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9.1　日本食品標準成分表の目的，刊行の経緯
　日本食品標準成分表は，実用的な面での利用に重きをおいて，食品の栄養成
分に関する基礎データを表示したもので，その活用は多岐にわたる（表 9 .1）．
　日本食品標準成分表は，日常的に摂取する食品の標準的な成分値を示す唯一
の公的データ集として，1950（昭和 25）年に公表されて以来，日本の食生活の
変化とともに，時々の食の状況や栄養学の知見の変化などに合わせて，成分項
目の追加や収載食品などの内容が見直され，改訂・追補されてきた（表 9 .2）．
　2020 年には大幅な改訂が行われ，日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）が公
表された．あわせて，別冊として，日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）アミ
ノ酸成分表編，同脂肪酸成分表編，同炭水化物成分表編の 3 冊が改訂・作成さ
れた．成分表のデータ（日本語版と英語版）は，インターネット上に公表されて
いる．
　これらの食品成分表の編纂と公表は，文部科学省科学技術・学術審議会資源
調査分科会により行われている．

＊この章では，日本食品標準成分
表 2020 年版からの引用にあたる，

「タンパク質」，「デンプン」などは，
食品成分表の表記にあわせて，

「たんぱく質」，「でん粉」と表記し
ております．

日本食品標準成分表の
別冊について

2015（平成 27）年以来，たんぱく質，
脂質，炭水化物の組成については，
別冊としてアミノ酸成分表編，脂
肪酸成分表編および炭水化物成分
表編が公表されている．

食品成分表

表 9 .2　食品成分表の沿革

名称 公表年 食品数
成分項
目数

日本食品標準成分表
改訂日本食品標準成分表
三訂日本食品標準成分表
四訂日本食品標準成分表
五訂日本食品標準成分表
五訂増補日本食品標準成分表
日本食品標準成分表 2010
日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）
同 追補
同 追補
同 追補
同 データ更新
日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）

1950（昭和 25）年
1954（昭和 29）年
1963（昭和 38）年
1982（昭和 57）年
2000（平成 12）年
2005（平成 17）年
2010（平成 22）年
2015（平成 27）年
2016（平成 28）年
2017（平成 29）年
2018（平成 30）年
2019（平成 31）年
2020（令和元）年

538
695
878

1 ,621
1 ,882
1 ,878
1 ,878
2 ,191
2 ,222
2 ,236
2 ,294
2 ,375
2 ,478

14
15
19
19
36
43
50
52
53
53
54
54
54

注：日本食品標準成分表 2010 を六訂とみなす．

表 9 .1　食品成分表の利用目的

一般 給食管理，食事制限・治療食などの
栄養指導，一般家庭での日常生活

行政 厚生労働省の食事摂取基準，国民健
康・栄養調査
農林水産省の食糧需給表の作成資料
消費者庁の加工食品への栄養成分表
示のための基礎データ

教育研究 中等教育の家庭科，保健体育，高等
教育の栄養学科，食品学科
栄養学，食品学，家政学，生活科学，
医学，農学等
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9.2　日本食品標準成分表
（ 1）	日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）

　日本標準食品成分表 2020 年版（八訂）（以後食品成分表 2020 年版）は 2020（令
和 2）年 12 月に公表された．
　収載食品は，「1 穀類，2 いも，でん粉類，3 砂糖，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，香辛料類，18 調理済
み流通食品類」の 18 食品群，計 2 ,478 食品である．
　食品の分類は大分類，中分類，小分類と細分類で，大分類は生物の名称の五
十音順で示す．食品番号は 5 桁とし，初めの 2 桁は食品群，次の 3 桁は小分類
または細分である．なお，各食品には，検索を容易にするために索引番号（通
し番号）が付されている．食品名や原材料的食品の名称は，学術名または慣用
名を採用し，加工食品の名称は一般に用いられている名称や食品規格基準など
において，公的に定められている名称を勘案して採用している．また，広く用
いられている別名を備考欄に記載している．従来の食品成分表では食品名や成
分項目に英名を表記していたが，食品成分表 2020 年版では和文・英文混載様
式を改め，日本語版ファイルと英語版ファイルを独立して作成している．日本
語版については，書籍版と電子版を作成し，英語版については電子版で文部科
学省のホームページ上に公開している．
　項目の配列は，「廃棄率，エネルギー，水分，成分項目「たんぱく質」に属す
る成分（アミノ酸組成によるたんぱく質，たんぱく質），成分項目「脂質」に属す
る成分（脂肪酸のトリアシルグリセロール当量で表した脂質，コレステロール，
脂質），成分項目「炭水化物」に属する成分〔利用可能炭水化物（単糖当量，質量
計），差引き法による利用可能炭水化物，食物繊維総量，糖アルコール，炭水
化物〕，有機酸，灰分，無機質，ビタミン，アルコール，食塩相当量，備考」で
ある（表 9 .3）．
　今回公表された食品成分表 2020 年版は，5 年ぶりの全面改訂版であるが，
その特徴は次のとおりである．
（ a）	日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）追補（2016 〜 2019）の検討結果

の反映

　日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）の公表後，七訂追補などで新たに収載
した食品，または成分値を変更した食品をすべて反映させた．あわせて，ほか
の原材料的食品からの計算などにより，推計していた食品（菓子類，加工食品）
の成分値に，原材料的食品の変更した成分値を反映させることで，整合が図ら
れた．
（ b）	調理済み食品に関する情報の充実

　個人の食生活や施設給食の変化から，冷凍，チルド，レトルト食品の需要が
増大している．そこで，新たに 18 調理済み流通食品類の食品群を設けた．大

日本食品標準成分表 2020 年版
（八訂）電子版

文部科学省のホームページで公開
されている．また各成分を食品ご
とに検索できるデータベースも公
開されている．

（https://www .mext .go . jp/
a_menu/syokuhinseibun/
mext_01110 .html）
QR コード

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

原材料的食品
真核生物の植物界，菌界あるいは
動物界に属する生物に由来する食
品．

収載した調理済み食品の例
●和風料理
和え物（青菜の白和え，いんげん
のごま和え，わかめとねぎの酢み
そ和え），豚汁，煮物（卯の花炒り，
親子丼の具，牛飯の具，切り干し
大根の煮物，きんぴらごぼう，筑
前煮，肉じゃが，ひじきの炒め
煮）など．
●洋風料理
カレー（チキンカレー，ビーフカ
レー，ポークカレー），コロッケ

