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未来予測は当たらない。
未来予測は、当てるためではなく、求める技術やそ
のための政策の方向性を修正するためにある。

 1970年頃に盛んに行われた未来予測は、石油ショックを
予測できなかったために、多くの予測が当たらなかった。
シェル石油のみ石油ショックを予想していたという。

 当時は、公害も酷くなることが予想されたが、瀬戸内海が
ドブの海にはならず、多摩川も清流がよみがえった。

 その後の多くの未来予測は、トレンドで行われることが多
くなったが、トレンドでは当たらなかった。

 日本はバブル崩壊の経験がなかったために、1991年の
バブル崩壊が予測できなかったため、適切な対策が打て
なかった。中国は日本のバブル崩壊を学んでいる。

 短期間で終わったＩＴバブルも、予想以上に短かかった。
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 2000年以前の未来予測では、2001年に起こったアメリ
カの同時多発テロを予測できなかった。

 また、ＩＴ化による技術のフラット化が予想以上に急速に
進み、グローバル化が急速に進展した。

 これまで、2020年を目標にした未来予測が多方面で行
われてきたが、2006-7年の資源の高騰や2008年の
リーマンショックを予測することができなかった。

 最近、 2030年、 2035年を目標にした未来予測が多く
行われているが、グローバル化の反動に起因する直近
のBrexitやトランプ大統領を予測できていない。

 現在、欧州と中国の経済減速や中国のバブル崩壊が
予想されている。もし中国のバブルが崩壊すると、リー
マンショックの数倍の激震になるといわれているが、そ
れがどのようなものになるのか的確に予想できている
とは言えない。地政学リスクの行方も判らない。
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不確実性の時代の到来 1980年代以降
 1978 中国の改革開放＊（想定外）

 1979 イラン革命＊ 、1979-1981第二次オイルショック

 1981 エイズ発症＊

 1985 プラザ合意・円高へ＊ ソ連のペレストロイカ＊

 1986 チェルノブイリ原発事故＊

 1989 ベルリンの壁崩壊＊ 中国天安門事件＊

 1990 エイズ、アジア・アフリカで猛威

 1991 日本のバブル経済崩壊＊ ソ連解体・ボーダレス社会に＊

 1993 日本の大冷害＊ 、BSEによる脳症 英国で発症＊以後蔓延

 1998以降 気象災害の大規模化＊ 、カリマンタンの森林火災

 2000 ＩＴバブル崩壊＊ 、三宅島噴火

 2001 アメリカ同時多発テロ＊ 、テロとの戦い、中国WTO加盟

 2004 スマトラ沖大地震・津波＊ 、中国反日デモ激化＊

 2011 東日本大震災＊ 、原発事故＊ 、タイの大洪水

 2012 中国の反日暴動、尖閣問題の深刻化、北京の大洪水・死者多数

 2013 スーパー台風ヨランダ＊ 中国の軍拡と東シナ海・南シナ海問題＊

 2014 ウクライナ問題＊

 2016 英国のEU離脱＊ トランプ大統領＊北朝鮮等の地政学リスク
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シェル石油がオイルショックを予期できたように、
細心の注意をしていれば、予期できるものが多い
 日本のバブル崩壊も、右肩上がりが永久に続かないことは誰にも判

るが、多くの人が右肩上がりを信じていた。

 ソ連の崩壊も、小室直樹氏の単行本『ソビエト帝国の崩壊』で崩壊す
る10年以上前に予想はされていたが、本当にアッという間に崩壊する
とは、誰も思っていなかった。

 ベルリンの壁崩壊、北京天安門事件もある程度予測されていた。

 エイズが、アフリカの人口増加を止めるほどの破壊力があるとは予想
していなかったが、初期の増加である程度予想はできた。

 東北電力の女川原発は貞観地震を前提にしていたのに、東京電力
はコスト削減のために地面を掘り下げ、安全性を犠牲にしたと言われ
る。大地震を予想しなかった人災かもしれない。

 ニューヨーク同時多発テロも、事前に拘束されたテロリストがおり、大
規模なテロが、ある程度は予想されていた。

 欧米の中産階級が移民の増加で職を失っていたが、それが英国の
EU離脱やトランプ大統領の選出に繋がるとは思っていなかった。

《予想はできたが、予想を踏まえた行動がとれなかった》
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日本と世界の経済、社会、技術などに
大きな影響を及ぼすリスク要因は何か？

 これまで、戦争が様々な技術を発達させてきた。

レトルト食品は軍用食から生まれ、HACCPは宇宙開発から生まれた。

 世界規模の経済不安、金融恐慌、世界規模の食糧危機

 気象災害の大規模化、巨大台風、豪雨・大洪水、大旱魃など

 南海トラフ巨大地震・津波、東京直下型地震、富士山の大噴火など

 中国のバブル崩壊、台湾進攻、北朝鮮の暴発、ＥＵ加盟国の経済破綻、
ＥＵの崩壊などによる社会・経済の大混乱

 鳥インフルエンザによるパンデミック、サーズなどのウィルス病

先進国におけるエボラ出血熱などの流行

 大規模テロ・サイバーテロ、大規模暴動、地域紛争、戦乱

（戦乱も経済的な要因で起こっている・・・とラビ・バトラー氏は言う）

 原発による大事故、広域の大停電

 様々な理由によるサプライチェーンの寸断

《ラビ・バトラー氏は、将来に亘る経済恐慌などを予想している》
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 世界は、大きな政治的事件、技術のイノーベーション、グロー
バルな企業活動などにより、大きくフラット化されてきた。

