

2027

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

・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］

・プシケ 宇 宙 船 が 金 属 小 惑 星 の 軌 道に 到 達
［NASA］

2026

・欧 州 宇 宙 機 関（ESA）が地 球 外生 命 探 査機
「PLATO」を打ち上げ

・リニア中央新幹線（品川駅～名古屋駅間）が
開業［国交省］

2030

2027 年度 ・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］

・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［日本経済再生本部］

2026年末までに ・スペイン・サグラダファミリア教会が完成

2030

・ベースメタルの自給率が 80％以上に［日本経
済再生本部］

2027.8.7 ・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

（2018 年：81.4万戸）
［国交省］

2029

・生産年齢人口（15 ～ 64 歳人口）が 7,000万
人を割る［IPSS］

2029 年頃 ・「羽田空港アクセス線」開業［ＪＲ東日本］
2029 年度 ・火星衛星の無人探査機が地球帰還［JAXA］
2029 年度 ・気象衛星「ひまわり」の後継機が運用開始［内
閣府］

～2030

2031年 ・東京電力福島第一原子力発電所のプールから
使用済燃料の取り出しが完了［経産省］
2032年度までに ・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］
2035.9.2 ・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］
2035

・全都道府県で総人口が減少［IPSS］

2035

・100 歳以上の高齢者が全国で 25万 6 千人に
［IPSS］

2035

・沖 縄 県を除く46 都道 府 県で 世帯 数が減 少
［IPSS］

2037年以降 ・リニア中央新幹線（名古屋～大阪間）が開業
［国交省］
2038

・築 40 年超の高経年マンションが 366.8万戸
に（2018 年：81.4万戸）
［国交省］

2040

・年間死亡 数が 約168万人とピークに達する
［IPSS］

・動画配信・ライブ配信市場規模1兆 855 億円
・ロボット市場規模 3,858 億円
・産業用ドローン市場規模1,756 億円
2027 年度 ・新設住宅着工戸数が 69万戸
・広義のリフォーム市場規模が 7.0 兆円
2028

・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

2030年までに ・次世代自動車が乗用車の新車販売のうち50
～70％に（2017 年 度：38.4％）
［日本 経 済
再生本部］

2028

2030年までに ・燃料電池自動車の普及台数が 80万台程度に
［経産省］

2030

・インド、人口で中国を抜き、世界1位に［国連］ 2028 年度
・木星探査機「JUICE」木星系軌道に到達［ESA
（欧州宇宙機関）］
2029 年度
・インド、生産年齢人口（15 ～ 64 歳人口）で中
国を抜き、世界1位に［国連］
2030
・国連「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成
期限［国連］

2029

2030年までに ・地域限定型の無人自動運転移動サービスが 2030
全国100ヶ所以上で展開［日本経済再生本部］

完了［厚労省］

2031.7 ・小 惑 星 探 査 機「 は やぶ さ２」が 目 標 天 体
（1998KY26）ランデブー［JAXA］

・超高精細テレビの保有世帯数が 2,757万世帯

2028

2030年までに ・国内物流の輸送力を強化するため、複合一貫輸 2030
2030.4.1 ・国家公務員の定年が65歳に引き上げ［内閣府］
送（トラック＋船）のスマート化が実現［国交省］
2030
・ビジネス・国際会議等でのシビアな交渉にも
2030 年頃 ・液化水素・水素発電が商用化［内閣官房］
2030年までに
使えるAI 同時通訳が実現［総務省］
2030 年度 ・総 合 食 料 自 給 率が 生 産 額 ベースで 75％に
2030
・年間死亡数が 160万人と、2016 年より約 30
（2018 年度 66％）
［農水省］
2030年までに
万人増加［IPSS］
2030 年度 ・人工知能（AI）等による職業の代替が進む等 2030年までに
2030
・全高齢者世帯の7 割近くが「単身か夫婦のみ」
により、従業者数が 735万人減少［経産省］
の世帯となる［IPSS］
2030 年度 ・再生可能エネルギーの電源比率が 22～24％ 2020 年代
2030年度末 ・北海道新幹線が全線開業（新函館北斗～札幌
に［経産省］
間）
［鉄道・運輸機構］
2030 年度 ・原発の電源比率が 20 ～22％に［経産省］
2020 年代
2030年度までに ・厚生年金の支給開始年齢の段階的な引き上げ

2031.3.31 ・復興庁廃止［復興庁］

・広義のリフォーム市場規模が 7.2 兆円

2026.9 ・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
2026

2027 年度 ・高さ日本一となる超高層ビル「トーチタワー」
2030年までに ・家庭用燃料電池の普及台数が 530万台に［日
が完成［三菱地所］
本経済再生本部］
2028 年末 ・築 40年超の高経年マンションが197.8万戸に

2026 年度 ・新設住宅着工戸数が 72 万戸

・中 国、設備 容 量 が世界1位の原子力 大 国に
［IEA］
・世界の食用魚の 53％が養殖に［国連食糧農
業機関］
・ロシア、有人月周回飛行及び月着陸を実施
・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
・木星の衛星エウロパへ無 人 探 査機打ち上げ
［NASA］

・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）
・新設住宅着工戸数が 67万戸
・広義のリフォーム市場規模が 7.0 兆円
・新設住宅着工戸数が 65万戸
・広義のリフォーム市場規模が 7.2 兆円
・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が 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）