（かにクリームコロッケ，コーン
クリームコロッケ，ポテトコロッ
ケ），スープ（かぼちゃのクリーム
スープ，コーンクリームスープ），
ハンバーグステーキ（合びきハン
バーグ，チキンハンバーグ，豆腐
ハンバーグ），フライ（いかフライ，
えびフライ，メンチカツ）など．
●中国料理
点心（ぎょうざ，しゅうまい，中
華ちまき），酢豚，八宝菜，麻婆
豆腐など．
●韓国料理
もやしのナムルなど．
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表 9 .3　日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）の成分項目と数値の表示方法

項目 単位

廃棄率 ％
エネルギー kj , kcal
水分

gたんぱく質
　アミノ酸組成によるたんぱく質
たんぱく質
脂質 g
　脂肪酸のトリアシルグリセロール当量
　コレステロール
脂質

mg
g

炭水化物

g

　利用可能炭水化物
　　利用可能炭水化物（単糖当量）
　　利用可能炭水化物（質量計）
　　差引き法による利用可能炭水化物
　食物繊維総量
　糖アルコール
　炭水化物 （差引き法による炭水化物）
有機酸
灰分

無
　
機
　
質

ナトリウム

mg

カリウム
カルシウム
マグネシウム
リン
鉄
亜鉛
銅
マンガン
ヨウ素

µgセレン
クロム
モリブデン

項目 単位

ビ
　
タ
　
ミ
　
ン

A

　レチノール

µg

　　α−カロテン
　　β−カロテン
　　β−クリプトキサンチン
　β−カロテン当量
レチノール活性当量

D

E

α−トコフェロール

mgβ−トコフェロール
γ−トコフェロール
δ−トコフェロール

K µg
B1

mg
B2

ナイアシン
ナイアシン当量
B6

B12 µg
葉酸
パントテン酸 mg
ビオチン µg
C mg

食塩相当量 g

備考

手事業者の原材料配合割合から算出した成分値を収載するとともに，調理後の
食品に対する栄養推計の一助とするため，収載食品の解説，調理の概要と質量
や成分の変化に関する情報を収載した．
（ c）	収載成分の追加

　追補の検討を経て，新たな成分としてナイアシン当量，低分子量水溶性食物
繊維（AOAC .2011 .25 法により低分子量の難消化性オリゴ糖などを含めて測定
した食物繊維）を所要の成分表に追加した．
（ d）	炭水化物の項目を細分化

　これまでの日本食品標準成分表の炭水化物は，ヒトにおける消化性が低い食
物繊維や糖アルコールから，消化性が高いでん粉，単糖類，二糖類まで，多様
な成分を含んでいた．しかし，糖類の摂取量・摂取エネルギーを正しく把握す
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るためには，食品ごと炭水化物の内訳を示すことが重要である．そのため，こ
れまで炭水化物に含まれていた利用可能炭水化物〔でん粉と糖類（単糖・二糖
類）〕と食物繊維総量，糖アルコールに分けて本表に収載した．
（ e）	エネルギー（カロリー）算出成分項目の変更点

　これまでエネルギーの算出基礎としてきたエネルギー産生成分のたんぱく質，
脂質，炭水化物を，それぞれ原則として，たんぱく質を構成するアミノ酸の残
基量の合計から算出されるアミノ酸組成によるたんぱく質，脂肪酸の成分値か
ら換算した脂肪酸のトリアシルグリセロール当量で表した脂質，エネルギーと
して利用性の高いでん粉，単糖類，二糖類からなる利用可能炭水化物（単糖当
量）の組成に基づく成分（以下，組成成分）に変更した．
　また，エネルギーとして利用性の低い糖アルコール，食物繊維総量，有機酸，
アルコールについてもエネルギーを算出した．あわせて，これまで食品ごとに
修正アトウォーター（Atwater）係数など，さまざまなエネルギー換算係数を乗
じて算出していたエネルギーについて，FAO/INFOODS が推奨する組成成分
に基づくエネルギー計算を行い，食品のエネルギー値の確からしさを向上させ
た．なお，これらの変更は食品成分表の科学的な確からしさの向上を目指すも
のであり，従来の簡易なエネルギー計算方法を否定するものではないとしてい
る．

（ 2）	日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）アミノ酸成分表編（以後ア
ミノ酸成分表 2020 年版）

　アミノ酸成分表は 1966（昭和 41）年に初めて策定された．その後，食生活の
多様化，分析技術の向上により整備されてきた．アミノ酸成分表 2020 年版で
は，食品成分表 2020 年版に収載された食品のうち，直接分析，あるいは原材
料配合割合や文献などからの推計により，アミノ酸組成の成分値を決定した
1 ,953 食品を対象として，たんぱく質の構成要素であるアミノ酸（18 種類＊1）の
標準的な成分値（組成）が，「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」に収載されている．さらに
文部科学省ホームページ上では「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」，「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」が公開されている．
（ a）	第 1 表の作成

　食品中のアミノ酸は，食品の可食部を分析試料として，加水分解処理などを
した後，アミノ酸自動分析計を使用したカラムクロマトグラフ法＊2 で測定し，
可食部 100 g 当たりの遊離態のアミノ酸含量を求める．あるいは，原材料配合
割合や文献などからの推計によってアミノ酸組成の成分値が決定する．また，
同一試料について測定した基準窒素によるたんぱく質の含量を求める．基準窒
素によるたんぱく質は，食品成分表 2020 年版のたんぱく質と同じである．こ
れらのアミノ酸値を各種補正・調整した上で「第 1表　可食部 100	g 当たりの

＊ 1　魚介類，肉類，調味液，香
辛料はヒドロキシプロリンを含め
て 19 種類．

＊ 2　トリプトファンは高速液体
クロマトグラフ法．
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表 9 .4
窒素−タンパク質換算係数
の例