 フラット化は、2000年頃から顕在化した。

１．ベルリンの壁の崩壊と創造性の新時代の到来

1989年11月9日、ベルリンの壁が崩壊し、ソ連に囚われていた国々、人々が
解放され、グローバルな世界が到来した。

２．インターネットの普及と接続の新時代

1990年頃、パソコンとモデムで電子メールが送信可能になった。

1995年、Windows 95 が発売され、インターネットブームになった。

３ ．SNSが拡散、コミュニティの力を利用するアップローディング

ブログ、ウィキペディア、様々なソフトウェア（ライン、フェイスブックなど）

４．アウトソーシング ： 2000年問題とインドの目覚め：日本の「韓中敗」

1990年代末、光ファイバー・バブルによりデータ通信が飛躍的に迅速簡単
になり、2000年問題によりインドのIT産業が世界に認められた。

世界をフラット化した力①
フリードマン著 『フラット化する世界』（上下）2008.1
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５．中国のWTO加盟によるオフショアリング

2001年、中国がWTOに加盟し、世界にオフショアリングの新段階が到来。
2003年、中国は米国を超え日本の最大の貿易相手国となったが、日本
政府は、中国が政治的混乱でフラットでなくなった場合に備え、「中国＋
One」戦略を推奨してきた。

そして最近では、アメリカ、日本が一部でリショアリングに・・・

６．サプライチェーン：ウォルマートはなぜ強いのか

POSによる販売・在庫データを仕入先にもオープンにし、パートナーの信
頼を得たことがウォルマートを大企業に成長させた。最近はバリュー
チェーンを追及している。

７．インソーシング： UPSの新しいビジネス

巨大運送会社UPSは、様々な企業のグローバルなサプライチェーンを提
供している。

８．インフォーミング：知りたいことはグーグルに聞け、ヤフーに聞け

世界をフラット化した力②
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世界をフラット化した力③ （石）

９．新テクノロジーがさらに加速するフラット化
ＩＰ電話、テレビ会議、ワイヤレス技術、テレビゲーム、スマホ、ｉＰＡＤなど
10.ネットショッピングによる田舎の商品が世界に
中国のタオバオ（淘宝）、配送がネックに
11. ICT, IoT, AIなどの産業への活用
ディープラーニング等の人口頭脳、 AI化されたロボットの登場
多言語同時通訳ロボット・・・・・人間が要らなくなる？

世界の反フラット化の力 （石）

需給のバランスで価値が決まる社会では、供給過多の物は価値が下がる。
ネット上では、電子コピー可能なものは、いづれその価値はゼロになる。
ＣＤや電子書籍は、いづれ価値がなくなる可能性がある。
音楽家でも、ライブの価値は無くならない。時間を共有するからである。

若者、都市部はグローバル社会を支持し、中高年、田舎はローカルを支持
グローバル化による自由貿易や移民などが、かつて中心で働いていた
中高年の職を奪い、貧富の差を拡大した。（ポピュリズムの台頭）

9



『シマウマは、平原でのんびり暮らしていたが、ライオンが現れた。シマウマは
ライオンより速く走らないと、ライオンに食べられてしまうことを知っている。
ライオンは、足の遅いシマウマを何とか仕留めないと飢えて死ぬことを
知っている。中国がＷＴＯに加盟し、世界がグローバル化されてから、
世界は、どんどん速く走らないと生き残れなくなっている』
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ライオンとシマウマが仲良くやっていく
世界は、どのようなものか。
ライオンの草食化は目指せないか。
世界は、ＷＴＯからＦＴＡなどの囲込み競争
になっている。さらに進んで、
ライオンが入れないように壁を作り、
シマウマだけで生きて行こうとする・・・。
ポピュリズム、そして独裁に・・・
地政学リスクは、依然として続く・・・。

11
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2035年への未来予測①

『シナリオ2019』 東洋経済新報社（2007年）

－日本と世界の近未来を読む－

(財)統計研究会創立６０周年記念出版

宮川公男、2000円+税

2007年に１２年先を予想したものである（石）

 ６０の設問について、３つのシナリオのどの可能性が高いのか、
２２名の専門家と600名のアンケートにより、未来予測を行った。

 その対象は、人口、食料、気候変動、水、エネルギー、財政、金
融、地価・株価、貧困問題、社会保障、医療、労働、教育、青少
年、米国、欧州、ロシア、北朝鮮、中国、インド、イスラム圏など
多岐に亘っている。

 このような中から、必要な技術を予測して行けるか。

 未来予測が「如何に当たらないか」を見て欲しい（石）
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【食料】
 アメリカの穀物生産は、現在を上回り、３.５億トンに・・・・・・・３３％

