
         表 世界と日本を取り巻く情勢、食生活･食品加工･包装等の発展史              2017.4 

年次     社会、食生活と経済                食品加工・包装技術・法整備等            はやり言葉、流行語 

1945 

S20 

1949 

終戦(8.15)、極度な食料不足、飢餓状態 

天皇の人間宣言、日本国憲法、米国の食料援助 

基本食料の増産、未利用資源の活用、人工甘味料 

高温殺菌・超高温殺菌技術の導入(HTST,UHT)(49) 

通電加熱のパン焼器・かまぼこ製造器、米国製衣料 

押出し麺製造器、ガラス瓶･金属缶･新聞紙の再利用 

ぴかどん、一億総懺悔、戦犯、ＧＨＱ(45) 

カストリ、爆弾焼酎(46)、ベビーブーム(47) 

冷戦、斜陽族(48)、ニコヨン、輪タク(49) 

1950 

S25 

1954 

低開発国型食生活からの脱却、貧乏人は麦を食え 

金融引締、朝鮮戦争勃発(50.6-53.7)、特需景気 

スーパー台頭(53)、テレビ放送開始(53.2) 

大豆の加圧蒸煮(50)、真空濃縮･噴霧乾燥機導入(51) 

無菌充填包装の導入、真空･ｶﾞｽ置換包装の進展(52) 

防セロ(51)･ポリセロ(54)･ポリ塩化ビニリデン(54) 

とんでもハップン(50)、アジャパー、GI、老兵

は死なず、社用族(51)、PR、エッチ、恐妻(52)

街頭テレビ、真知子巻、八頭身(53)、ゴジラ(54) 

1955 

S30 

1959 

日本の国連加盟(56)、日米新時代、55 年体制 

神武・岩戸景気(57-59)、東京タワー完工(58) 

栄養の改善と基本食料の充足、一万円札(58) 

魚肉ハム･ソーセージ(51)の普及(55)、即席麺(56) 

電気釜(55)電子レンジ(59)発売、PET(57)･EPS(59) 

第１次食の簡便化時代(即席麺･粉末食品)(57-) 

マンボ、三種の神器(55)、太陽族、もはや戦後

ではない(56)、ケセラセラ、ストレス(57) 

フラフープ、御成婚(58)、ON 時代幕開け(59) 

1960 

S35 

1964 

所得倍増計画(60)安保闘争(60)ケネディ就任(61) 

「農業基本法」公布(61)、東京オリンピック(64) 

米 1200-1400 万ﾄﾝ(60-70)､米 118.3kg/人･年(62) 

凍結乾燥実用化(60)Ｋセロ上市(62)･食包協設立(61) 

OPP、PVA上市(62)、BIB 導入(63)、JPI 設立(63) 

レトルト食品生産開始(64)、段ボールの利用活発化 

アベベ、クレジット(60)、レジャー、交通戦争

(61)、青田刈り(62)、バカンス、ハッスル 

三ちゃん農業(63)、みゆき族、ウルトラＣ(64) 

1965 

S40 

 

1969 

人口一億人(66)、大気汚染･公害問題･食品公害 

いざなぎ景気(65-70)、欧米型食生活への追随 

加工食品急増･合理的食生活、ベトナム戦争 

米消費漸減 112→100(68)→97 kg、減反政策(69) 

コールドチェーン勧告(65)、低温流通の整備、冷食 

PTP 包装(65)、EVA 国産化(65)、KOP 上市(67) 

延伸ナイロン・蒸着OPP 上市(67)、包材異臭問題 

第２次食の簡便化時代(冷凍食品･レトルト食品) 

シェー、ベ平連(65)、3C時代、ビートルズ(66) 

ミニスカート、一億総中流、ヒッピー(67) 

昭和元禄、全共闘、三億円事件(68)、オー・モ

ーレツ、チクロ、ナンセンス、アポロ 11 号(69) 

1970 

S45 

 

1974 

天然果汁･冷凍食品の消費旺盛、大阪万博(70) 

ニクソンショック(71)、残留農薬･分析体制の進展 

第一次石油危機、ゴミ戦争(73)、省エネ･省資源 

米消費漸減 95→90kg、コンビニ第１号(74) 

保存技術・包装技術の進展、多層ラミチューブ(72) 

添加物公害・残留農薬問題、脱酸素剤の実用化(73) 

EVOH 上市(72)、JAPRA(包装学会前身)設立(72) 