食品群 食品名 換算係数
1 穀類 アマランサス 5 .30

えん麦
　オートミール 5 .83
大麦 5 .83
小麦
　玄穀，全粒粉 5 .83

小麦粉，フランスパ
ン，うどん・そうめ
ん類，中華めん類，マ
カロニ・スパゲッテ
ィ類，ふ類，小麦タン
パク，ぎょうざの皮，
しゅうまいの皮

5 .70

　小麦胚芽 5 .80
米，米製品（赤飯を除く） 5 .95
ライ麦 5 .83

4 豆類 大豆，大豆製品（豆腐竹
輪を除く）

5 .71

5 種実類 アーモンド 5 .18
ブラジルナッツ，落花
生

5 .46

その他のナッツ類 5 .30
あさ，えごま，かぼちゃ，
けし，ごま，すいか，は
す，ひし，ひまわり

5 .30

6 野菜類 えだまめ，大豆もやし 5 .71
落花生（未熟豆） 5 .46

10 魚介類 ふかひれ 5 .55
11 肉類 ゼラチン，腱（うし），豚

足，軟骨（ぶた，にわと
り）

5 .55

13 乳類 乳，チーズを含む乳製
品，その他（シャーベッ
トを除く）

6 .38

14 油脂類 バター類，マーガリン
類

6 .38

17  調味料
及 び 香
辛料類

しょうゆ類，みそ類 5 .71

上記以外の食品 6 .25

アミノ酸成分表」が作成された．
ⅰ）	第 1 表にて g数で示される値

　可食部 100 g 当たりの水分，アミノ酸組成によるたんぱく質，たんぱく質の
量．
ⅱ）	第 1 表にてmg数で示される値

　各アミノ酸（19 種類），含硫アミノ酸合計，芳香族アミノ酸合計，アミノ酸
組成合計，アンモニア，余剰アンモニアの量．
（ b）	第 2 表の作成

　第 2 表は，第 1 表の成分値を，食品成分表 2020 年版に収載のタンパク質量
を求めるために利用した基準窒素量で除して作成された．
　収載成分項目は，各アミノ酸，アミノ酸組成計，アンモニアである．これら
は，基準窒素量 1	g あたりのmg数で示されている．あわせて，アミノ酸組成
によるたんぱく質に対する窒素-たんぱく質換算係数と窒素-たんぱく質換算係
数＊3 を収載している．
（ c）	第 3 表の作成

　第 3 表は，第 1 表の成分値を，個々のアミノ酸量に基づくアミノ酸の脱水化
合物（アミノ酸残基）の総量として算出したアミノ酸組成によるたんぱく質量で
除して作成された．
　収載成分項目は，各アミノ酸，アミノ酸組成計，アンモニアである．これら
はタンパク質 1	g あたりのmg数で示す．
（ d）	第 4 表の作成

　第 4 表は，第 1 表の成分値を，基準窒素量に窒素-たんぱく質換算係数（表
9 .4）＊4 を乗じて算出したたんぱく質量で除して作成された．
　収載成分項目は，各アミノ酸，アミノ酸合計，アンモニアであり，これらは

（基準窒素による）たんぱく質 1	g 当たりのmg数で示されている．

（ 3）	日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）脂肪酸成分表編（以後脂肪
酸成分表 2020 年版）

　脂肪酸成分表 2020 年版には，1921 食品が収載されている．脂肪酸成分表
2020 年版の成分値は「第 1 表　可食部 100 g 当たりの脂肪酸成分表（本表）」，

「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）」，さらに文
部科学省ホームページ上の「第 3 表　脂質 1 g 当たりの脂肪酸成分表」に示さ
れている．
　第 1 表は，可食部 100 g 当たりの水分，脂肪酸のトリアシルグリセロールで
表した脂質，脂質，脂肪酸総量，飽和脂肪酸，一価不飽和脂肪酸，多価不飽和
脂肪酸，n-3 系多価不飽和脂肪酸，n-6 系多価不飽和脂肪酸の量が g で示され，
各脂肪酸（47 種類）の量が mg で示されている．第 2 表では，脂質 100 g 当たり
の脂肪酸総量，飽和脂肪酸，一価不飽和脂肪酸，多価不飽和脂肪酸の量が g
で示されている．第 3 表では脂肪酸総量 g 当たりの脂肪酸総量，飽和脂肪酸，

＊ 3　基準窒素によるタンパク質
に対する係数．

＊ 4　第 2 表に収載．
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一価不飽和脂肪酸，多価不飽脂肪酸，n-3 系多価不飽和脂肪酸，n-6 系多価不
飽和脂肪酸および各脂肪酸（47 種類）の量が mg で示されている．脂肪酸の名
称には慣用名と IUPAC 命名法とが混用されている．脂肪酸の測定法は，クロ
ロホルム-メタノール混液抽出法またはヘキサン-イソプロパノール抽出法＊5

で脂質抽出後，エステル化し水素炎イオン化検出-ガスクロマトグラフ法で行
われる．

（ 4）	日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）炭水化物成分表編―利用
可能炭水化物，糖アルコール，食物繊維，有機酸―（以後炭水
化物成分表 2020 年版）

　炭水化物成分表 2020 年版では，常用される重要な食品について，炭水化物
のうち，ヒトの酵素により消化，吸収，代謝される利用可能炭水化物，糖アル
コール，食物繊維，有機酸の組成を収載している．「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，糖アルコール）」，「別表 1　可食部
100 g 当たりの食物繊維成分表」「別表 2　可食部 100 g 当たりの有機酸成分
表」で構成され，本表は 1 ,080 食品，別表 1 に 1 ,416 食品，別表 3 に 406 食品
が収載されている．
　本表の項目は「水分，利用可能炭水化物，糖アルコール」である．利用可能炭
水化物の成分項目は，単糖当量，デンプン，ブドウ糖，果糖，ガラクトース，
ショ糖，麦芽糖，乳糖，トレハロースであり，糖アルコールの成分項目は，ソ
ルビトール，マンニトールである．
　別表 1 の項目は水分，プロスキー変法等に基づく食物繊維，AOAC .2011 .25
法に基づく食物繊維である．プロスキー変法等に基づく食物繊維として，水溶
性食物繊維，不溶性食物繊維，食物繊維総量を収載した．AOAC .2011 .25 法
に基づく食物繊維として，低分子量水溶性食物繊維，高分子量水溶性食物繊維，
不溶性食物繊維，難消化性デンプン，食物繊維総量を収載している．なお，難
消化性デンプンは，不溶性食物繊維に含まれる内数として収載したが，本表の
利用可能炭水化物にあるデンプンからこの値を差し引くことによって易消化性
デンプン量を計算できる．
　別表 2 の項目は水分と有機酸であり，有機酸の成分項目は酢酸，乳酸，グル
コン酸など 22 種類とその合計値である．

9.3　食品成分表利用における留意点
　食品の成分値は原則として 1 食品 1標準成分値で表示されている．同じ食品
でも，その品種，季節，生産地，保存状態などにより，成分値に変動があるは
ずである．そこで，できるだけこれらの変動要因に注意して，標準的な試料を
選択分析し，文献などにより数値を評価した標準成分値を収載している．また，
旬がある食品のうち，成分値に季節による明確な差異がみられたものについて
は季節による差異を明記した．加工食品，調理食品については原材料の配合割