現在とほとんど変わらない３億トン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
４％

地下水の減少、気象災害等で生産が減り２.５億トンに・・・・３２％

 中国の食料輸入は、大豆、コーン、小麦で世界一に・・・・ ８６％

現状とほとんど変わらない・・・７％

世界的な穀物争奪戦で、食料輸入量は減っている・・・７％

 日本の食料自給率は、目標通り４５％を達成・・・２２％

現状とほとんど変わらない４０％・・・３０％

輸入食料は増え、自給率は４０％を下回る・・・４７％

2007年から始まった穀物価格の高騰は読み込まれていない。

中国の爆買い、世界の人口増加、新興国の経済発展、バイオマス

燃料、異常気象等が穀物価格高騰の要因と考えられる。

ここ数年「食品ロスの削減」が欧州、日本を含め世界中で始まった。
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【エネルギー】
 石油価格は、需要が急増しバレル１２０ドルを超える・・・５３％

現在と大きく変わらない６２ドル・・・・３４％
市場の過剰反応は沈静化し、４０ドル程度で安定に・・・１３％

 アメリカの原子炉建設が２０基程度始まっている・・・５１％
６基程度始まっているが、順調ではない・・・３６％

地元の反対で原子炉の建設が行われていない・・・１２％

 ブラジルのバイオエタノールは、年１億ＫＬ超に・・・３８％
現在の約２倍の年4000万ＫＬに・・・３６％
現状を少し上回る年2000万ＫＬ・・・２６％

アメリカのハイテク利用のシェールガス革命が予想されていない。
一方、途上国で安価な石炭利用が急速に進んでいる。
アメリカが原子力ではなく、コーンによるバイオエタノール生産に踏
み出し、約３０％のコーンをアルコール燃料にした。
中国・欧州経済の減速、シェールガス生産、イラン産原油の復帰、
サウジ・イラン断交、OPECの機能不全等で３０ドル近くまで暴落した
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【円・ドル・人民元】
 日本の少子化・高齢化が進み、１ドル１８０円の円安に・・・３４％

現在と大きく変わらない１２０円・・・・４６％

アメリカの財政赤字が慢性化し、１ドル８０円の円高に・・２０％

 アメリカの経常赤字は、ＧＤＰの１０％になり、ドル安に・・・２７％

ＧＤＰの６％程度と、現状とあまり変わらない・・・６５％

経常収支が黒字になり、強いドルが復活・・・７％

 人民元は、為替操作が緩和され、１ドル４元程度に・・・６２％

現在とあまり変わらない７.７元程度・・・１３％

国内経済問題により、 １ドル１０元程度の元安に・・・・２５％

ドルに対して円高より円安を予想している人が多いが、2011年には、
超円高の75円になっている。当時、人民元高になると予想している
人が多いが、中国は、元高による輸出の鈍化を恐れ、１ドル６.２元

程度でとどまり、為替操作国としてアメリカから非難されている。
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【地価と日経平均】
 地価は、その国の名目ＧＤＰとほぼ同じとされていることから

日本の地価はまだ２倍程度高いと考えられる。

日本の地価は、現在の半分になっている・・・１１％

現在よりやや安く、２５％程現になっている・・・３８％

現在とほとんど変わっていない・・・・５０％

 アジア情勢の緊迫化、国際資本市場の混乱、日本の経済力の低下
等により 日経平均は、9000円以下になっている・・・１４％

現状の2万円程度にとどまっている・・・６２％

アジア情勢は好転、日本への信頼から３万円を超える・・・２４％

サブプライムローン不況、リーマンショックを予想できていない。

欧州のギリシャ等の債務危機も予想できていない。勿論、最近の

アベノミクスも予想できていない。為替は非常に不安定であり、

株も予想が無駄なほど、大きく変動している。

地価は続落し、ようやく下げ止まり感が出てきた。
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 「2020年からの警鐘」－日本が消える－

日本経済新聞社（1997年）日経編（1500円＋税）

「日経2020年委員会」による2020年の予測

・日本のGDP占有率は、1990年の13%から9%に、アメリカの
GDPは26%から18%に、欧州のGDPは24%から19%に減少し、
日本を除くアジアのGDPは、5%から15%に増加すると予想される。

・ 2020年１年に排出されるアジアの二酸化硫黄は、1980年に世界
で排出された量に匹敵し、酸性雨により森林や湖沼の生態系が深刻な
被害を受け衰退すると予想する。温室効果ガスによる地球の温暖化も
進み、気温は２℃、海面は５０㎝上昇する。

・2010年の中国の石油消費が日本並みになると、原油が50ドル以
上に高騰し、需給のひっ迫と環境問題から、新エネルギーの普及が遅
れれば、原子力発電の大幅な増設に迫られると予想する。

・日本の労働人口が大幅に減少し、人手不足が深刻になる。

・税・社会保障等の国民負担が大幅に増える。

当然ながら、大震災による原発事故は全く予想されていないが（石）

2020年への近未来予測②
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 「2020年の日本」－美点凝視で閉塞突破－
東洋経済新報社（2012.12）谷川史郎（1600円＋税）

