
 

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。 

食品番号 索引番号 食品名 参照した食品名

07102 877 パインアップル　缶詰
（米国）09271 Pineapple, canned, extra heavy syrup pack, solids and
           liquids

07103 878 パインアップル　砂糖漬 （米国）09266 Pineapple, raw, all varieties
07107 881 バナナ　生 （米国）09040 Bananas, raw
07108 882 バナナ　乾 （米国）09041 Bananas, dehydrated, or banana powder
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
07115 886 びわ　缶詰 （米国）09174 Loquats, raw
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）09163 Blueberries, dried, sweetened
07131 901 マルメロ　生 （米国）09296 Quinces, raw
07132 902 マンゴー　生 （米国）09176 Mangos, raw
07134 904 メロン　温室メロン　生 （米国）09184 Melons, honeydew, raw
07135 905 メロン　露地メロン　緑肉種　生 （米国）09184 Melons, honeydew, raw
07136 907 （もも類）もも　生 （米国）09236 Peaches, raw
07137 908 （もも類）もも　30 %果汁入り飲料（ネクター） （米国）09251 Peach nectar, canned, without added ascorbic acid
07138 909 （もも類）もも　缶詰　白肉種　果肉 （米国）09370 Peaches, canned, heavy syrup, drained
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）09164 Litchis, raw
07147 916 りゅうがん　乾 （米国）09164 Litchis, raw
09027 1000 てんぐさ　角寒天 （米国）11663 Seaweed, agar, dried
09049 1002 てんぐさ　粉寒天 （米国）11663 Seaweed, agar, dried
17005 2053 ＜調味料類＞（辛味調味料類）チリペッパーソース （米国）06169 Sauce, ready-to-serve, pepper, TABASCO
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
17055 2145 ＜香辛料類＞オールスパイス　粉 （米国）02001 Spices, allspice, ground
17056 2146 ＜香辛料類＞オニオンパウダー （米国）02026 Spices, onion powder
17057 2147 ＜香辛料類＞からし　粉 （米国）02024 Spices, mustard seed, ground
17058 2148 ＜香辛料類＞からし　練り （米国）02024 Spices, mustard seed, ground
17059 2149 ＜香辛料類＞からし　練りマスタード （米国）02024 Spices, mustard seed, ground
17060 2150 ＜香辛料類＞からし　粒入りマスタード （米国）02024 Spices, mustard seed, ground
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
17064 2154 ＜香辛料類＞こしょう　白　粉 （米国）02030 Spices, pepper, black
17065 2155 ＜香辛料類＞こしょう　混合　粉 （米国）02030 Spices, pepper, black
17067 2157 ＜香辛料類＞シナモン　粉 （米国）02010 Spices, cinnamon, ground
17069 2159 ＜香辛料類＞しょうが　おろし （米国）11216 Ginger root, raw
17070 2160 ＜香辛料類＞セージ　粉 （米国）02038 Spices, sage, ground
17071 2161 ＜香辛料類＞タイム　粉 （米国）02042 Spices, thyme, dried
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）02031 Spices, pepper, red or cayenne
17074 2164 ＜香辛料類＞ナツメグ　粉 （米国）02022 Spices, mace, ground
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
17084 2176 ＜その他＞ベーキングパウダー （米国）18371 Leavening agents, baking powder, low-sodium
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〇 科学技術・学術審議会 資源調査分科会 食品成分委員会 委員名簿 
（五十音順） 

 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（第 6 期専門委員、第 7,8 期臨時委員、第 6,7,8
期主査） 

