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第 3 章  資  料 （食品群別留意点） 

 

 各食品の詳細な留意点は、成分表 2015 年版の「第 3 章 1 食品群別留意点」を参照されたい。

ここでは、アミノ酸に関係する留意点を示す。 

本成分表の成分値は、原則として、新規分析値のほか、改訂日本食品アミノ酸組成表及びア

ミノ酸成分表 2010 作成時の分析値に基づき決定した。また、収載食品を可能な限り増加させる

観点から、未分析の食品の一部について、以下の方法で成分値を推計して収載した。 

① 「生」の分析値があるものについては、それを基に「ゆで」、「焼き」等の可食部 100 g 当

たりの成分値を推計し収載した。 

② 上記①で推計ができない食品で、海外の食品成分表等に類似食品があるものについては、

このデータを借用し、成分値を推計した。 

③ 原材料の配合割合とアミノ酸の成分値が既知の加工品については、それらを用いて計算に

より成分値を推計した。 

これらの推計値は、調理による成分変化や日本と海外における食品の違い等を考慮していな

いものであることから、（ ）を付けて収載し、備考欄に推計値である旨を記載した（各推計値

の算出方法は、本成分表の第 1 章 2  1）(2)「収載食品の概要」参照）。 

①及び②の方法により、他の食品を参照して成分値を推計した食品については、推計の参照

元となった食品を、備考欄又は本章末の表 12 に示した。③の方法により原材料配合割合に基づ

いて成分値を推計した食品については、原則として日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）第 3

章に記載の割合を用いて計算した。 

 

6  野菜類 

「06095、06096 しそ」は、国立長寿医療研究センターのNILS食品アミノ酸成分表（日本食

品標準成分表2010準拠）（以下、「NILS食品アミノ酸成分表」という）において、分析値に基

づくアミノ酸の推計が行われていることから、このデータを借用してアミノ酸の成分値を推計

した。 

 

10  魚介類 

魚介類は、アミノ酸の成分値を窒素1 g当たりで見た場合には、魚種による差が比較的小さ

いことや、たんぱく質の摂取源として重要であることから、本章末の表11のとおり、いくつ

かのグループに分類し、各グループの基準窒素1 g当たりのアミノ酸の平均値から、未分析の

食品の成分値を推計した。 

グループ化にあたっては、分析値の主成分分析を行って検討した。「ひらめ」、「かれい類」、

「さめ類」、「しじみ」及び魚卵・内臓については、他の食品と異なる傾向を示したため、グ

ループには含めなかった。また、魚類の養殖のものは、飼料の影響を受ける可能性があるこ

とから、グループには含めなかった。 

同一種の「生」の分析値がある調理品（水煮、焼き等）については、グループの平均値で

はなく、同一種の「生」から推計した。 
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しょうゆやアミノ酸調味液等、アミノ酸を含む副資材が多く使われていると考えられる加

工品については、推計しなかった。 

過去の分析では、ヒドロキシプロリンが未測定の食品が多い。このため、各グループのヒ

ドロキシプロリンの平均値を推計値としてデータを補完した。この場合、ヒドロキシプロリ

ンの値のみ、（ ）を付けて収載した。 

「10207 まだら、しらこ」及び「10222－10244 にしん、かずのこ」は、NILS食品アミノ

酸成分表において、分析値に基づくアミノ酸の推計が行われていることから、このデータを

借用してアミノ酸の成分値を推計した。 

 

11 肉類 

肉類のうち、脂身やあひるの皮など、主に脂肪組織によって構成される脂質含量の高い試

料については、アミノ酸由来の窒素量が基準窒素量を上回るものがあった。 

 

17  調味料及び香辛料類 

「17027 固形ブイヨン」、「17028 顆粒和風だし」、「17029、17030 めんつゆ」、「17031 オイ

スターソース」、「17051 カレールウ」、「17053 酒かす」、「17064、17065 こしょう（白、混

合）」及び「17080、17081 わさび」は、NILS食品アミノ酸成分表において、分析値に基づく

アミノ酸の推計が行われていることから、このデータを借用してアミノ酸の成分値を推計し

た。 
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表11 推計に用いた魚介類のグループ 

 

 