僅か７年先なので、未来予測とも言えない（石）

・「だらしない成熟」をする日本に迫る社会の変質
《モノづくりの方法が新興国で変化しつつある》

・残された時間はあと3年、強靭な非晶質構造への転換
《量よりも質に着目し、若者の雇用を生み出す》

・次世代にとって誇りある仕事の創造
《北海道マンゴー、ロボットスーツ、日本中小企業連携等》

・変化の芽を育てるために、一人一人ができること
《高いマネジメント力を持てば、産業が育つ》
《サプライチェーンからバリューチェーンへ》
《知恵と技術をつなぐオーガナイザーの育成》などを
訴えている。

2020年への近未来予測③
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「１０年後の中国」－６５のリスクと可能性－講談社（2011年）

高原明生監修（東京大学グル―プ６名、1500円+税）

 中国は、世界経済を牽引する存在となっている。中国は、東アジア
の殆どの国の最大の貿易国である。日本経済の浮沈と多くの企業の
興亡が中国の今後にかかっている。

 昇り竜のような中国の台頭だが、内部に抱える問題も大きいとして
所得格差の拡大、階層の固定化、汚職・腐敗の蔓延、幹部の権力濫
用、法治の不徹底、地方財政の赤字、暴力団との癒着、環境汚染と
水不足、社会の高齢化など、深刻化する問題はどう解決されるのか。

 他方、急速な軍の近代化を進め、領土を巡る近隣諸国との摩擦も激
化しており、ナショナリズムがさらに高まれば、自己主張を強めて
いくのではないか「中国の未来は誰にもわからない」としている。

 今後中国は、アメリカのトランプ政権とどう対峙していくのか、

世界の大きなリスク要因になることも考えられる（石）。

2020年への近未来予測④
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「１０年後の中国」の指
摘

 環境：水不足は深刻化し、質・量とも危険水域に達する。

気温が２度上がると、穀物生産が３割減る。

環境と人の健康への影響が深刻化する。

エネルギーは大量消費を続ける。

世界最大の原発大国になる。

 インフラと食料：インフラ投資は格差を拡大する。

拡大する胃袋は、新たな飢えに直面する。

トウモロコシの自給が崩れれば、争奪戦が勃発する。

日本にも食糧危機が発生する。耕地不足に歯止めが

かからなければ、世界の食料問題に直結する。

 経済：バブル崩壊はあるかもしれない。

中間層の権利意識が、中国の将来を左右する。
20



 政治：習近平はいばらの道。中国は必ず民主化する。

共産党は、あの手この手で生き残る。

第二の天安門事件が起こるかもしれない。

少数民族の動乱は繰り返し起こる。

 外交：対外強硬姿勢を強めるだろう。

反日機運は今後も高まる。北朝鮮を支え続ける。

リスクがあっても、中国は資源外交を続ける。

 社会：一人っ子政策は緩和できない。独居老人が増える。

貧困層は医療難民化する。男余りが深刻化する。

 軍事：台湾統一は国家目標である。

資源を巡り東アジアで武力衝突が起こる可能性が

ある。共産党の生残りのためにも強い軍が必要である。

「１０年後の中国」の指
摘

21



「食１００年、そして未来へ」第２部

日本食糧新聞社（2012.9）創立７０周年記念出版

・2020年の食品関連産業は、120兆円産業に

・人口減少と単身・２人世帯・高齢世帯が増加

・高齢者・働く女性の増加で食の外部化がさらに進む。

・買い物難民が増加、企業と地域で進む社会対応

・世界の経済連携で求められる日本のリーダーシップ

・環境マネジメントがＫＫＤ（勘と経験と度胸）からＰＤＣＡへ

・世界で発展する日本食レストラン８万に（現在２万店以上）

・世界の食品企業（売上高）６０社中、日本は１６社で世界第２位

・震災後のエネルギー政策と求められるベストミックス

・医食同源の薬膳の概念が、新食品開発の源泉に

2020年の食品産業⑤

22



食品包装の発展と貢献

社会状況やライフスタイルの変化の中で
食品包装は「国民に必要とされる技術」として
多方面の研究・開発が行われ、世界で起こった多くの
イノベーションを吸収しつつ発展してきた。
これからの世界の食生活への新たな貢献に期待する。

１．食生活と食品・包装を巡る発展の軌跡（～1990年）

２．1996年時点の未来予測に対する
『2012年時点における中間評価』 （～2012年）

３．わが国の将来像と食品包装 （ 2012年～） 23



2030年世界はこう変わる(Global Trends 2030)
立花隆 講談社（米国国家情報会議偏）

1. ４つのメガトレンド
(1) 個人の力の拡大・・・購買力が衰えていくアメリカと日本
(2) 権力の拡散・・・覇権国家ゼロの時代
(3)人口構成の変化・・・進む高齢化、都市化する世界
(4) 食・水・エネルギーの問題・・・気象変動と食糧・水