IUPAC
International Union of Pure 
and Applied Chemistry

＊ 5　魚介類に適応．ただし，甲
殻類，軟体動物はフォルチ法．

食品成分表の数値の表示方法
－：未測定である．
0 ：食品成分表の最小記載量の

1/10（ヨウ素，セレン，クロム
およびモリブデンは 3/10，ビ
オチンは 4/10．以下同じ）未満
の値，または検出されなかった．
ただし，食塩相当量の 0 は算出
値が最小記載量（0 .1 g）の 5/10
未満である．

Tr：食品成分表の最小記載量の
1/10 以上含まれてはいるが，
5/10 未満である．

（0）：文献などから含まれていな
いと推定されるので，測定はし
ていない．

（Tr）：微量．トレース．文献な
どから微量に含まれると推定さ
れるが，測定はしていない．

PlusOne Point

標準成分値
その食品を 1 年間通じてふつうに
摂取したときの全国的な平均成分
値．個々の食品の成分値ではない．

エネルギーの算出方法の概略
●従来の算出方法

エネルギー（kcal）
＝ たんぱく質（g） × 4 kcal/g
＋ 脂質（g） × 9 kcal/g
＋ 炭水化物（g） ×4 kcal/g ＋ （ア
ルコール（g） × 7 kcal/g など）

●食品成分表 2020 年（八訂）の算
出方法（例）

エネルギー（kcal）
＝ アミノ酸組成によるたんぱ
く質（g） × 4 .0 kcal/g
＋ 脂肪酸のトリアシルグリセ
ロール当量（g） × 9 .0 kcal/g
＋ 利用可能炭水化物（単糖当
量）（g） × 3 .75 kcal/g
＋ 糖アルコール（g） ×2.4 kcal/g
＋食物繊維総量（g） ×2.0 kcal/g
＋ 有機酸（g） × 3 .0 kcal/g
＋ アルコール（g） × 7 .0 kcal/g

PlusOne Point
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合や加工・調理方法によっても成分値は異なる．そこで，これらの食品では，
原材料の配合割合を示すことのできるものについて成分値を収載している．
　成分値は，すべての食品の可食部 100	g 当たりの数値で示されている．食品
によっては，利用にあたって通常廃棄される部分があるが，食品全体に対する，
あるいは購入形態に対する廃棄される部分の割合を廃棄率（refuse）といい，そ
の値は重量％で示されている．なお，廃棄部位は備考欄に記されている．

9.4　食品成分の分析方法とその算定
（ 1）	エネルギー（energy）計算

　エネルギー値は原則として，FAO/INFOODS の推奨する組成成分に基づく
エネルギー計算方法に準じる．食品の可食部 100 g 当たりのアミノ酸組成によ
るタンパク質，脂肪酸のトリアシルグリセロール当量，利用可能炭水化物（単
糖当量），糖アルコール，食物繊維総量，有機酸，アルコールの量（g）に各組
成成分のエネルギー換算係数（表 9 .5）を乗じて，100 g 当たりの kJ（キロジュ
ール）と kcal（キロカロリー）を算出し，収載値として併記されている．両単位
の換算式は 1 kcal ＝ 4 .184 kJ である．
　なお，アミノ酸組成によるたんぱく質とたんぱく質（窒素基準量から計算し
たたんぱく質）の両方の収載値がある食品については，エネルギーの計算には，
アミノ酸組成によるたんぱく質の収載値を用いた．
　脂肪酸のトリアシルグリセロール当量で表した脂質と脂質（食品中の有機溶
媒可溶性成分を分析で求めた脂質）の両方の収載値がある食品については，エ
ネルギーの計算には，脂肪酸のトリアシルグリセロール当量で表した脂質の収
載値を用いた．
　利用可能炭水化物については，エネルギーの計算に，利用可能炭水化物（単
糖当量）あるいは差引き法による利用可能炭水化物のどちらかを用いた．
　これらについては，どちらの成分項目を用いて計算したかを明示するため，
本表において利用した収載値の右に「＊」をつけている．このように，本成分表
では，食品によってエネルギー計算に用いる成分項目が一定していないので留
意する必要がある．なお，エネルギーの計算方法の詳細は，エネルギーの計算
方法（資料）に示されている．

（ 2）	水　分（water）
　水分は，食品の一定量を加熱し，加熱前後の重量差を試料に対する百分率で
表す．一般的に常圧 105	℃乾燥法が適用されることが多いが，食品の種類と性
状によって，常圧または減圧，温度は 70 〜 135 ℃，直接加熱または乾燥助剤
を用いる方法などが適宜用いられる．
　香辛料類では，トルエン蒸留法またはカールフィッシャー法が適用される．
アルコール飲料類や食酢類では，乾燥減量から別途定量したアルコールの重量
や酢酸の重量を差引く．

表 9 .5　適用したエネルギー換
　　　　算係数

成分名
換算
係数

（kJ/g）

換算
係数

（kcal/g）
アミノ酸組成に
よるたんぱく質
／たんぱく質＊1

17 4

脂肪酸のトリア
シルグリセロー
ル当量／脂質＊1

37 9

利用可能炭水化
物（単糖当量） 16 3 .75

差引き法による
利用可能炭水化 
物＊1

17 4

食物繊維総量＊2 8 2
アルコール 29 7
糖アルコール＊3

　ソルビトール 10 .8 2 .6
　マンニトール 6 .7 1 .6
　マルチトール 8 .8 2 .1
　還元水あめ 12 .6 3
　その他の糖ア 
　ルコール 10 2 .4

有機酸＊3

　酢酸 4 .6 3 .5
　乳酸 5 .1 3 .6
　クエン酸 10 .3 2 .5
　リンゴ酸 0 2 .4
　その他の有機 
　酸 13 3

＊ 1　アミノ酸組成によるたんぱ
く質，脂肪酸のトリアシルグリセ
ロール当量，利用可能炭水化物

（単糖当量）の成分値がない食品で
は，それぞれたんぱく質，脂質，
差引き法による利用可能炭水化物
の成分値を用いてエネルギー計算
を行う．利用可能炭水化物（単糖
当量）の成分値がある食品でも，
水分を除く一般成分等の合計値と
100 g から水分を差引いた乾物値
との比が一定の範囲に入らない食
品の場合（資料 「エネルギーの計
算方法」参照）には，利用可能炭水
化物（単糖当量）に代えて，差引き
法による利用可能炭水化物を用い
てエネルギー計算をする．
＊ 2　成分値は AOAC .2001 .2 法．
プロスキー変法またはロスキー法
による食物繊維総量を用いる．
＊ 3　糖アルコール，有機酸のう
ち，収載値が 1 g 以上の食品があ
り，エネルギー換算係数を定めて
ある化合物については，これに適
用するエネルギー換算係数を用い
てエネルギー計算を行う．
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（ 3）	たんぱく質（protein），アミノ酸組成によるたんぱく質
（protein ,  calculated as the sum of amino acid residues）