グループ 

参照元とした魚介類 

（以下の魚介類の「生」の成分値

の平均値を用いた） 

推計した魚介類 

（アミノ酸を含む副資材が使われている加工

品を除く） 

 

高度回遊性魚類 

くろかじき、めかじき、かつお、

さんま、きはだ、くろまぐろ 

まかじき、そうだがつお、びんなが、みなみ

まぐろ、めじまぐろ、めばち 

上記の調理品・加工品 

あじ、いわし、さ

ば、にしん、ぶり

類 

まあじ、まるあじ、うるめいわ

し、かたくちいわし、まいわし、

かます、このしろ、まさば、ごま

さば、さわら、にしん、ぶり 

にしまあじ、むろあじ、かんぱち、たいせい

ようさば、ひらまさ 

上記の調理品・加工品 

その他の魚類 

あこうだい、あなご、あまだい、

あゆ（天然）、いかなご、うまづ

らはぎ、きす、ぎんだら、きんめ

だい、ぐち、しろさけ、からふと

ししゃも、まだい（天然）、たち

うお、すけとうだら、まだら、と

びうお、ナイルティラピア、は

ぜ、はたはた、はも、まふぐ、ほ

っけ、ぼら、むつ、めばる、メル

ルーサ、わかさぎ 

あいなめ、アラスカめぬけ、あんこう、いさ

き、いしだい、いとよりだい、いぼだい、う

ぐい、えそ、おいかわ、おおさが、おこぜ、

かさご、かじか、かわはぎ、きちじ、きびな

ご、キングクリップ、ぐち、まごち、めごち、

からふとます、さくらます、べにざけ、ます

のすけ、さより、しいら、ししゃも、しらう

お、シルバー、すずき、きだい、くろだい、

ちだい、たかさご、たかべ、ちか、にぎす、

ほうぼう、ホキ、マジェランあいなめ、みな

みくろたち、みなみだら、めじな 

上記の調理品・加工品 

軟体類 

あかがい、あさり、あわび、か

き、さざえ、つぶ、とりがい、ば

かがい、はまぐり、ほたてがい、

こういか、するめいか、ほたるい

か、やりいか、まだこ 

あげまき、いがい、いたやがい、エスカルゴ、

たいらがい、たにし、とこぶし、ばいがい、

ほっきがい、みるがい、あかいか、けんさき

いか、いいだこ 

上記の調理品・加工品 

えび類 
いせえび、くるまえび、しばえ

び、バナメイえび 

あまえび、大正えび、ブラックタイガー 

上記の調理品 

かに類 
毛がに、ずわいがに がざみ、たらばがに 

上記の調理品・加工品 
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食品番号 索引番号 食品名 参照した食品名

01001 1 アマランサス　玄穀 （米国）20001 Amaranth grain, uncooked
01023 21 こむぎ ［小麦粉］ 強力粉　全粒粉 （米国）20080 Wheat flour, whole-grain
01131 144 とうもろこし　玄穀　黄色種 （米国）20014 Corn grain, yellow
01132 146 とうもろこし　コーンミール　黄色種 （米国）20422 Cornmeal, degermed, unenriched, yellow
01134 150 とうもろこし　コーンフラワー　黄色種 （米国）20016 Corn flour, whole-grain, yellow
01136 153 とうもろこし　ポップコーン （米国）19807 Snacks, popcorn, oil-popped, white popcorn, salt added
01140 157 もろこし　玄穀 （米国）20067 Sorghum grain
01141 158 もろこし　精白粒 （米国）20648 Sorghum flour, whole-grain
03022 249 （その他）はちみつ （米国）19296 Honey
04063 330 だいず ［その他］ テンペ （米国）16114 Tempeh
04065 333 ひよこまめ　全粒　乾 （米国）16056 Chickpeas, mature seeds, raw
04066 334 ひよこまめ　全粒　ゆで （米国）16056 Chickpeas, mature seeds, raw
04067 335 ひよこまめ　全粒　フライ　味付け （米国）16056 Chickpeas, mature seeds, raw
04070 338 らいまめ　全粒　乾 （豪州）13A20119 Bean, lima, dried
04093 339 らいまめ　全粒　ゆで （豪州）13A20119 Bean, lima, dried
04073 342 レンズまめ　全粒　乾 （豪州）13A20121 Lentil, dried
04094 343 レンズまめ　全粒　ゆで （豪州）13A20121 Lentil, dried