2. 流れを変える６つの要素
(1) 失速する中国、躍進するインド
(2) 不安定な民主主義移行国家・・・アフリカ、中東、アジア
(3) 高まる大国の衝突の可能性・・・中国とインド、中国とアメリカ
(4) 広がる地域紛争・・・中東、南アジア、東アジア、欧州
(5) 最新技術の影響力・・・情報、機械化、資源管理
(6) 変わるアメリカの役割・・・覇権国からトップ集団の１位に

再生するアメリカか？ 没落するアメリカか？ ２つのシナリオ

3. 2030年４つの異なる世界・・・現実は混合型？ 世界のGDP67.3(2010)
(1) 欧米没落型・・・世界GDPの米・中の割合18.3 5.9 105.7 (2030)
(2) 米中協調型・・・ 22.4   8.0           133.1 (2030)
(3) 格差支配型・・・ 21.0   7.7           112.2 (2030)
(4) 非政府主導型・・・ 22.0   7.5           123.0 (2030)
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2035年 《不都合なシナリオ》

米国の最高情報機関が予測する驚愕の未来
マシュー・バロウズ著 ダイヤモンド社（2015.11）

これからの１８年間で１５億人増加する地球の人口、約９０億人
大規模な食糧不足は必ず来る。
不安定なアフリカの食事情。人口爆発と異常気象の衝撃
非西側にパワーがシフトする。ドイツは英国より早く衰退する。
今の国際機関は機能しなくなる。
高齢化する先進国、高齢化した国は財政が破たんする。
ロボットと共生する未来。テクノロジーが雇用を奪う。
テクノロジーがシェール革命を起こした。中国では起こらない。
テクノロジーは加速度的に進化する。
テクノロジーで高齢者の生活の質を改善する。
ゲノム解析の衝撃、人工知能、再生医療、メタゲノム解析も
異常気象はもっと増える。
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金持ちになる前に老いる中国。覇権的地位が遠のく。
米中戦争の現実的な可能性。成長優先のツケ？
撤退するアメリカ、台頭するロシア・中国？
テクノロジーは未来を悪化させる？
テクノロジーが格差を拡大する？
移民こそがアメリカを支えている（というのに？）
格差の拡大と若者の失業、中高年も失業？
研究の水準が、国家の命運を決める。
パックス・アメリカーナの終焉、核の時代が再び？
非国家アクターの脅威、テロ、サイバーテロ
中東の安定がカギを握る。
紛争のホットスポット、中東と南アジア
シリアの内戦は終わりが来ない。
現実味を増すロボット兵器
３Ｄプリンターのもたらす衝撃

《不都合なシナリオ》が現実になるか



日本の食生活・食品産業の発展⑥

戦後６５年経った。現在までの日本人の食生活と食を巡る
技術と、それを取り巻く社会環境を見てみると（石谷）

 食料の極度な不足、飢餓状態
《1945-1949年》

 海外から様々な技術を導入した時代
《1950-1959年》低開発国型食生活からの脱却

 導入技術を日本的に応用した時代
《1960-1969年》加工食品の急増

 10年遅れで米国の生活と技術を追いかけた時代
《1970-1979年》高度成長、欧米追随

 自ら技術を創造した（させられた）時代
《1980-1989年》高品質食品・高付加価値技術 27



日本の食生活・食品産業の発展

 技術至上主義から食の安全・環境配慮の時代
《1990-1999年》 バブルの崩壊、マイナス成長

 循環型社会への制度整備の時代
《2000-2004年》 IT化、フラット化の進行

デフレ経済の一層の進展、循環型社会の法令整備

 決められない政治の時代 WTO崩壊、リーマン破綻

《 2005-2009年》政権交代、戦略的互恵の崩壊

超円高により日本の技術が東アジアへ、新秩序の模索の時代

 デフレからの脱却･大震災からの復興の時代
《 2010-2014年》アベノミクス、超円高から円安へ

 閉塞突破の時代 アジアの時代？ 貿易の囲い込み？

《 2015-2019年》アベノミクスが続く。

本格的にアジアに、世界に出ていく時代

食品安全法制の整備、包装容器の国際規格
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日本の食生活・食品産業の発展

《2020-2024年》オリ･パラ景気
オリ･パラ景気、地政学リスク、米中軋轢？
忍び寄る食糧危機、食品ロスの削減、ロングライフ化
包材の安全法制、食品加工・包装におけるロボット化

《2025-2029年》
食糧危機？ 先進国の後退、非西側へのパワーシフト
温暖化の進展、食品ロスに対する包装の貢献
輸送業における自動運転・ドローン等の普及

《2030-2035年》
パックス・アメリカーナの終焉、非国家組織の脅威
食糧危機？ 食品ロスの大幅削減
オンデマンドプリンター、３Dプリンターの普及
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食品包装の発展史
《1945-1949年》瓶のリターン、缶・新聞紙の再利用
《1950-1959年》紙袋・ビニル袋からポリセロへ、塩酸ゴム、