2030 年度 ・新設住宅着工戸数が 63万戸
・広義のリフォーム市場規模が 7.2 兆円

・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

2035年までに ・使用済プラスチックがリユース又はリサイクル
と熱回収を合わせて100％有効利用実現［環
境省］

2031

・中国の人口が 14.7億人でピークに［国連］

2030年代初頭 ・じん帯、軟骨関連分野の再生医療実用化

2032

2031年度 ・新設住宅着工戸数が 60万戸

2040

・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］

・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）］

2033

2040

・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］

2040 年頃 ・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］

・広義のリフォーム市場規模が 7.2 兆円
・インドネシア、実質 GDP
（ 購買力平均ベース） 2032 年度 ・新設住宅着工戸数が 58万戸
で日本を抜き、世界 4位に［OECD］
・広義のリフォーム市場規模が 7.2 兆円
2035年までに ・英国でガソリン車・ディーゼル車の販売を禁止
2033 年度 ・新設住宅着工戸数が 56万戸
2035年までに ・カリフォルニア州 ガソリン車の新車販売禁止
・広義のリフォーム市場規模が 7.3 兆円
2037
・世界の人口が 90 億人に到達［国連］
2034 年度 ・新設住宅着工戸数が 53万戸
2037
・インド、実質 GDP
（購買力平価ベース）で米国
・広義のリフォーム市場規模が 7.3 兆円
を抜き、世界2 位に［OECD］
2035
・稼働車両比率で電気自動車がガソリン車を
2038年までに ・ドイツ、石炭火力全面廃止
抜く（～2045 年）
2030 年代 ・有人の火星探査が実現［NASA］
2035 年度 ・新設住宅着工戸数が 51万戸
2040
・世界 の 石 油 需 要は日量1億 410万バレルに
・広義のリフォーム市場規模が 7.3 兆円
（2019 年：9,790万バレル）
［IEA］
2036 年度 ・新設住宅着工戸数が 49万戸
2040年までに ・世界の最終エネルギー消費に占める電 力の
・広義のリフォーム市場規模が 7.3 兆円
比率は2019 年の20％弱から24％強に上昇
［IEA］
2037 年度 ・新設住宅着工戸数が 47万戸
2040年までに ・フランスで、ガソリン車・ディーゼル車の販売
を禁止

・広義のリフォーム市場規模が 7.4 兆円
2038 年度 ・新設住宅着工戸数が 45万戸

・広義のリフォーム市場規模が 7.4 兆円

～2040

2040

・平均寿命は男性が約 83 歳、女性は約 90 歳に
［IPSS］

2039 年度 ・新設住宅着工戸数が 43万戸

2040

・65 歳以上の未婚率が男性14.9％、女性 9.9
％に上昇［IPSS］

2040 年 ・野菜の18 ～24％が植物工場からの出荷

2040

・広義のリフォーム市場規模が 7.4 兆円

・一般世帯数は2015 年比 5％減となり、5,076
万世帯になる。うち約 4 割が 1人暮らし世帯
［IPSS］

2040 年度 ・新設住宅着工戸数が 41万戸
・広義のリフォーム市場規模が 7.4 兆円

2040 年度 ・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］
2042

・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］

2042

・つみたて NISAの投資可能期間が終了［財務省］

2050年までに ・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］

2045

・国連創設100 周年

2045年までに ・スウェーデンが温室効果ガスの排出量ゼロを
達成

～2050

2045

・人工知能（AI）が人間の能力を追い抜く

2045

・都 心 3 区（ 千 代 田、中 央、港 ）の 総 人 口 は、 2050年までに ・自ら学習・行動し人と共生するロボットが実現
［内閣府］
2015 年比 3 割超の増加となる［IPSS］

2048

・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

2045

・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］

2050年までに ・誤り耐性型汎用量子コンピュータが実現［内
閣府］

2049

・中国（中華人民共和国）建国100 周年

2050

・アフリカの人口が 24 億人に、2017 年と比べ
で約 2 倍に［国連］

2050

・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］

2047年度までに ・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］
2050

・日本の人口が 1億192 万人に減少［IPSS］

2050

・日本の高齢化率が 37.7％に［IPSS］

2050

・100 歳以上の人口が全国で約 53万人になる
［IPSS］

2050

・海洋プラスチックごみ排出ゼロに［外務省］

2053

・日本の人口が1億人を割って9,924万人となる
［IPSS］

2053年までに ・女川原子力発電所１号炉全工程廃止措置が完
了［原子力規制委員会］
2054年までに ・玄海原子力発電所２号炉全工程廃止措置が完
了［原子力規制委員会］

2050年までに ・世界の子ども人口（4 歳以下）の約 40％をア
フリカ大陸が占める［国連］

2100

・鉄鋼プロセスの脱炭素化達成［日本鉄鋼連盟］

2055

・アジアの人口が 53 億人でピークに［国連］

2057

・世界の人口が 100 億人に到達［国連］

2059

・インドの人口が 16.5 億人でピークに

2061.7.27 ・ハレー彗星が地球に接近［NASA］

～2100

2065

・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］

2065

・アフリカの人口が世界人口の30％を占める
（2020 年：17％）
［国連］

2070

・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］

2070

・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］

2076

・米国、建国 300 周年
・世界の生産年齢人口（15 ～ 64 歳）
がピークに
［国連］

2056

・生産年齢人口が、5,000万人を割る［IPSS］

2060

・日本の人口が 9,284万人に減少［IPSS］

2060

・日本の高齢化率が 38.1％に［IPSS］

2065

・生産年齢人口が 4,529万人に［IPSS］

2065

・日本の高齢化率が 38.4％に［IPSS］

2065

・平均寿命は男性が約 85 歳、女性は約 91歳に
［IPSS］

2065

・高速道路の料金徴収が満了［国交省］

2100

・日本の人口が 5,972 万人になる［IPSS］

2090

2100

・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

・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］

2100

・アフリカの人口が世界人口の39％を占める
［国連］

2100

・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）］

「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、2020 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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