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 14 年の低アルコール飲料市場，７％増で過去最高更新  （３） 192
 缶コーヒー「春夏の陣」が開幕  （４） 263
 家庭用ココア市場，14 年度マイナスの着地 高カカオ商材は好調  （５） 334
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 上半期の低アルコール飲料市場動向／総市場は９％増で７年連続のプラス  （８） 520
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 日本茶飲料市場，３年連続の伸び  （10） 648
 缶コーヒー，コンビニコーヒーが影響  （11） 712
 ビジュアルや機能性などで市場へ訴求～日用品・化粧品で新たな価値を提案～  （12） 779

プレスリリース 日本初！　カップ型高耐熱性紙容器  （８） 521

技術用語解説 ポリエチレン，高密度ポリエチレン，低密度ポリエチレン，リニア低密度ポリエチレン （３） 193
 ３ピース缶の種類，溶接缶，溶接缶の製造方法  （８） 522
 ガス吸着包装，ガス置換包装，含気包装，真空包装，窒素置換包装，防湿包装
 　防虫包装，無機多孔質練り込み包装，無菌化包装  （10） 654
 温室効果ガス，グリーン調達，地球サミット，ハセップ  （11） 713

今月の統計 ビール系酒類の月別・種類別販売数量 ( ４社計 )。ビール系酒類の種類別・容器別構成比
 　2014 年 ( １～ 12 月 ) ビール系酒類課税数量の前期比・構成比，容量ベース  （２） 134
 炭酸飲料・トマトジュース等の JAS 格付実績。即席めん類等の生産数量  （３） 198
 一般缶詰の輸入，輸出数量・金額。化粧品製造出荷金額および輸出・入金額  （４） 264
 ビール類の容器別課税数量。ビール・発泡酒・新分野別容器別販売数量。
 　清涼飲料の品種別容器別生産対比。容器入り清涼飲料生産量  （５） 332
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 酒類課税数量 ( 国産分＋輸入分・１～ 12 月 )。国産，輸入対比  （７） 464
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 ビール系酒類の月別・種類別販売数量 ( ４社計 )。ビール系酒類の種類別・容器別構成比
 　2015 年 ( １～９月 ) ビール系酒類課税数量の前期比・構成比，容量ベース  （11） 718
 飲用牛乳等の生産量。アイスクリーム類の販売量。飲料缶の再資源化率  （12） 782
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随　想 「袖振り合うも多生の縁」 日江井榮二郎 （２） 78
 生き方の知恵 渡邉一雄 （３） 144
 古代エジプトの豊かな暮らし 村治笙子 （４） 208
 もっと高専を 古屋 一仁 （５） 274
 「食品と容器」の編集と思い出 十時正義 （６） 344
 LA VIE EN ROSE 浅岡正玄 （７） 410
 和食を支える伝統的調味料 舘　博 （８） 474
 泡盛を卒業論文のテーマに 秋永孝義 （９） 538
 宋時代の食文化と美食家のこだわり 細田尚子 （10） 602
 「身辺雑感」 石井　勇 （11） 666
 日本人と魚介類 福永健治 （12） 728

連載エッセー：食べもの随想　�～� 田村真八郎
 �　「昭和の時代と好きな歌」 －戦前・戦中・戦後－  （２） 94
 �　「八百長・考」　－歌留多・ポーカー・手加減－  （４） 222
 �　「春の花」　－桜・オオイヌノフグリ・菜の花－  （６） 360
 �　「夏の花」　－アジサイ・アサガオ・ヒマワリ－  （８） 486
 �　「秋の花」　－サルスベリ・ワレモコウ・サザンカ－  （10） 642
 �　「冬の花」　－ヤツデ・ロウバイ・アオキ－  （12） 770

風水樹花徒然記☆ 19 ～ 24 大場秀章
 19  塩と海を巡る  （２） 126
 20　ドナウ川以北を旅する  （４） 249
 21　バラに寄す  （６） 386
 22　ダムとダイク―オランダ点描  （８） 507
 23　植物の名に由来する薬物名  （10） 617
 24　花を活ける  （12） 743

連載エッセー：一刻者の独り言　⑤～⑨ 岩元睦夫
 ⑤　国際化に対応した食品産業と研究開発（その一）  （３） 180
 ⑥　国際化に対応した食品産業と研究開発（その二）  （５） 330
 　　－「食品産業技術ロードマップ集」（2015）の策定－
 ⑦　国際化に対応した食品産業と研究開発（その三）  （７） 446
 　　－食品の新たな機能性表示制度－
 　　① 日米間で食品の定義が異なる中で米国の制度を導入することの矛盾
 ⑧　国際化に対応した食品産業と研究開発（その四）  （９） 576
 　　－食品の新たな機能性表示制度－
 　　②「明らか食品」の特性に配慮した機能性表示制度の構築を
 ⑨　国際化に対応した食品産業と研究開発（その五）  （11） 704
 　　－食品の新たな機能性表示制度－
 　　③ 日米間における食品の定義の違い

連載エッセー：産業余話　④～⑧ 並河良一
 ④　企業誘致の曲がり角  （３） 158
 ⑤　実験できない経済政策  （５） 318
 ⑥　レジ袋削減と政策提案  （７） 458
 ⑦　変化する資源取引契約  （９） 556
 ⑧　輸入規制と開発輸入  （11） 684
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