05006 351 かぼちゃ　いり　味付け
（米国）12016 Seeds, pumpkin and squash seed kernels, roasted, without
           salt

05013 358 （くり類）中国ぐり　甘ぐり （米国）12096 Nuts, chestnuts, chinese, roasted
05015 360 けし　乾 （米国）02033 Spices, poppy seed
05016 361 ココナッツ　ココナッツパウダー （豪州）11B10191 Coconut, grated & desiccated
05020 366 しい　生 （米国）12058 Nuts, acorns, raw
05021 367 すいか　いり　味付け （米国）12174 Seeds, watermelon seed kernels, dried
05023 369 はす　未熟　生 （米国）12205 Seeds, lotus seeds, raw
05024 370 はす　成熟　乾 （米国）12013 Seeds, lotus seeds, dried
05043 371 はす　成熟　ゆで （米国）12013 Seeds, lotus seeds, dried
05028 376 ブラジルナッツ　フライ　味付け （米国）12078 Nuts, brazilnuts, dried, unblanched
05030 379 ペカン　フライ　味付け （米国）12644 Nuts, pecans, oil roasted, with salt added
06018 408 エンダイブ　葉　生 （米国）11213 Endive, raw
06051 445 （かぼちゃ類）そうめんかぼちゃ　果実　生 （米国）11492 Squash, winter, spaghetti, raw
06064 459 （キャベツ類）レッドキャベツ　結球葉　生 （米国）11112 Cabbage, red, raw
06069 464 きゅうり　漬物　ピクルス　スイート型 （米国）11940 Pickles, cucumber, sweet
06070 465 きゅうり　漬物　ピクルス　サワー型 （米国）11941 Pickles, cucumber, sour
06077 469 クレソン　茎葉　生 （米国）11591 Watercress, raw
06080 472 ケール　葉　生 （米国）11235 Kale, frozen, unprepared
06081 473 コールラビ　球茎　生 （豪州）13A11641 Kohlrabi, peeled, raw
06082 474 コールラビ　球茎　ゆで （豪州）13A11641 Kohlrabi, peeled, raw
06092 484 しかくまめ　若ざや　生 （米国）16135 Winged beans, mature seeds, raw
06113 505 すぐきな　葉　生 （米国）11568 Turnip greens, raw
06116 508 ズッキーニ　果実　生 （豪州）13A11649 Zucchini, green skin, raw
06177 575 （とうもろこし類）スイートコーン　未熟種子　穂軸つき　冷凍 （米国）11180 Corn, sweet, yellow, frozen, kernels on cob, unprepared
06178 576 （とうもろこし類）スイートコーン　未熟種子　カーネル　冷凍 （豪州）13A11662 Sweetcorn, kernels, purchased frozen, raw
06179 577 （とうもろこし類）スイートコーン　缶詰　クリームスタイル （米国）11174 Corn, sweet, yellow, canned, cream style, regular pack
06180 578 （とうもろこし類）スイートコーン　缶詰　ホールカーネルスタイル （米国）11172 Corn, sweet, yellow, canned, whole kernel, drained solids
06184 582 （トマト類）缶詰　ホール　食塩無添加 （米国）11531 Tomatoes, red, ripe, canned, packed in tomato juice
06185 583 （トマト類）缶詰　トマトジュース　食塩添加 （米国）11531 Tomatoes, red, ripe, canned, packed in tomato juice
06186 585 （トマト類）缶詰　ミックスジュース　食塩添加 （米国）11578 Vegetable juice cocktail, canned
06193 595 （なす類）べいなす　果実　生 （米国）11209 Eggplant, raw
06194 596 （なす類）べいなす　果実　素揚げ （米国）11209 Eggplant, raw
06238 649 バジル　葉　生 （米国）02044 Basil, fresh
06241 652 はやとうり　果実　白色種　生 （豪州）13A11645 Choko, peeled, raw
06242 654 はやとうり　果実　白色種　塩漬 （豪州）13A11645 Choko, peeled, raw
06243 655 ビーツ　根　生 （米国）11080 Beets, raw
06244 656 ビーツ　根　ゆで （米国）11080 Beets, raw
06247 659 （ピーマン類）赤ピーマン　果実　生 （米国）11821 Peppers, sweet, red, raw
06248 660 （ピーマン類）赤ピーマン　果実　油いため （米国）11821 Peppers, sweet, red, raw
06249 661 （ピーマン類）黄ピーマン　果実　生 （米国）11951 Peppers, sweet, yellow, raw
06250 662 （ピーマン類）黄ピーマン　果実　油いため （米国）11951 Peppers, sweet, yellow, raw
06283 705 めキャベツ　結球葉　生 （豪州）13A11637 Brussels sprout, fresh, raw
06284 706 めキャベツ　結球葉　ゆで （豪州）13A11637 Brussels sprout, fresh, raw
06293 715 モロヘイヤ　茎葉　生 （米国）11231 Jute, potherb, raw
06294 716 モロヘイヤ　茎葉　ゆで （米国）11231 Jute, potherb, raw
06308 730 リーキ　りん茎葉　生 （豪州）13A11643 Leek, raw
06309 731 リーキ　りん茎葉　ゆで （豪州）13A11643 Leek, raw
06314 738 （レタス類）リーフレタス　葉　生 （米国）11253 Lettuce, green leaf, raw
06315 739 （レタス類）サニーレタス　葉　生 （米国）11257 Lettuce, red leaf, raw
06316 741 （レタス類）コスレタス　葉　生 （米国）11251 Lettuce, cos or romaine, raw