硬質･軟質PVC､PVDCケーシング、無菌包装(テトラ)
《1960-1969年》段ボール、新包材(OPP、 PET, ONy, 

Ｋセロファン） 公害防止（残留農薬、食品添加物）
《1970-1979年》 ２度の石油ショック､省エネ･省資源、成

熟の食生活、包材・包装技術の進展、食の二極化
《1980-1989年》多様な保存技術、高付加価値包装

機能性食品、機能性包材、いたずら防止包装（1984）

《1990-1999年》食の安全・環境への配慮を法制化
包材の３Ｒ推進、容リ法、ダイオキシン問題
脱アルミ・脱塩素、蒸着系バリアー材の普及

《2000-2009年》食の安全・環境への配慮、食品リサイクル
人に優しいUD包装、牛肉・米トレサ法、各種食品表示

《2010-2019年》食品ロスの削減、食品のロングライフ化
食品安全法制の整備、包装容器・包装機械の国際規格化

《2020-2029年》包装・包材の高機能化、食品ロスの削減
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日本食品包装研究協会創立３５周年記念事業
として1996年に2020年の予測を行った⑦

 総論１１問、環境１１問、安全性７問、包装材料１１問

機能包装１１問、食品加工５問、食品流通１１問、合計６７問

 出現確率０～１００％、重要度大中小、関係度大中小

 アンケート対象 第１回アンケート 第２回アンケート

送付 回収率 送付 回収率

日本包装專士会 106   31  29%     31   20  65%

日本包装管理士会 87   24  28%    24   18  75%

技術士包装物流会 120   41  34%     41   34  74%

食包研関東 151   65  43%     65  48  74% 

食包研関西 106   41  39%     41   32  78%

570  202  35%    202  152  75% 
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日本と世界の社会変化と食品包装の未来予測

《総論》は１１項目 1996-2012-《残された時間は２年ほど》
〇先進国はゼロ成長社会になるか。△→×→△

日本でも食糧危機が起こるか。 △→△ →×
原油価格がバレル５０ドル以上になるか。△→◎ →？→◎

○１ドルが２００円台に戻るか。 ×→× →×
〇日本の物価水準が現在の半分になるか。×△→× →×
○外国人が２０％を超えるか。 ×△→× →×
〇太陽光発電が家庭用として一般化するか。△→○ →△

野菜の工場生産が一般化するか。○→○ →△
遺伝子組換えの青果物が一般化するか。○◎→× →×
大学に包装学部が設置されるか。○→× →×
包装学体系に基づく包装の教科書が出版されるか。○◎→△→×
《食品包装学の教科書を2020年までに作れるか？》

欧州並みの状況を予測したが、曲折を経て合っているのは石油価格だけ
一時３０ドルを切りそうになったのは、全くの予想外であった。
今後アメリカが世界最大の産油国になるインパクトはどれ程か
「包装学」についても残された時間が2年ほどしかない。
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《環境》は１１項目

容器包装の環境影響評価が義務付けられるようになるか。◎→△ →×
包材の使用量が現在(1996年)の半分になるか。○→× →×

○容器包装のリサイクル使用が一般化するか。◎→◎ →◎
経済的な分別・分離システムが実用化されるか。○◎→△ →△
企業に包材の回収が義務付けられる。◎→○ →×

〇ＰＥＴのケミカルリサイクルが実用化されるか。◎→○ →○
プラスチック廃棄物の過半がマテリアルリサイクルになる。○→△ →△
ビール等にプラスチック・リターナブル瓶が普及するか。○→× →×
液体容器がリターナブルを義務付けられるか。○→△ →×
プラスチック廃棄物のエネルギー利用が一般化する。○◎→○ →△
１か月以内にコンポスト化できる生分解性包材が実用化されるか。○ →×

環境関係は実現が可能という項目が比較的多いが、当たっていないもの
が多い。当たっていないものはあと２年しかないので、実現は困難
３Ｒの中では、圧倒的にリデュースであり、欧州のようなリターナブルは
日本では難しいという予想である。
プラスチックのエネルギー利用と言うのは、焼却炉による熱で発電する
ということで実現されるかもしれない。
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《安全性》は７項目

〇包材の安全性について国際統一基準が確立するか。○◎ →◎
○包装食品がＰＬ法により数多く訴えられ、社会問題になるか。×→× →×

悪戯防止のための包装の事前評価が義務付けられるか。○→× →×
○無菌包材の無菌性が１日以内に測定できる技術が開発されるか。○→◎

包装食品に放射線殺菌が実用化されるか。△○→△ →×
○包装資材のＸ線殺菌が一般的に用いられるようになるか。△×→× →×
○包装食品中の髪の毛の異物検知が可能になるか。○→○ →○

包材の安全性については、ISO2200４の包装容器・包装機械で規格化されて
おり、実現している。
製造物責任（ＰＬ）や悪戯防止はそれほど普及せず、日本はまだまだ安心な
社会といえるかもしれない。
包材の安全性については設問がないが、これまでポリ衛協のポジティブリスト
制度で守られてきた。2020年までに国の法律になるかもしれない。
放射線がらみは、日本ではアレルギーがあり、ハードルが高い技術といえる。
毛髪を含め、異物検知はかなり可能になっている。 34