削り節パック(73)膜濃縮･凍結粉砕･予冷等開発進展 

東大紛争、赤軍派、エコノミック･アニマル(70) 

シラケ、脱サラ、マグドナルド(71)、ギャル 

ナウい、変身、パンダ外交(72)、今なんどき？

(73)、狂乱物価、便乗値上げ、モナリザ(74) 

1975 

S50 

 

1979 

成熟の食生活、乳肉消費拡大、沖縄海洋博(75) 

米消費の漸減 88→80kg/人･年、複合汚染(75) 

第二次石油危機(79-81)、イライラ戦争(80-)、環境

保全型農業、低価格と高級品へ食の二極分化 

低温流通LL 牛乳(75)、醤油 PET ボトル(76) 

EVOH 多層味噌容器(78)、生鮮食品の広域流通進展 

遠赤外加熱・乾燥技術の進展、餅の無菌包装(76) 

省エネ･省資源・バイオマス技術の開発盛ん 

紅茶きのこ、欽ドン(75)、ピンクレディー、ロ

ッキード事件、月面宙返り(76)、豆乳ブーム 

スーパーカー(77)、窓際族、エガわる、フィー

バー(78) 、インベーダー、ウォークマン(79) 

1980 

S55 

 

 

1984 

日本型食生活の提言(80)、食の低塩・低糖化 

多品種少量生産へ、米消費漸減 79→76kg/人･年 

PFC(蛋白･脂質･炭水化物)バランス理想型へ 

畜産物漸増、健康･安全･高級志向へ 

グリコ･森永事件(84)、辛子蓮根中毒事件(84) 

過酸化水素禁止(80)･代替技術の開発盛ん(80-83) 

電磁波等物理殺菌技術･天然添加物の品質保持技術 

衛生管理、無菌技術の進展、エタノール徐放剤(80) 

チルド流通の整備(10℃以下)、ビール容器戦争(81-) 

食品衛生法・プラスチック容器包装衛生規格(84) 

ポカリ、ウォシュレット、パラダイム(80)、ぶ

りっ子、粗大ごみ(81)、ひょうきん族、ルンル

ン、逆噴射(82)、いいとも、青函トンネル、エ

イズ、おしん(83)、禁煙パイポ、くれない族、

酎ハイブーム、ロス疑惑、聖徳太子引退(84) 



1985 

S60 

 

 

 

1989 

プラザ合意・円高(85)、生鮮食品の輸入急増 

バブル経済(87-)グルメ･飽食の時代、地上げ 

成人病の増加、健康・安全志向の高まり 

チェルノブイリ原発事故(86)、ソ連崩壊(86) 

天安門事件(89.6.4)、ベルリンの壁崩壊(89.11) 

ブラックマンデー87.10.19、平成になる(89) 

超高圧利用研究の開始(85)と同研究組合の発足(89) 

第３次食の簡便化時代(電子レンジ食品等) (86) 

無菌米飯の販売開始(87)、多品種少量包装機(86) 

マイクロ波技術の進化(87-)、包材の異臭問題 

健康食品(84-)機能性食品(87)研究、通電加熱研究(88) 

機能性包材ブーム(87)､抗菌性資材(86)の研究開始 

おニャン子クラブ、団塊ジュニア、ファミコン

(85)、バブル、タンスにゴン、新人類、ドラク

エ(86)、Ｂ級グルメ、朝シャン、ペレストロイ

カ、スーパードライ(87)、フリーター、ツーシ

ョット、瀬戸大橋、101(88)、3K 職場、おたく、

ぬれ落ち葉、消費税、24 時間戦えますか(89) 

1990 

H2 

1992 

 

 

1994 

地価暴騰(90)、バブル経済崩壊(90-91) 

ボーダレス社会、ソ連邦解体(91)、低成長へ 

地球サミット(ブラジル 92)  EC12 ヵ国発足 

皇太子ご成婚(93)、93 年の大冷害・経済下降 

不況長期化、米の消費漸減 70→66kg/人･年 

米輸入部分開放(93) ･低価格化(価格破壊 94) 

加工システムの自動制御化、天然添加物表示(90) 

O-157 による集団中毒発生(90)、生分解性包材開発 

他用途米利用(90-93)、有機農産物ガイドライン(92) 

日本包装学会設立(92)、製造物責任法施行(94) 

HACCP 導入(94)、賞味期限・消費期限表示に(94) 

環境対応包装へ(93)、容器包装リサイクル法公布(94) 