　成分項目のうち「たんぱく質」には，アミノ酸組成によるたんぱく質，たんぱ
く質（窒素基準量から計算したタンパク質）の値が可食部 100 g 当たりの g 数で
収載されている．アミノ酸組成によるたんぱく質は，アミノ酸成分表 2020 年
版の各アミノ酸量に基づき，アミノ酸の脱水縮合物の量（アミノ酸残基の総量）
として算出する．アミノ酸成分表 2020 年版の各アミノ酸の測定は，アミノ酸
自動分析計を使用したカラムクロマトグラフ法で行う．トリプトファンは高速
液体クロマトグラフ法による．
　また，たんぱく質は，その分子中に平均 16％の窒素を含む．そこで食品中
の窒素を改良ケルダール法，サリチル酸添加改良ケルダール法または燃焼法

（改良デュマ法）で測定して，全窒素量を求めて窒素基準量とし，これに窒素－
たんぱく質換算係数を乗じてたんぱく質（窒素基準量から計算したたんぱく質）
量を求める．窒素－たんぱく質換算係数は，各食品に含まれるたんぱく質中の
窒素量の逆数で表 9 .4 に示す．この表以外の食品については 100/16 ＝ 6 .25
を用いる（個々の食品の係数は，アミノ酸成分表 2020 年版第 2 表に収載されて
いる）．なお，食品中の全窒素を測定する方法では，食品に含まれるたんぱく
質由来以外の窒素化合物も測定されるので，この窒素量が多い食品はそれを差
し引いて基準窒素量を算出する．

（ 4）	脂　質（lipid）
　成分項目のうち「脂質」には，トリアシルグリセロール当量，コレステロール，
有機溶媒可溶性成分を分析で求めた脂質の値が収載されている．
　トリアシルグリセロール当量は，脂肪酸成分表 2020 年版の各脂肪酸量をト
リアシルグリセロールに換算した量の総和として算出し，可食部 100 g 当たり
の g 数で示す．
　コレステロールには遊離型と，脂肪酸が結合したエステル型とがある．コレ
ステロールは，試料をけん化後，不けん化物を抽出分離し，水素炎イオン化検
出―ガスクロマトグラフ法で測定し，可食部 100 g 当たりの mg 数で示す．
　脂質は食品中の有機溶媒可溶性成分を溶媒抽出-重量法で求めた重量を可食
部 100 g 当たりの g 数で示す．種実類，獣鳥肉類などにはジエチルエーテル抽
出法（ソックスレー抽出法）が適用される．このようにして表される成分はおも
に中性脂肪である．でん粉食品である穀類，いも，でん粉類，大豆以外のでん
粉含量の高い豆類などの脂質は組織成分と強く結合しているので，そのままジ
エチルエーテルでは抽出されにくい．そこで塩酸により分解したあと，ジエチ
ルエーテル抽出を行う酸分解法（A.O.A .C 公定法による）が適用される．大豆，
大豆製品（みそ，納豆を除く）や卵類は，エーテルでは抽出しにくいリン脂質な
ど極性脂質を多く含むのでクロロホルム・メタノール混液で抽出し，その脂質
区分を石油エーテルに転溶するクロロホルム・メタノール混液抽出改良法を用

アミノ酸組成によるたんぱく質
protein ,  calculated as the 
sum of amino acid residues

たんぱく質（窒素基準量から 
計算したたんぱく質）

protein ,  calculated from 
reference nitrogen

基準窒素量
窒素量をたんぱく質由来に近づけ
るために，窒素化合物であるカフ
ェインを多く含む茶類，コーヒー，
またカフェイン，テオブロミンを
含むココア，チョコレートについ
ては，これら窒素化合物由来の窒
素量を全窒素量から差引いて基準
窒素量を求める．また，硝酸イオ
ンが含まれる野菜類や茶類は，別
途定量した硝酸態の窒素量を全窒
素量から差引いて基準窒素量を求
める．したがって，カフェイン，
テオブロミン，硝酸態を含まない
食品では全窒素量と基準窒素量は
同じ値になる．

トリアシルグリセロール当量
fa t ty  ac ids，exp ressed 
intriacy1-glycerol equivalents

コレステロール
cholestero1

A .O .A .C
The Association of Official 
Analytical Chemists の略．ア
メリカの公定分析化学者協会．
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いる．乳類には国際的な基準分析法であるレーゼゴットリーブ法が適用される．
その他溶媒抽出には，試料により液-液抽出法，酸・アンモニア分解法，ヘキ
サン・イソプロパノール法やフォルチ法も用いられる．

（ 5）	灰　分（ash）
　灰分は食品を 500 〜 550 ℃で加熱して灰化し（直接灰化法），有機物と水分を
除去した残り（g）を試料に対する百分率で表したものである．灰分は無機質の
概量と考えられるが，灰化中に硫黄や塩素など一部の元素は気化して失われる
ので，厳密には無機質量とはいえない．灰分値は栄養評価に直接利用されるこ
とはなく，差引き法による炭水化物の算出に用いられるものである．

（ 6）	炭水化物（carbohydrates）
　成分項目のうち「炭水化物」には，利用可能炭水化物（単糖当量），利用可能炭
水化物（質量計），差引き法による利用可能炭水化物，食物繊維総量，糖アルコ
ール，炭水化物（差引きによる炭水化物）の値が可食部 100 g 当たりの g 数で示
されている．
（ a）	利用可能炭水化物（単糖当量）

　利用可能炭水化物（単糖当量）は，炭水化物成分表 2020 年版の各利用可能炭
水化物量（でん粉，単糖類，二糖類，80％エタノールに可溶性のマルトデキス
トリン，マルトトリオースなどのオリゴ糖）を単糖に換算した総和として算出
する．でん粉は 80％エタノールで前処理し，α-アミラーゼ，アミログルコシ
ダーゼで分解し，グルコース量を吸光度測定して求める．その他の単糖，二糖
については高速液体クロマトグラフ法を用いており，80％エタノールに可溶性
のその他オリゴ糖は差引き法で求める．単糖当量は，各成分を単純に合計した
質量ではなく，たとえばでん粉には 1 .10 を，二糖類には 1 .05 をそれぞれの
成分値に乗じて単糖類の量を合計した値である．ただし，魚介類，肉類，卵類
の原材料的食品のうち，炭水化物としてアンスロン-硫酸法による全糖の値が
収載されているものは，その値を推定値とする．
（ b）	利用可能炭水化物（質量計）