　推計に用いた海外の食品成分表は、米国のUSDA: Composition of Foods, Raw, Processed, Prepared,
National Nutrient Database for Standard Reference, Release 27 (2014)及び豪州のFSANZ: NUTTAB 2010であ
る。食品名の前の番号は各食品成分表のNDB_No又はFood IDを示す。

表12　推計にあたり海外の食品成分表の収載値を参照した食品 食品番号 索引番号 食品名 参照した食品名

07005 756 アテモヤ　生 （米国）09062 Cherimoya, raw
07007 758 あんず　生 （米国）09021 Apricots, raw
07008 759 あんず　乾 （豪州）06C10200 Apricot, dried

07009 760 あんず　缶詰
（米国）09027 Apricots, canned, heavy syrup pack, with skin, solids and
           liquids

07010 761 あんず　ジャム　高糖度
（米国）09027 Apricots, canned, heavy syrup pack, with skin, solids and
           liquids

07011 762 あんず　ジャム　低糖度
（米国）09027 Apricots, canned, heavy syrup pack, with skin, solids and
           liquids

07037 777 オリーブ　塩漬　グリーンオリーブ （米国）09193 Olives, ripe, canned (small-extra large)
07038 778 オリーブ　塩漬　ブラックオリーブ （米国）09193 Olives, ripe, canned (small-extra large)
07041 797 （かんきつ類）オレンジ　バレンシア　米国産　砂じょう　生 （米国）09201 Oranges, raw, California, valencias

