
　池田　今後そういうものが出てくる
と、逆に使い分けがまた悩ましいです
ね。
　金子　使い分けも悩ましいですが、
どの薬を使ってもいまいちだった方に

は、また全然別のメカニズムの薬が出
てくるということで、少し福音となる
可能性はあるのではないかと思って期
待しています。
　池田　ありがとうございました。

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科教授
中　島　　啓

（聞き手　池脇克則）

　人工甘味料を熱量制限に活用することについての是非についてご教示くださ
い。ゼロまたは低カロリー甘味料は、糖尿病をはじめとする、熱量制限が必要
とされるが甘味が欲しい患者さんには福音と考えてきました。以前からソルビ
トールがあり、最近はアスパルテームやスクラロースが主流のような印象です。
　しかし、2017年ボストン大学の研究チームが、人工甘味料入り炭酸飲料を毎
日のむと、のまない人に比べて、脳血管疾患や認知症リスクが２〜３倍になる
と発表したと伝えられたようです。それ以前から、発がん性が取りざたされた
り、アレルギー性気道疾患の増悪をみるといった内容を、医家向けでなく一般
向けサイトでよく見受けます。現段階で、こうした人工甘味料使用に関しては
肯定的でしょうか、否定的でしょうか。

＜東京都開業医＞

人工甘味料

　池脇　市中には人工甘味料入りの清
涼飲料水などが、たくさん売られてい
ます。そういう意味では非常に身近な
ものですね。
　中島　非常に身近です。
　池脇　それが体にいいのかどうかが
最終的な質問なのですが、人工甘味料、
まず基本的なこととして、どういうも
のがあるのか。それが体の中でどう代
謝されるのか。そのあたりから教えて
ください。

　中島　日本で現在使われている人工
甘味料は、アスパルテーム、スクラロ
ース、そしてアセスルファムカリウム
（アセスルファムK）があります。サッ
カリンも一部では使われているのです
が、日本では非常に少ないです。です
から、この３種類が主に飲料とかお菓
子とか、そういうものに使われていま
す。
　池脇　これらに共通するのは、人工
的に合成して、甘みが砂糖に比べてだ
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　中島　普通の食事に含まれているア
スパラギン酸やフェニルアラニンと全
く同じ経路です。アミノ酸なので、１
g当たり４kcalとして熱量になります。
ただ、それは砂糖の1/200とか、その
ぐらいの量なので、カロリーとしては
ほぼゼロに近いのです。
　池脇　２つのアミノ酸がくっついた
ものに甘みを感じるのですか。
　中島　そうです。
　池脇　逆に分解されたら、甘みはそ
こで消えてしまう。
　中島　普通のアスパラギン酸とフェ
ニルアラニンを食べている。ほかの食
品に入っているのと全く同じです。
　池脇　それが１つ目ですが、スクラ
ロースというのは何なのでしょう。
　中島　スクラロースは、スクロース
（砂糖）に非常に似ているのです。で
すから、名前もスクラロースというこ
とで似ているのです。３つの水酸基が
塩素にかわっているものです。本来は
スクロースは小腸でグルコースとフル
クトースに分かれますが、分かれるこ
とができないのです。塩素になってし
まっているために、その構造のままに
なってしまっています。ということで、
甘みだけ感じて、消化管をほとんど通
り過ぎてしまう。８～９割は便中にそ
のまま排泄されてしまう。人体に入ら
ないのです。
　池脇　消化管を通過しているときに
甘みを感じるけれども、最終的には出