　利用可能炭水化物（質量計）は，炭水化物成分表 2020 年版の各利用可能炭水
化物量＊6 の総和として算出する．
　ただし，魚介類，肉類，卵類の原材料的食品のうち，炭水化物としてアンス
ロン-硫酸法による全糖の値が収載されているものは，その値に 0 .9 を乗じた
値を推定値とする．
（ c）	差引き法による利用可能炭水化物

　差引き法による利用可能炭水化物は，食品重量 100 g から，水分，アミノ酸
組成によるたんぱく質＊7，脂肪酸のトリアシルグリセロール当量として示した
脂質＊8 食物繊維総量，有機酸，灰分の合計（g）を差引いて算出する．ただし，
アルコール，硝酸イオン，ポリフェノール（タンニンを含む），カフェイン，テ
オブロミンを含む食品や，加熱により加水分解で二酸化炭素を発生する食品で

利用可能炭水化物（単糖当量）
carbohydrate ,available;
expressed in mono-
saccharide equivalents

利用可能炭水化物（質量計）
carbohydrate ,available

差引き法による利用可能 
炭水化物

carbohydrate，available，
cacuculated by difference

食物繊維総量
dietary fiber，total

糖アルコール
polyols

炭水化物（差し引きによる炭水
化物）

carbohydrate，cacuculated 
by difference

炭水化物量
食品成分表の炭水化物の値には利
用可能炭水化物，食物繊維のほか
酢酸を除く有機酸なども含まれる
ことに注意しておこう．

＊ 6　でん粉，単糖類，二糖類，
80％エタノールに可溶性のマルト
デキストリン，マルトトリオース
などのオリゴ糖類．

＊ 7　この収載値がない場合には，
たんぱく質．

＊ 8　この収載値がない場合には，
脂質．
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はこれらの値（g）も差引いて算出する．
（ d）	食物繊維

　食物繊維は「ヒトの消化酵素で消化されない食品中の難消化性成分の総体」
と定義される．しかし，食物繊維の一部は腸内細菌で分解されるか，エネルギ
ーとして利用される．そのため，エネルギー計算に関する成分として，食物繊
維総量が本表の成分項目群のうち炭水化物の項に併記されている．食物繊維総
量の定量は酵素-重量法〔プロスキー（prosky）変法またはプロスキー法〕あるい
は酵素-重量法・高速液体クロマトグラフ法（AOAC .2011 .25 法）によって行わ
れる．すなわち，プロスキー変法では，試料を耐熱性α-アミラーゼ，プロテ
アーゼ，アミログルコシダーゼで順次分解し，その不溶物を高分子量の不溶性
食物繊維とする．また可溶物に 80％エタノールを加えて得られる沈殿物を高
分子量の水溶性食物繊維とする．両者の合計値がプロスキー変法による食物繊
維総量である．不溶性と水溶性の分画が困難な藻類などでは，これらを分けな
いプロスキー法による測定値を食物繊維総量とする．あるいは，酵素-重量
法・高速液体クロマトグラフ法（AOAC .2011 .25 法）で，低分子量水溶性食物
繊維，高分子量水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の合計値を食物繊維総量とす
る．いずれも，沈殿物中の灰分量と難消化性タンパク質量を差引き，値は可食
部 100 g 当たりの g 数で示す．食物繊維の多くは炭水化物の難消化性多糖類で
ある．食物繊維総量由来のエネルギーは，食物繊維総量（g）にエネルギー換算
係数 8 kJ/g（2 kcal/g）を乗じて値を算出している．
（ e）	糖アルコール

　成分項目群のうち「炭水化物」に新しく，エネルギー産生成分として糖アルコ
ールが収載された．なぜなら，糖アルコールは，差引き法による炭水化物に含
まれる成分であるが，利用可能炭水化物との関係では外数になるからである．
　糖アルコールは高速液体クロマトグラフ法で測定する．糖アルコール由来の
エネルギーは，成分値（g）にそれぞれのエネルギー換算係数（表 9 .5）を乗じて
算出したエネルギーの合計値である．値は可食部 100 g 当たりのグラム数で示
す．
（ f）	炭水化物（差引き法による炭水化物）

　可食部重量 100 g から，水分，たんぱく質，脂質，灰分の合計値（g）を差引
いて算出する．ただし，アルコール，硝酸イオン，酢酸，ポリフェノール（タ
ンニンを含む），カフェインまたはテオブロミンを多く含む食品や加熱により
加水分解で二酸化炭素などが多量に発生する食品では，これらの値（g）も差し
引いて算出する．なお，魚介類，肉類，卵類のうち原材料的食品は炭水化物量
が少ないので，アンスロン-硫酸法による全糖量を直接求め，炭水化物量とす
る．

（ 7）	有機酸（organic acids）
　酢酸以外の有機酸は，食品成分表 2015 年版までは便宜的に炭水化物に含め

食物繊維の定義
水溶性食物繊維には，ガム，粘質
物，海藻多糖類の一部，ペクチン
質の一部，ヘミセルロースの一部
が含まれる．不溶性食物繊維には
海藻多糖類の一部，ペクチン質の
一部，ヘミセルロースの一部，キ
チン，セルロース，リグニンが含
まれる．

糖質

単糖
ぶどう糖
果　　糖

少糖

し ょ 糖
乳　　糖
麦 芽 糖
その他の少糖
デキストリン

多糖

で　ん　粉

食物
繊維

ガ　　　ム

粘　質　物
海藻多糖類
ペクチン質
ヘミセルロース

キ　チ　ン
セルロース

リ グ ニ ン

赤色で示したものが食物繊維．

不溶性食物繊維
innsoluble dietary fiber

水溶性食物繊維
soluble dietary fiber

低分子量水溶性食物繊維
water，alcohol solubledietary 
fiber

高分子量水溶性食物繊維
water，alcohol insolubledietary 
fiber
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ていた．しかし，すべての有機酸をエネルギー産生成分として扱う観点から，
独立して収載された．値は可食部 100 g 当たりのグラム数で示す．有機酸は，
5％過塩素酸水で抽出して試料調製するが，グルコン酸は酵素法，その他の有
機酸は高速液体クロマトグラフ法を用いて測定する．
　22 種類の有機酸組成が炭水化物成分表 2020 年版の「別表 2　可食部 100	g 当
たりの有機酸成分表」に記載されている．有機酸由来のエネルギー値は成分値