07042 798 （かんきつ類）オレンジ　バレンシア　果実飲料　ストレートジュース （米国）09206 Orange juice, raw

07043 799 （かんきつ類）オレンジ　バレンシア　果実飲料　濃縮還元ジュース （米国）09206 Orange juice, raw

07044 800 （かんきつ類）オレンジ　バレンシア　果実飲料　50 %果汁入り飲料 （米国）09206 Orange juice, raw

07045 801 （かんきつ類）オレンジ　バレンシア　果実飲料　30 %果汁入り飲料 （米国）09206 Orange juice, raw

07046 802 （かんきつ類）オレンジ　バレンシア　マーマレード　高糖度 （米国）19303 Marmalade, orange

07047 803 （かんきつ類）オレンジ　バレンシア　マーマレード　低糖度 （米国）19303 Marmalade, orange

07168 841 キウイフルーツ　黄肉種　生 （米国）09445 Kiwifruit, gold, raw
07057 843 グァバ　赤肉種　生 （米国）09139 Guavas, common, raw
07158 850 ココナッツ　ココナッツミルク （米国）12115 Nuts, coconut cream, raw
07070 852 さくらんぼ　国産　生 （米国）09070 Cherries, sweet, raw
07071 853 さくらんぼ　米国産　生 （米国）09070 Cherries, sweet, raw
07069 858 スターフルーツ　生 （米国）09060 Carambola, (starfruit), raw
07081 860 （すもも類）プルーン　生 （米国）09279 Plums, raw
07082 861 （すもも類）プルーン　乾 （米国）09291 Plums, dried (prunes), uncooked
07086 862 チェリモヤ　生 （米国）09062 Cherimoya, raw
07091 868 （なし類）西洋なし　生 （米国）09252 Pears, raw
07092 869 （なし類）西洋なし　缶詰 （米国）09257 Pears, canned, heavy syrup pack, solids and liquids
07096 871 なつめやし　乾 （米国）09087 Dates, deglet noor
07102 877 パインアップル　缶詰 （米国）09270 Pineapple, canned, heavy syrup pack, solids and liquids
07109 883 パパイア　完熟　生 （米国）09226 Papayas, raw
07110 884 パパイア　未熟　生 （米国）09226 Papayas, raw
07114 885 びわ　生 （米国）09174 Loquats,raw
07117 888 ぶどう　干しぶどう （豪州）06D10461 Sultana

07118 889 ぶどう　果実飲料　ストレートジュース
（米国）09135 Grape juice, canned or bottled, unsweetened, without
　　 　 added ascorbic acid

07119 890 ぶどう　果実飲料　濃縮還元ジュース
（米国）09135 Grape juice, canned or bottled, unsweetened, without
           added ascorbic acid

07120 891 ぶどう　果実飲料　70 %果汁入り飲料
（米国）09135 Grape juice, canned or bottled, unsweetened, without
           added ascorbic acid

07122 893 ぶどう　缶詰
（米国）09134, Grapes, canned, thompson seedless, heavy syrup pack,
           solids and liquids

07124 895 ブルーベリー　生 （米国）09050 Blueberries, raw
07125 896 ブルーベリー　ジャム （米国）09050 Blueberries, raw
07172 897 ブルーベリー　乾 （米国）09050 Blueberries, raw
07132 902 マンゴー　生 （豪州）06D10458 Mango, peeled, raw
07140 912 （もも類）ネクタリン　生 （米国）09191 Nectarines, raw
07144 914 ライチー　生 （米国）09172 Longans, raw
07147 916 りゅうがん　乾 （米国）09172 Longans, raw
07153 923 りんご　缶詰 （米国）09007 Apples, canned, sweetened, sliced, drained, unheated
10144 1184 ＜魚類＞（さけ・ます類）たいせいようさけ　養殖　生 （米国）15236 Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw
10145 1185 ＜魚類＞（さけ・ます類）たいせいようさけ　養殖　焼き （米国）15236 Fish, salmon, Atlantic, farmed, raw
11105 1578 ＜畜肉類＞うし ［加工品］ コンビーフ缶詰 （米国）13348 Beef, cured, corned beef, canned
11114 1587 ＜畜肉類＞しか　あかしか　赤肉　生 （米国）17164 Beef, cured, corned beef, canned
11173 1652 ＜畜肉類＞ぶた ［副生物］ 軟骨　ゆで （米国）10100 Pork, fresh, ears, frozen, raw

11174 1653 ＜畜肉類＞ぶた ［ハム類］ 骨付きハム
（米国）10913 Pork, cured, ham, water added, rump, bone-in, separable
           lean and fat, heated, roasted

11175 1654 ＜畜肉類＞ぶた ［ハム類］ ボンレスハム
（米国）10917 Pork, cured, ham, water added, whole, boneless,
           separable lean and fat, heated, roasted

11177 1656 ＜畜肉類＞ぶた ［ハム類］ ショルダーハム
（米国）10171 Pork, cured, shoulder, blade roll, separable lean and fat,
           roasted

11178 1659 ＜畜肉類＞ぶた ［プレスハム類］ プレスハム
（米国）10917 Pork, cured, ham, water added, whole, boneless,
           separable lean and fat, heated, roasted