《包装材料》は１１項目

○プラスチック原料として石炭が用いられるようになるか。×△→×
○容器包装に鉄箔が多く用いられるようになるか。×△→×

パルプ原料の逼迫等から日本で紙の使用が制限されるか。△○→×
○植物等由来の原料でプラスチック包材を作るようになるか。△○→◎

草本系繊維が紙の原料に３０％以上使われるようになるか。△○→×
微生物セルロースが包装材料として実用化されるか。△→×

○生分解性であるセロファンの低コスト・低公害製造法が開発され、
生産が増加するか。△→△

○国産の生分解性プラスチックが100万トンを超えるか。○→○
○輸入の包装材料が３０％を超えるか。○◎→◎
○メタロセン触媒による極薄ポリフィルムが包装に普及するか。○→○

香気収着性の少ないプラスチックフィルムが
分子構造設計で作られるか。○→△

確率の高い物、低い物も含めて、専門家だけに、概ね予想はあっているようだ。
パルプ原料は、まだまだ木質系資源が確保されており、逼迫する恐れはない。
植物由来のプラスチックとしてPLAが食品にも使われるようになっている。
輸入包材、輸入包装食品が増えており、包材の安全性が問題になっている。
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《機能包装》は１０項目

食品包装の最適設計システムが食品企業で普及する。○→○ →△
○酸素透過が0.1ml以下の透明バリアー包材が実用化される。△○→○

バイオセンサーを用いたインテリジェント包材が
実用化される。△○→△ →×

○青果物の呼吸調整ができる機能性包材が実用化されるか。○→○→◎
○酸素・炭酸ガスの透過比率が自由に変えられる包材が

青果物鮮度保持包装に実用化されるか。△○→△ →×
○抗菌性包材が食品用に普及する。 ○→△ →○
○食品の腐敗を感知して変色する鮮度センサーが開発される。△○→△
○透明で安全な食品用エアゾル容器が調味料に普及するか。△×→×
○脱酸素軟包装容器が食品に広く使われるか。△○→○ →◎
○300℃に耐える冷食用デュアルオーブナブル容器が一般化する。△○→○

予想された包装材料は、概ね実用化されたり、一般化されている。
酸素・炭酸ガスの透過比率が自由に変えられる包材は簡単ではなく、
実用化されていない。抗菌性包材は普及する迄には至っていない。
抗菌素材の包装容器での抗菌効果が確認され、安全性も確認され、
添加物グレードの資材ができ、少しづつ食品容器に応用されている。
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《食品加工》は５項目

○超高圧殺菌包装食品が普及するか。△○→○ →◎
○通電加圧加熱によるレトルト食品が実用化されるか。△○→△
○通電による選択加熱で殺菌する包装食品が実用化されるか。△×→×
○芋類・かぼちゃ等の無菌包装マッシュの製造技術が実用化

されるか。やればできるところまでできているが。○→○
○包装のシール不良をオンライン・非破壊で検査できるように

なるか。○◎→◎

食品加工もかなり的中率が高いが、超高圧は装置の価格から大きく
普及するまでには至っていないが、加熱温度の緩和や殺菌以外の
ところでの利用が広がっている。
装置の価格や耐用年数などの問題があろう。

通電加熱の応用もこれからの技術開発にかかっている。
無菌包装ではないが、それに近い形の殺菌・クリーン包装システムが

現れ、惣菜等のロングライフ化と美味しさを向上させている。
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《食品流通》は１１項目

○食品の流通過程の温度管理が義務付けられるようになる。○→○
○温度管理ラベルが個包装の品質保証に用いられるようになる。○→○
○軟弱野菜の１０℃での一貫流通体系が国内で確立される。○→○△
○無包装の３倍日持ちする鮮度保持包材が一般化する。○→○
○カット野菜果実が常温で長期貯蔵できるようになる。×△○→×△
○日配食品の低温流通を専業とする大手流通業者が現れる。○→○

生鮮青果物が高速船で輸送され、５０％が輸入になる。○△→×
○包装作業用知能ロボットで変形物も自由に包装ができる。○→◎
○シートパレットが３０％以上使われるようになるか。△○→△×

長距離輸送に鉄道が見直され、鉄道が一般的になるか。△○→×
○犯罪の増加により、街頭の自動販売機がなくなるか。△×→×

青果物流通では低温輸送が重要であるが、生産のところからの
一貫システムは必ずしも完成しているとは言えないが・・

カット野菜の常温流通は、アイデアはあるが簡単ではない。
長距離輸送に鉄道が見直される機運はなく、高速道路の低価格化・

無料化などで、むしろ鉄道とは相違反する動向になっている。
日本はまだまだ自販機が多く、安全な社会を保っている。
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日本や海外の食品産業等に対して、
包装は、どのように技術を活かせるか。

 食品産業は内需型産業であり、食品包装業界も内需型になっ
ている。最近、輸入農産物・食品が多くなっているが、輸入する
商品の包装も現地の日系企業が担っている場合が多い。