（g）にそれぞれぞれのエネルギー換算係数（表 9 .5）を乗じて算出したエネルギ
ーの合計値である．

（ 8）	無機質（mineral）
　栄養学的に重要な無機質の定量は，乾式灰化法や希塩酸抽出法で調製した試
料について，おもに原子吸光法と誘導結合プラズマ（ICP）発光分析法で測定さ
れる．ナトリウム，カリウム，カルシウム，マグネシウム，リン，鉄，亜鉛，
銅，マンガンは mg/100 g で示され，また，ヨウ素，セレン，クロム，モリブ
デンは µg/100 g で示される．
（ a）ナトリウム（sodium，Na），カリウム（potassium，K），鉄（iron，Fe），

亜鉛（zinc，Zn），銅（copper，Cu），マンガン（manganese，Mn）
　希酸抽出法または乾式灰化法で試料調製し，原子吸光法，ICP 発光分析法ま
たは ICP 質量分析法で測定される．鉄は一部食品では，1 ,10-フェナントロリ
ン吸光光度法で測定される．鉄には 2 価と 3 価があるが，食品成分表では全鉄
として表している．亜鉛，マンガンは一部の食品では，キレート抽出-原子吸
光光度法で測定される．
（ b）	カルシウム（calcium，Ca），マグネシウム（magnesium，Mg）

　乾式灰化法で試料調製し，干渉抑制剤としてストロンチウム溶液を用いた原
子吸光法と ICP 発光分析法または ICP 質量分析法で測定される．
（ c）	リン（phosphorus ,  P）

　乾式灰化法で試料調製し，バナドモリブデン酸吸光光度法または ICP 発光
分析法で測定される．
（ d）	ヨウ素（Iodine，I）

　アルカリ抽出法またはアルカリ灰化法で試料調製し，ICP 質量分析法で測定
される．
（ e）	セレン（selenium，Se），クロム（chromium，Cr），モリブデン

（molybdenum，Mo）
　マイクロ波による酸分解法で試料調製し，ICP 質量分析法で測定される．

（ 9）	ビタミン（vitamin）
（ a）	ビタミン A（vitamin A）

　ビタミン A は，レチノール，β-カロテン当量，レチノール活性当量を収載
している．

ICP
高周波誘導結合プラズマ．
Inductively Coupled Plasma
の略号．
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ⅰ）	レチノール（retinol）
　レチノールは従来ビタミン A（vitamin A）とよばれていたが，これは生理的
効果を表すときに使用し，食品成分表では国際的に物質名称として認められた
レチノールを使用する．成分値は，異性体の分離を行わず全トランスレチノー
ル相当量を求め，レチノールとして µg/100 g で示す．測定は高速液体クロマ
トグラフ法により行う．
ⅱ）	α-カロテン（α-carotene），β-カロテン（β-carotene），β-クリプトキ
サンチン（β-cryptoxanthin）

　カロテノイド色素に属するα- カロテン，β- カロテン，β- クリプトキサ
ンチンなどは，レチノールと同様の活性をもつプロビタミン A である．その
効力が最大のものはβ-カロテンであり，食品中にもっとも多く分布する．成
分表ではα-，β-カロテンならびにβ-クリプトキサンチンの成分値を
µg/100 g で示す．測定法は高速液体クロマトグラフ法である．
ⅲ）	β-カロテン当量（β-carotene equivalents）

　α-カロテン，β-カロテンおよびβ-クリプトキサンチン量から，β-カロテ
ン当量を算出し，µg/100 g で示す．
ⅳ）	レチノール活性当量（retinol activity equivalents：RAE）

　日本人の食事摂取基準にあわせてレチノール活性当量として表し，µg/100 g
で示す．レチノール活性当量の算出方法はマージンの「レチノール活性当量の算
出式」を参照してほしい．この式では 1 µg β-カロテンを 1/12 µg レチノール
活性当量としている．
（ b）	ビタミンD（vitamin D）

　ビタミンD（カルシフェロール）には，植物性食品に含まれる D2（エルゴカル
シフェロール）と動物性食品に含まれる D3（コレカルシフェロール）がある．測
定は高速液体クロマトグラフ法で行われる．両者のヒトに対する生理活性はほ
ぼ同等であり，値は両者の合計を µg/100 g で示す．
（ c）	ビタミン E（vitamin E）

　食品に含まれるビタミン Eはおもにα-，β-，γ-，δ-トコフェロール
（tocopherol）の 4 種である．測定は高速液体クロマトグラフ法で行われ，それ
ぞれの成分値を mg/100 g で示す．
（ d）	ビタミン K（vitamin K）

　食品に含まれるビタミン Kは K1（フィロキノン）と K2（メナキノン類）であり
効力は同じである．測定は高速液体クロマトグラフ法で行われる．成分値は，
原則としてビタミン K1 と K2（メナキノン-4）の合計値を µg/100 g で示す．
（ e）	ビタミン B1（vitamin B1）

　国際的な名称はチアミン（thiamin）であるが，わが国では一般的にビタミン
B1 とよばれているので，食品成分表もその名称を使用する．測定には高速液
体クロマトグラフ法が適用される．成分値はチアミン塩酸塩相当量として

レチノール活性当量の算出式
レチノール活性当量（µg）
＝レチノール（µg）＋ 1/12β-カ
ロテン当量（µg）

β- カロテン当量の算出式
β-カロテン当量（µg）
＝β-カ ロ テ ン（µg）＋ 1/2α-カ
ロテン（µg）＋ 1/2β-クリプトキ
サンチン（µg）

ビタミン D 効力
D2，D3 いずれもヒトに対しては
ほぼ同じ生理活性（ビタミン D 効
力）を示し，1 µg が 40 IU（国際単
位）に相当する．なお，D3 のほう
が D2 より生理活性が大きいとい
う報告もある．

PlusOne Point

α-トコフェロール当量の算出式
α-トコフェロール当量（mg）
＝α-トコフェロール（mg）＋
40/100β-トコフェロール（mg）＋
10/100γ-トコフェロール（mg）＋
1/100δ-トコフェロール（mg）

メナキノン-7 含量の多い食品
　糸引き納豆，挽きわり納豆，五
斗納豆，寺納豆，金山寺みそ，ひ
しおみそではメナキノン-7 を多
量に含むため，メナキノン-7 含
量をメナキノン-4換算値とした後，
ビタミン K 含量に合算する．