ファジー、アッシー、あげまん、おやじギャル、

ちびまる子、成田離婚、ティラミス、ランバダ、

イタ飯(90)、カルピスウォーター、湾岸戦争、

ジュリアナ(91)、金さん銀さん、もつ鍋(92) 

雅子様、コギャル、うざい、ドーハの悲劇(93)、

価格破壊、就職氷河期、引きこもり(94) 

1995 

H7 

1997 

 

 

1999 

超円高(１ドル８０円)で輸入急増(95) 

阪神大震災(95)･地下鉄サリン事件･危機管理(95) 

O-157 中毒発生(96) 食料自給率４０％に(98) 

アジア経済危機、北海道拓殖銀行・山一証券破綻

(97) 無農薬・有機農産物、産直・朝市が人気に 

大学の独立行政法人化開始(99)、リスク管理 

メタロセン触媒LLDPE の開発(95)、バリアフリー 

農産物トレイサビリティ技術の開発(96)、容器包装 

リサイクル法施行(97)、脱塩素･脱アルミ(96)進展 

成人病から生活習慣病へ改称(97)、PLA容器(96) 

包装廃棄物再利用・３Ｒの推進､ﾀﾞｲｵｷｼﾝ問題(99) 

｢農業基本法｣から｢食料･農業･農村基本法｣へ (99) 

ああ言えば上祐、頑張ろう神戸、官官接待、痩

せる石鹸(95)、ジミ婚、プリクラ、援助交際、

ルーズソックス、デジカメ(96)、たまごっち、

パパラッチ、ポケモン(97)、環境ホルモン、老

人力、キレる、貸し渋り(98)、リベンジ、モー

娘、だんご三兄弟、学級崩壊、デパ地下(99) 

2000 

H12 

 

2002 

 

 

2004 

ＩＴバブル(99-00)崩壊、米国同時多発テロ(01) 

経済の低迷、デフレ経済進展、ファミレス低価格

化競争、小泉政権誕生(01.4)、中国 WTO 加盟、

日本で BSE 牛発生(01)、野菜輸入急増･対中貿易

摩擦(02)、円 130 円、SARS(02)、イラク戦争(03) 

農産物直売所、地産地消・身土不二、循環型農業 

消費者物価５年連続下落(04)、静止人口(04) 

改正農林規格(JAS)法施行(00)、有機 JAS 法(00) 

食品再利用法の施行(01)、フードマイレージ(01) 

有機性廃棄物減量化･再利用の義務化(01) 

牛肉偽装問題(01)、耐熱性 PET ボトル普及(02) 

食の安全･安心(02)、牛肉トレサ法の制定(03) 

有機野菜の生産進展、油用潰せるエコボトル(03) 

食品安全基本法(03)、リスク分析･リスク管理(04) 

プロジェクトＸ、IT 革命、イケメン、出会い

系、ちょい悪オヤジ、小泉劇場、無洗米、ＤＶ

(01)、勝負服、貸し剥がし、宗男ハウス(02)、

オンリーワン、SARS、讃岐うどん、バカの壁、

年収 300 万、マニフェスト、ヌーブラ(03)、冬

ソナ、ブログ、電車男、勝ち組・負け組、自己

責任、セカチュー、認知症、振込め詐欺(04) 

2005  

H17 

2007 

 

2008 

 

2009 

踊り場の脱出･人口減少(05)、中国反日暴動(05.4) 

経済に明るさ、企業のコンプライアンス(05) 

石油･資源(06)･穀類等(07)の高騰、米粉利用進展 

サブプライム不況(07)､リーマンショック(08.9) 

四川大震災(08.5)、北京オリンピック(08.8) 

オバマ政権(09.1)、民主党圧勝・政権交代(09.8) 

デフレ宣言・デフレの進行（一円でも安く） 

ユニバーサルデザイン(ＵＤ)、ISO22000(05) 

GAP 普及(05-)、食育基本法(05)、食品リサイクル法・

容器包装リサイクル法見直(06)、農薬ポジティブリ

スト制度(06)、郵政事業民営化(7)、環境見える化(08) 

食品偽装(07)農薬餃子(08)、食の安全･安心(07-08) 

カーボンフットプリント(08)、カップ麺の異臭問題 

独占禁止法の見直(08-09)、米トレサ法の制定(09) 