 海外進出した日系の包装資材・技術を担う企業は、優れた日本
の技術で現地のマーケットに合わせた製品を作り、現地に貢献
できるようになるかが、今後の課題である。

 日本の包装技術は、欧米の技術とは一味違うきめ細かさがあ
り、機能包装、ユニバーサルデザインなどでその特徴が発揮さ
れており、海外における多方面の貢献が可能である。

 アセアン諸国では、軟包装されたロングライフの中間水分食品
はまだ少ない。そもそも変質要因の多い中間水分食品が少なく、
それを包装するハイバリアー包材の供給が少ない。

日本の品質保持技術と包装技術が活かされる場が多い。
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食品の種類 多水分食品 中間水分食品 乾燥食品

穀類と加工 ご飯、生麺 米・麦、ミックス類、半生麺類、パン粉 乾麺、乾飯

豆類と加工 豆腐、湯葉 味噌・醤油、干納豆、豆鼓、練餡、ナッツ 凍り豆腐

野菜と加工 カット野菜 ソース、乾燥・半乾燥野菜、切干し芋、漬物 乾燥野菜

果実と加工 果汁、缶詰 ジャム、マーマレード、干し柿、蜂蜜 粉末果汁

乳卵と加工 市乳、チーズ 加糖練乳、ハードチーズ、味玉 脱脂粉乳

肉類と加工 ハム・ソー ビーフジャーキー、サラミ、肉味噌、珍味 干し肉

魚介と加工 蒲鉾、竹輪 塩漬魚卵、塩干品、燻乾品、魚醤、珍味 煮干、海苔

菓子類 生菓子、パイ 半生和洋菓子、甘納豆、練り羊羹、栗万頭 煎餅、落雁

嗜好品
惣菜
冷凍食品
複合調味料

コーヒー飲料
コロッケ
各種冷食

中間水分惣菜？

たれ、つゆ、〇〇の素

茶葉、紅茶

粉末・顆粒

中間水分食品を中心とした加工食品類と品質保持
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乾 燥 食 品
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吸湿を防ぐ、酸化を抑える
異臭を防ぐ

酸化・褐変を抑える
カビ・酵母

腐敗・
中毒を
抑える

多
水
分
食
品

中
間
水
分
食
品

しっとり乾燥食品

油脂・色素・ビタミン等

吸湿するとカビが生える



0.83

発酵性酵母の
生育、細菌も・・・

酸性食品
酸味が強くになる

pH

4.0

3.0

0.87

テクスチャー
が硬くなる

半生食品（軟らかく長持ち）

好気性酵母、
カビの生育を
脱酸素剤で
抑える。

法律でAw0.85以上の食品の加熱殺菌が禁止されている国がある

Aw

長持ちする美味しい中間水分食品

カビは脱酸素
剤で抑えられ
る。
細菌、酵母は
加熱殺菌で抑
えられる。

0.85

脱酸素剤では、
酵母による膨張
が起こる可能性
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『産業構造の将来像』（日本経済団体連合会）

新しい時代を作る戦略

－日本の産業を取り巻く５つの環境変化－ 2010年

１．人口減少と高齢化 《労働力の確保》

⇒ 高齢化に対応した物とサービスを生みだす重要性

２．資源・環境の制約 《自国資源の開発》

⇒ 有限な資源に対応した産業構造への転換

３．グローバル化 ⇒ 新興国の成長 《海外に貢献》

ものづくり産業の海外移転。国家間の競争も激化

４．人々の価値観・行動様式の変化《ノウハウの蓄積》

⇒ 所有（有形）から活用（無形）へ

５．情報通信技術の深化 ⇒ 新技術開発や生産性向上

ICT戦略が企業の存続を決定《ノウハウの蓄積》

《ノウハウの垂流しをやめる、セキュリティーを担保する》
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食品包装産業の将来①

１．消費者理解による機能包装の普及
包装食品の優れた機能が消費者に十分理解されているとは言えず、

包装についての更なる消費者・生活者の理解を求め、包装食品の販売の
促進に役立てる。

２．食のロングライフ化による無駄の削減
包装食品のロングライフ化により、食品ロスを削減し、食料資源の確保

に役立てる。これには、消費者と流通業者（スーパー・コンビニ）の理解が
重要である。

３．日本の包装技術による海外の食品産業
への貢献

日本の優れた包装技術により海外の食品産業に貢献し、新たな活躍の
場を確保していく。特に中間水分食品のロングライフ化・高品質化
ハイバリアー包材とその利用技術の普及が重要である。
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食品包装産業の将来②

４．食品包装学の確立による産学官共同の
技術開発の促進

食品包装技術の知識と経験を蓄積した食品包装学体系を構築し、
これに基づく教育システムを構築し、新しい食品包装技術を生み出す
ための産学官の技術開発プロジェクトを促進する。

５．食品包装学の教科書の出版と大学教育
への貢献、包装技術の知識の集積

食品包装学体系に基づいた食品包装技術の教科書を作成し、これに
基づいた大学教育を行い、後継者を育成する。
当面は、食品包装に関する教育講座の教科書として役立てる。
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