   〃    ○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（第 6,7 期専

門委員、第 8 期臨時委員、第 8 期主査代理） 

 専 門 委 員  東  敬子  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研

究所野菜品質・機能性研究グループ主任研究員（第 6,7,8 期） 

   〃     生駒 吉識  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所

企画管理部業務推進室長（第 6,7,8 期） 

   〃     石見 佳子  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養

研究所食品保健機能研究部長（第 6,7,8 期）  

   〃     大坪 研一  新潟大学大学院自然科学研究科教授（第 6,7,8 期） 

   〃     岡﨑 光子  （前）女子栄養大学実践栄養教育学研究室教授 （第 6,7 期） 

   〃     小河原 雅子  一般財団法人日本食品分析センター多摩研究所栄養科学部ビ

タミン分析一課課長（第 6,7,8 期）  

   〃     久保田 紀久枝 東京農業大学総合研究所教授（第 6,7,8 期） 

   〃     齋藤 洋昭  石川県立大学生物資源環境学部食品科学科教授（第 6,7,8 期） 

   〃     佐々木 啓介  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研

究所畜産物研究領域主任研究員（第 7,8 期） 

   〃     佐々木 敏  東京大学大学院医学系研究科教授（第 6,7,8 期） 

   〃     清水  誠  東京大学大学院農学生命科学研究科教授（第 6 期、第 6 期主査

代理） 

   〃     鈴木 亜夕帆  千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科助教（第 8 期） 

   〃     関谷  敦  国立研究開発法人森林総合研究所九州支所チーム長（第 6,7,8
期） 

   〃     瀧本 秀美  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養

研究所栄養疫学研究部長（第 8 期） 

   〃     千國 幸一  独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所

畜産研究支援センター専門員（第 6 期） 

   〃     長尾 昭彦  十文字学園女子大学人間生活学部健康栄養学科教授（第 6,7,8
期） 

   〃     野村  将  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研

究所畜産物研究領域上席研究員（第 6,7,8 期） 

   〃     本田 佳子  女子栄養大学栄養学部実践栄養学科教授（第 8 期） 

   〃     村田 昌一  長崎大学大学院 水産・環境科学総合研究科教授（第 6,7,8 期） 

   〃     安井  健  （前）独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構近畿中国

四国農業研究センター上席研究員（第 6,7,8 期） 

 

（◎は主査、○は主査代理） 

 

① 新規の流通食品や品種改良の影響、加熱調理による成分変化などが十分に反映されて

おらず、これらに対応して日本食品標準成分表を改訂する必要があること 

② 炭水化物について組成レベルの成分値が把握されておらず、当該成分値により定量さ

れる炭水化物の成分表を新たに作成する必要があること 

③ たんぱく質及び脂質について、一部食品の組成レベルの成分値が把握されておらず、

アミノ酸及び脂肪酸の成分表の見直しが必要であること 

このため、資源調査分科会は、食品成分委員会を設置し、成分表に関するこれらの課題

に取り組むこととする。 

 

2 調査審議事項 
・ 「日本食品標準成分表 2010」（平成 22 年）の改訂について 

・ 炭水化物に関する成分表の新規作成について 

・ 「五訂増補 日本食品標準成分表 脂肪酸成分表 編」（平成 17 年）の改訂について 

・ 「日本食品標準成分表準拠 アミノ酸成分表 2010」（平成 22 年）の改訂について 

・ その他成分表の改訂に関連する事項について 

 

3 調査審議方法 
資源調査分科会の下に、分科会長が指名する委員、臨時委員及び専門委員をもって構成さ

れる食品成分委員会を設置する。 
食品成分委員会は、2 の事項に関して調査審議を行い、資源調査分科会に報告を行うもの

とする。 
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【食品成分データベースのQR コード】 

【文部科学省のホームページのQR コード】 

付  記  2 
 

〇 成分表の電子版について 
 本成分表の電子ファイルは、文部科学省のホームページで公表する。収載している各表の項

目は次頁以降のとおり。 

 

［電子版で公開する各表］ 
日本食品標準成分表 2015 年版（七訂） 

  本表 
 
日本食品標準成分表 2015 年版（七訂） アミノ酸成分表 編 

  第 1 表 可食部 100 g 当たりのアミノ酸成分表 
  第 2 表 基準窒素 1 g 当たりのアミノ酸成分表 
  第 3表 アミノ酸組成によるたんぱく質 1 g当たりのアミノ酸成分表（ホームページで公開） 
  第 4 表 （基準窒素による）たんぱく質 1 g 当たりのアミノ酸成分表（ホームページで公開） 
 
日本食品標準成分表 2015 年版（七訂） 脂肪酸成分表 編 

  第 1 表 可食部 100 g 当たりの脂肪酸成分表 
  第 2 表 脂肪酸総量 100 g 当たりの脂肪酸成分表（脂肪酸組成表） 
  第 3 表 脂質 1 g 当たりの脂肪酸成分表（ホームページで公開） 
 
日本食品標準成分表 2015 年版（七訂） 炭水化物成分表 編 

  本表 可食部 100 g 当たりの炭水化物成分表（利用可能炭水化物及び糖アルコール） 
  別表 可食部 100 g 当たりの有機酸成分表 
 

○ 文部科学省ホームページ（食品成分表・資源に関する取組） 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/index.htm） 
 
 
 
 
 
 
 

なお、各成分を食品ごとに検索可能なデータベースを以下で公表している。 
 

○ 食品成分データベース 
（http://fooddb.mext.go.jp/） 

 

 

 

〇 文部科学省 科学技術・学術政策局政策課資源室（事務局） 
河合 亮子  資源室長 

猪股 英史  資源室室長補佐 

中村 俊吾  資源室専門官 

榎本 洋子  資源室専門職 

恒岡 奈都  資源室 

 

上口 直紀  前 資源室長 

中村 隆史  前 資源室室長補佐 

荘司 勲   前 資源室専門職 

吉原 やえ子 前 資源室専門職 
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