11187 1665 ＜畜肉類＞ぶた ［ソーセージ類］ セミドライソーセージ （米国）07071 Salami, dry or hard, pork
11188 1666 ＜畜肉類＞ぶた ［ソーセージ類］ ドライソーセージ （米国）07071 Salami, dry or hard, pork
11189 1667 ＜畜肉類＞ぶた ［ソーセージ類］ フランクフルトソーセージ （米国）07939 Frankfurter, pork
11190 1668 ＜畜肉類＞ぶた ［ソーセージ類］ ボロニアソーセージ （米国）07010 Bologna, pork
11192 1670 ＜畜肉類＞ぶた ［ソーセージ類］ レバーソーセージ （米国）07041 Liver sausage, liverwurst, pork
11194 1672 ＜畜肉類＞ぶた ［ソーセージ類］ 生ソーセージ （米国）07063 Pork sausage, link/patty, unprepared
11196 1674 ＜畜肉類＞ぶた ［その他］ レバーペースト （米国）07911 Liverwurst spread
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食品番号 索引番号 食品名 参照した食品名

11207 1689 ＜鳥肉類＞うずら　肉　皮つき　生 （米国）05157 Quail, meat and skin, raw
11239 1690 ＜鳥肉類＞がちょう　フォアグラ　ゆで （米国）05282 Pate de foie gras, canned (goose liver pate), smoked
11209 1696 ＜鳥肉類＞きじ　肉　皮なし　生 （米国）05155 Pheasant, breast, meat only, raw
11238 1734 ＜鳥肉類＞はと　肉　皮なし　生 （米国）05161 Squab, meat only, raw
13031 1792 ＜牛乳及び乳製品＞（チーズ類） ナチュラルチーズ　エダム （米国）01018 Cheese, edam
13032 1793 ＜牛乳及び乳製品＞（チーズ類） ナチュラルチーズ　エメンタール （米国）01040 Cheese, swiss
13036 1797 ＜牛乳及び乳製品＞（チーズ類） ナチュラルチーズ　ゴーダ （米国）01022 Cheese, gouda
13038 1799 ＜牛乳及び乳製品＞（チーズ類） ナチュラルチーズ　パルメザン （米国）01032 Cheese, parmesan, grated
13039 1800 ＜牛乳及び乳製品＞（チーズ類）ナチュラルチーズ　ブルー （米国）01004 Cheese, blue
13050 1815 ＜牛乳及び乳製品＞（その他） チーズホエーパウダー （米国）01115 Whey, sweet, dried
13052 1817 ＜その他＞やぎ乳 （米国）01106 Milk, goat, fluid, with added vitamin D
14020 1843 （マーガリン類）ソフトタイプマーガリン　家庭用 （米国）04073 Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated)
14021 1845 （マーガリン類）ファットスプレッド （米国）04073 Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated)

15099 1963 ＜ビスケット類＞プレッツェル
（米国）19812 Snacks, pretzels, hard, plain, made with unenriched flour,
           salted

15102 1967 ＜スナック類＞コーンスナック （米国）19003 Snacks, corn-based, extruded, chips, plain
15103 1968 ＜スナック類＞ポテトチップス　ポテトチップス （米国）19411 Snacks, potato chips, plain, salted
15104 1969 ＜スナック類＞ポテトチップス　成形ポテトチップス （米国）19410 Snack, potato chips, made from dried potatoes, plain
15105 1971 ＜キャンデー類＞キャラメル （米国）19074 Candies, caramels
15116 1982 ＜チョコレート類＞ミルクチョコレート （豪州）12C10403 Chocolate, milk, with added milk solids
16045 2034 ＜コーヒー・ココア類＞コーヒー　浸出液 （米国）14209 Coffee, brewed from grounds, prepared with tap water
16046 2035 ＜コーヒー・ココア類＞コーヒー　インスタントコーヒー （米国）14214 Coffee, instant, regular, powder
17005 2053 ＜調味料類＞（辛味調味料類）チリペッパーソース （米国）06168 Sauce, ready-to-serve, pepper or hot
17109 2103 ＜調味料類＞（調味ソース類）ホワイトソース （米国）06165 Sauce, homemade, white, thin
17034 2112 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトピューレー （米国）11547 Tomato products, canned, puree, without salt added
17035 2113 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトペースト （米国）11887 Tomato products, canned, paste, with salt added
17036 2114 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトケチャップ （米国）11935 Catsup
17037 2115 ＜調味料類＞（トマト加工品類）トマトソース （米国）11549 Tomato products, canned, sauce
17056 2146 ＜香辛料類＞オニオンパウダー （米国）02026 Spices, onion powder
17059 2149 ＜香辛料類＞からし　練りマスタード （米国）02046 Mustard, prepared, yellow
17060 2150 ＜香辛料類＞からし　粒入りマスタード （米国）02024 Spices, mustard seed, ground
17061 2151 ＜香辛料類＞カレー粉 （米国）02015 Spices, curry powder
17062 2152 ＜香辛料類＞クローブ　粉 （米国）02011 Spices, cloves, ground
17063 2153 ＜香辛料類＞こしょう　黒　粉 （米国）02030 Spices, pepper, black
17067 2157 ＜香辛料類＞シナモン　粉 （米国）02010 Spices, cinnamon, ground
17068 2158 ＜香辛料類＞しょうが　粉 （米国）02021 Spices, ginger, ground
17069 2159 ＜香辛料類＞しょうが　おろし （米国）11216 Ginger root, raw
17072 2162 ＜香辛料類＞チリパウダー （米国）02009 Spices, chili powder
17073 2163 ＜香辛料類＞とうがらし　粉 （米国）02009 Spices, chili powder
17075 2165 ＜香辛料類＞にんにく　ガーリックパウダー　食塩無添加 （米国）02020 Spices, garlic powder
17077 2168 ＜香辛料類＞バジル　粉 （米国）02003 Spices, basil, dried
17078 2169 ＜香辛料類＞パセリ　乾 （米国）02029 Spices, parsley, dried
17079 2170 ＜香辛料類＞パプリカ　粉 （米国）02028 Spices, paprika
17082 2173 ＜その他＞酵母　パン酵母　圧搾 （米国）18374 Leavening agents, yeast, baker's, compressed
17083 2174 ＜その他＞酵母　パン酵母　乾燥 （米国）18375 Leavening agents, yeast, baker's, active dry