PlusOne Point

有色野菜と緑黄色野菜
四訂成分表では野菜のうちカロテ
ンが可食部 100 g 当たり 600 µg
以上のものを有色野菜としていた．
厚生労働省は栄養指導上の観点か
ら，有色野菜のほか，一部の野菜
で可食部 100 g 当たりのカロテン
含量が 600 µg 未満であるが，摂
取量および摂取頻度が多いものを
緑黄色野菜としてきた．すなわち，
緑黄色野菜とは「可食部 100 g 当
たりのカロテン含量が 600 µg 以
上のもの，あわせて可食部 100 g
当たりのカロテン含量が 600 µg
未満であるが，摂取量および摂取
頻度が多い一部の野菜（トマト，
青ピーマンなど 8 種，表 1 .3 参
照）」の計 86 種である．

PlusOne Point
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mg/100 g で示す．
（ f）	ビタミン B2（vitamin B2）

　国際的な名称はリボフラビン（riboflavin）であるが，わが国では一般的にビ
タミン B2 とよばれているので，食品成分表もその名称を使用する．測定には
高速液体クロマトグラフ法が適用される．成分値は mg/100 g で示す．
（ g）	ナイアシン（niacin），ビタミンB6（vitamin B6），ビタミンB12（vitamin 

B12），葉酸（folic acid），パントテン酸（pantothenic acid），ビオチン
（biotin）

　これらのビタミンは微生物を用いて定量される．ナイアシン（p .82 参照）は
ニコチン酸相当量を mg/100 g で示す．また，生体内でトリプトファンから一
部生合成され，その活性がナイアシンの 1/60 であることから，これらを合算
したナイアシン当量を mg/100 g で示す（p .82 参照）．
　なお，トリプトファン量が未知の場合はたんぱく質の 1 ％をトリプトファン
と見なす．ビタミン B6（p .82 参照）ではシアノコバラミン相当量を µg/100 g
で示す．パントテン酸は mg/100 g で示す．ビタミン B12（p .82 参照）はシアノ
コバラミン相当量を µg/100 g で示す．葉酸，ビオチンは µg/100 g で示す．
（ h）	ビタミンC（vitamin C）

　国際的な名称は L-アスコルビン酸（L-ascorbic acid）であるが，わが国では
一般的にビタミンCとよばれるので，食品成分表もその名称を使用する．ビ
タミン C には還元型の L-アスコルビン酸と酸化型のデヒドロアスコルビン酸
があるが，両者の生物学的効力を同等とみなし，値は両者の合計を mg/100 g
で示す．測定はメタリン酸溶液でホモジナイズ抽出し，酸化型にした後，オサ
ゾンを生成させ高速液体クロマトグラフ法でなされ，値は mg/100 g で示す．

（10）	食塩相当量（NaCl equivalent）
　食塩相当量は，食塩および食塩以外のナトリウム含有物（グルタミン酸ナト
リウム，アスコルビン酸ナトリウム，リン酸ナトリウム，炭酸水素ナトリウム
など）に由来するナトリウム量に 2 .54（NaCl の式量 /Na の原子量）を乗じた値
であり，値は g/100 g で示す．実践的場面では，ナトリウム摂取量の目安とし
て食塩摂取量をみることが多いからである．

（11）	アルコール（alcohol）
　アルコールはエネルギー産生成分として位置づけられている．し好飲料，調
味料に含まれるエチルアルコールの量が，浮標法，ガスクロマトグラフ法（水
素炎イオン化検出）または振動式密度計で測定され，成分値は g/100 g で示す．

（12）	備　考（remarks）
　食品の内容や各成分値などに関連深い，重要な次の事項が示されている．
①食品の別名，性状，廃棄部位，加工食品の原材料名，主原材料の配合割合，

添加物など．
②別途測定した硝酸イオン，酢酸，カフェイン，ポリフェノール，タンニン，

ナイアシンの成分値はニコチン酸
とニコチン酸アミドの合計値であ
るニコチン酸相当量で示されてい
る．なお，ナイアシンは食品から
の摂取以外に，一部が体内でトリ
プトファンから生合成されるが

（p .82 参照），その活性はナイア
シンの 60 分の 1 とされている．

PlusOne Point

高速液体クロマトグラフィー
（high performance liquid
chromatography）
HPLC と略される．きわめて微
細な充填剤粒子をカラムに詰め，
多成分を含む試料液を注入し，ポ
ンプで高圧をかけて送液し各成分
を溶出するクロマトグラフィー．
少量の試料から各成分を高速で分
離できるので有用である．
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テオブロミン，しょ糖，調理油などの含量（ただし，しょ糖は文献値）．

練　習　問　題
　次の文を読み，正しいものには○，誤っているものには×をつけなさい．

（ 1 ）食品成分表に記載されているエネルギーの単位は，kcal（キロカロリー）と kJ（キ

ロジュール）が併記されているが，国際的には kcal（キロカロリー）が用いられる．

（ 2 ）アミノ酸組成によるたんぱく質量は，アミノ酸合計の値に窒素－たんぱく質換

算係数を乗じたものである．

（ 3 ）脂質はエーテル抽出法を原則としながらも，穀物にはクロロホルム・メタノー

ル混液法，卵には酸分解法，乳類にはレーゼゴットリーブ法が適用される．

（ 4 ）ココアにはテオブロミン由来の窒素が含まれているので，成分表に示されたた

んぱく質量は実際より多くなっている．

（ 5 ）食品成分表でのエネルギー量は，可食部 100 g 当たりのたんぱく質，脂質，利

用可能炭水化物の量に各成分のエネルギー換算係数を乗じて算出される．

（ 6 ）灰分値は無機質の総概量で，差引き法による炭水化物量を算出するのに必要で

ある．

（ 7 ）鉄には 2 価と 3 価があり吸収率が異なるが，成分表では総量を mg で示す．

（ 8 ）β-カロテン 30 µg は，レチノール活性当量として 5 µg となる．

（ 9 ）食品中のカロテンはほとんどがβ-カロテンであり，そのレチノール活性当量は

他のプロビタミン A に比べて高い．

（10）ビタミン C には還元型である L-アスコルビン酸と酸化型であるデヒドロアスコ

ルビン酸があり，成分表では L-アスコルビン酸量をビタミン C 量としている．

（11）食品成分表での食塩相当量は，食品中に含まれるナトリウムに 2 .54 を乗じて

計算された量なので，加工食品などでは食塩由来以外のナトリウムも食塩量とし

て算出される．