小泉チルドレン、萌え、メイドカフェ、ニート、

クールビズ(05)、メタボ、脳トレ、国家の品格、

格差社会、Ｂ級グルメ(06)、そんなの関係ねえ、

ＫＹ、ネットカフェ難民、ブートキャンプ(07)、

毒入餃子、AKB48、アラフォー、ゆるキャラ、

ささやき女将、iPhone、婚活(08)、ツイッター、

草食男子、歴女、ファストファッション(09) 



2010 

H22 

2011 

H23 

2012 

H24 

2013 

H25 

2014 

H26 

鳩山政権迷走･辞任(10.6)、日本経済も低迷 

菅内閣発足(10.6)尖閣･中国問題、FTA, TPP 論議 

東日本大震災・原発事故(11.3.11)、節電対策 

欧州の経済・金融不安、超円高(75 円) (11.10) 

野田内閣発足(11.9)、消費税法案可決(12.8) 

原発全停止(12.5)、尖閣国有化(12.9.)日中険悪化、

自民党へ政権交代(12.12) アベノミクス、円安･

株高へ(96-104 円)(13.3-12)、TPP 交渉、日銀量的

緩和(13.4)、消費税引上げ 8％に(14.4) 地方創生 

円安 104→120 円、解散総選挙･自公大勝(14.12)

中国経済に陰り、日本企業の日本回帰、原油安へ 

独占禁止法の強化(10)、六次産業化法による農業の

産業化推進、生肉による中毒死、食品ロス削減(10)､

放射性物質の暫定規制値(11.3)、放射能汚染問題、汚

染の広域化、加工食品の原産国表示検討、包装食品

のロングライフ化(11)、放射性セシウム規制強化

(12.4)、牛レバーの生食禁止(12.7)、白菜浅漬でO-157

中毒死(12.8)、新型ノロ、インターパックで食品ロス 

米国食品安全近代化法による規制案(13.1) 

食品ロス削減(東京パック)、冷凍食品に農薬(13.12) 

GFSI 注視、SNS 投稿で異物混入が重大に(14.12)、

オリ･パラの食材供給問題、ISO22004 食品安全(14) 

イクメン、山ガール、女子会、食べるラー油、

はやぶさ、アバター(10)、なでしこジャパン、

絆、スマホ、どや顔、3.11、大震災、帰宅難民

(11)、ワイルドだろう、iPS 細胞、LCC、近い

内に～、第三局(12)、アベノミクス、ご当地キ

ャラ、PM2.5、ブラック企業、ヘイトスピーチ、

今でしょ、おもてなし、じぇじぇじぇ、倍返し

(13)、歴史認識、謙中憎韓、STAP 細胞、こぴ

っと、ごきげんよう、従軍慰安婦問題（朝日）、

LED、危険ドラッグ、集団的自衛権、壁ドン、

ありのままで、ダメよ～ダメダメ(14) 

2015 

H27 

 

2016 

H28 

 

2017 

H29 

 

2018 

H30 

2019 

H31 

イスラム国人質殺害(15.2)、戦後 70 年、株価 IT

バブル越え(2)、有事法制、南沙諸島問題、TPP

暫定合意、欧州へ難民、セアン経済共同体発足 

農業･農協改革、石油暴落、マイナス金利(1)、伊

勢志摩サミット(5)、英国 EU 離脱(6)、南沙問題

に国際司法判断(7)、米国トランプ氏当選(11) 

米トランプ大統領就任、TPP 離脱(1)、金正男氏

暗殺(2)、韓国大統領弾劾･逮捕、米中貿易摩擦(3)、

朝鮮半島危機(4) 

 

食品表示法新設（15.4）、仏が食品ロスの廃棄を禁止

(15.5)、食品栄養表示へ、機能性食品表示、IoT、ビ

ッグデータの活用、人工知能（ディープラーニング） 

脱酸素透明包材が個包装(餅等)に普及、オリ･パラ食

料供給への認証、食品接触包材の安全性法制化問題 

 

包材ポジティブリスト法制化へ 

原料原産地表示法制化へ、HACCP 義務化へ 

 

イスラム国(IS)、ドローン、北陸新幹線、戦後

７０年、マイナンバー、爆買い、五郎丸、エン

ブレム問題、火花、下流老人、お握らず(15) 

ブレクジット、ポケモンGo、トランプ現象、

神ってる、アモーレ、PPAP、マイナス金利、

ゲス不倫、ニホニウム、盛り土、小池旋風(16) 

横綱稀勢の里、トランプリスク、プレ金、地政

学リスク(17) 
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