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   (11) 成分識別子 ･････････････････････････････････････････････････････････  

  3) 数値の表示方法  ･･････････････････････････････････････････････････････  

  4) 「質量（mass）」と「重量（weight）」  ･････････････････････････････････  

  5) 食品の調理条件  ･･････････････････････････････････････････････････････  

  6) 調理に関する計算式  ･･････････････････････････････････････････････････  

① 重量変化率  ･･････････････････････････････････････････････････････  

② 調理による成分変化率と調理した食品の成分値の可食部100 g当たりの成分値 

  ････････････････････････････････････････････････････････････････････  

③ 調理した食品全質量に対する成分量（g） ････････････････････････････  

④ 購入量 ･･･････････････････････････････････････････････････････････  

  7) 揚げものと炒めものの脂質量 ･･････････････････････････････････････････  

  8) 調理による成分変化 ･･････････････････････････････････････････････････  

  9) 栄養価計算方法 ･･････････････････････････････････････････････････････  

  10) 水道水 ･････････････････････････････････････････････････････････････  

 

表1 食品群別収載食品数   

表2 適用したエネルギー換算係数 

表3 一般成分の測定法の概要 

表4 基準窒素量からの計算に用いた窒素-たんぱく質換算係数 



 iii 

表5 食物繊維の測定法の詳細 

表6 無機質の測定法 

表7 ビタミンの測定法 

表8 アルコールの測定法 

表9 備考欄収載の成分の測定法 

表10 数値の表示方法（一般成分） 

表11 数値の表示方法（無機質、ビタミン等） 

表12 調理方法の概要と重量変化率 

表13 揚げ物における衣の割合及び脂質量の増減（調理前の食品100 g当たり） 

表14 炒め物における脂質量の増減 

 

参考 エネルギーの計算方法 

 

 

第2章 日本食品標準成分表  ･･････････････････････････････････････････････  

 

1 穀類 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  

2 いも及びでん粉類 ･･････････････････････････････････････････････････････  

3 砂糖及び甘味類 ････････････････････････････････････････････････････････  

4 豆類 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  

5 種実類 ････････････････････････････････････････････････････････････････  

6 野菜類 ････････････････････････････････････････････････････････････････  

7 果実類 ････････････････････････････････････････････････････････････････  

8 きのこ類 ･････････････････････････････････････････････････････････････  

9 藻類 ･････････････････････････････････････････････････････････････････  

10 魚介類 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  

11 肉類 ･････････････････････････････････････････････････････････････････  

12 卵類 ･････････････････････････････････････････････････････････････････  

13 乳類 ･････････････････････････････････････････････････････････････････  

14 油脂類 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  

15 菓子類 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  

16 し好飲料類 ･･･････････････････････････････････････････････････････････  

17 調味料及び香辛料類 ･･･････････････････････････････････････････････････  

18 調理済み流通食品類 ･･･････････････････････････････････････････････････  

 

第3章 資 料  ･･･････････････････････････････････････････････････････････  

 

 1 食品群別留意点 ････････････････････････････････････････････････････････  

1) 穀類  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  

  2) いも及びでん粉類  ･･･････････････････････････････････････････････････  

  3) 砂糖及び甘味類  ･････････････････････････････････････････････････････  

  4) 豆類  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  

  5) 種実類  ･････････････････････････････････････････････････････････････  

  6) 野菜類  ･････････････････････････････････････････････････････････････  



 iv 

  7) 果実類  ･････････････････････････････････････････････････････････････  

  8) きのこ類  ･･･････････････････････････････････････････････････････････  

  9) 藻類  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  

  10) 魚介類  ･････････････････････････････････････････････････････････････  

  11) 肉類  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  

  12) 卵類  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  

  13) 乳類  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  

  14) 油脂類  ･････････････････････････････････････････････････････････････  

  15) 菓子類  ･････････････････････････････････････････････････････････････  

  16) し好飲料類  ･････････････････････････････････････････････････････････  

  17) 調味料及び香辛料類  ･････････････････････････････････････････････････  

  18) 調理済み流通食品類  ･････････････････････････････････････････････････  

2 食品成分表2020年版と2015年版の計算方法によるエネルギー値の比較及び2015年版で

適用したエネルギー換算係数 ･････････････････････････････････････････････  

3 調理による成分変化率区分別一覧･･････････････････････････････････････････  

4 水道水中の無機質････････････････････････････････････････････････････････  

 

付 記  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  

 科学技術・学術審議会資源調査分科会委員名簿等 ･････････････････････････････  

 