 

付  記  1 
 

〇 科学技術・学術審議会 資源調査分科会 委員名簿 
 
第 6 期（平成 23 年 2 月～平成 25 年 1 月） 

 分 科 会 長     鈴木 厚人  高エネルギー加速器研究機構長  
 分科会長代理     三宅 なほみ  東京大学大学院教育学研究科教授  
 委 員     樫谷 隆夫  公認会計士・税理士  

  〃       唐木 幸子  オリンパス株式会社研究開発センター医療技術開発

本部診断技術開発部長（平成 24 年 1 月まで） 

 臨 時 委 員     市原 健一  茨城県つくば市長 

  〃       大守  隆   東京都市大学環境情報学部教授 

 

第 7 期（平成 25 年 2 月～平成 27 年 2 月） 

 分 科 会 長     佐藤 勝彦  自然科学研究機構長  
 分科会長代理     羽入 佐和子  お茶の水女子大学長 
 委 員     秋池 玲子  株式会社ボストンコンサルティンググループシニア

パートナー&マネージング・ディレクター 
  〃       山脇  康   日本郵船株式会社顧問  
 臨 時 委 員     安井 明美  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品

総合研究所企画管理部業務推進室専門員  
 

第 8 期（平成 27 年 2 月～） 

 分 科 会 長     羽入 佐和子  国立研究開発法人理化学研究所理事  
 分科会長代理     宮浦 千里  東京農工大学副学長 
 臨 時 委 員     安井 明美  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

食品総合研究所アドバイザー 
  〃       渡邊 智子  千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科教授 
 
〇 食品成分委員会について 

1 目的 
日本食品標準成分表は、戦後の国民の栄養改善の見地から、食品に含まれる栄養成分の基

礎的データ集として昭和 25 年に取りまとめられて以降、60 余年にわたって改訂・拡充が重

ねられてきた。現在、成分表は、一般家庭や各種の給食・調理現場等での栄養管理・指導面

はもとより、国民健康・栄養調査や食料需給表策定等の行政面、更に栄養学や医学等の教育・

研究面において、幅広く活用されている。 

特に近年、食生活の改善を通した生活習慣病の予防の重要性が一層高まるとともに、単身

世帯や共働き世帯の増加に伴い、加工食品や中食・外食ニーズが増大し、こうした現代型食

生活に対応した食品成分の情報取得の要請が高まる中、食品成分に関する唯一の公的データ

である成分表の重要性は、一層高まってきているところである。 

しかしながら、日本食品標準成分表には、なお次のような課題が存在する。 
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