ていってしまう。
　中島　そういうことです。
　池脇　それが２つ目です。３つ目の
アセスルファムKはいかがですか。
　中島　アセスルファムKは、構造式
にベンゼン環があり、ちょっとごつい
形をしているのですが、カリウムがく
っついています。これは上部小腸から
ほぼ100％近く吸収されます。吸収さ
れて、だいたい１日か２日ぐらいで尿
中に排泄されてしまいます。ほとんど
蓄積することはないです。尿中にほと
んど排泄されているので、アメリカで
調べたら、プールにけっこうアセスル
ファムKがたくさんあるとか、あるい
は河川、日本の川とかでも濃度が近年
上昇しているといわれています。
　池脇　これもアセスルファムKとい
う状態で口から小腸にいるときに甘み
を感じているのですか。
　中島　主に口腔です。最近は消化管
にも甘味受容体があるといわれていま
すが。
　池脇　そうすると、３つ、同じ人工
甘味料であっても、全く違うのですね。
　中島　そうですね。本当は一つひと
つ名称を言ったほうがいいのかもしれ
ませんね。
　池脇　ダイエット清涼飲料水は、こ
れらを様々なかたちで含んでいるので
すね。
　中島　実際には幾つかの人工甘味料
を組み合わせて、一つひとつは苦いと

いぶ強い。砂糖の代用になるというの
が人工甘味料の条件といっていいので
しょうか。
　中島　そうだと思います。
　池脇　使われているのは主に３つあ
るとおっしゃいましたけれども、３つ
が全く同じというわけではないのです
か。
　中島　構造も代謝も、影響というか、
そういうものも全く違うので、やはり
知っておく必要があると思います（表）。
　池脇　その違いから教えてください。
　中島　まずアスパルテームは、２つ
のアミノ酸、アスパラギン酸とフェニ

ルアラニンがメチル基、メチル化した
ジペプチドなのです。これは口から入
ると、消化管（胃と小腸）で加水分解
されて２つのアミノ酸、アスパラギン
酸とフェニルアラニンに分かれます。
あと、メタノールが若干できるのです
が、それはジュースとかワインに入っ
ているようなものに比べれば、1/10程
度と、非常に少ない量なので、一時心
配されたこともありますが、ほとんど
心配することはありません。
　池脇　分解されて２つのアミノ酸に
なってしまったら、アミノ酸として吸
収されるということですか。

表　日本における代表的な人工甘味料

人工甘味料 甘味度＊ 構造式 代謝

アセスルファムカリウム 200倍

上部消化管からそのまま体内
に吸収され、体内で代謝され
ることなく、数日以内にその
ままの形で尿中に排泄される。

アスパルテーム 200倍

上部消化管で、アスパラギン
酸とフェニルアラニンに加水
分解されて体内に吸収される。
その後は通常のアミノ酸と同
様な代謝を受ける。

スクラロース 600倍

消化管からほとんど吸収され
ず、その構造のまま便中に排
泄される。

サッカリン 300倍

上部消化管からそのままの構
造で吸収され、数日以内に尿
中に排泄される。

＊重量（g/g）でショ糖と比べた甘味
（Nutrition Reviews Vol. 74（11）：670-689）
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　中島　普通の食事に含まれているア
スパラギン酸やフェニルアラニンと全
く同じ経路です。アミノ酸なので、１
g当たり４kcalとして熱量になります。
ただ、それは砂糖の1/200とか、その
ぐらいの量なので、カロリーとしては
ほぼゼロに近いのです。
　池脇　２つのアミノ酸がくっついた
ものに甘みを感じるのですか。
　中島　そうです。
　池脇　逆に分解されたら、甘みはそ
こで消えてしまう。
　中島　普通のアスパラギン酸とフェ
ニルアラニンを食べている。ほかの食
品に入っているのと全く同じです。
　池脇　それが１つ目ですが、スクラ
ロースというのは何なのでしょう。
　中島　スクラロースは、スクロース
（砂糖）に非常に似ているのです。で
すから、名前もスクラロースというこ
とで似ているのです。３つの水酸基が
塩素にかわっているものです。本来は
スクロースは小腸でグルコースとフル
クトースに分かれますが、分かれるこ
とができないのです。塩素になってし
まっているために、その構造のままに
なってしまっています。ということで、
甘みだけ感じて、消化管をほとんど通
り過ぎてしまう。８～９割は便中にそ
のまま排泄されてしまう。人体に入ら
ないのです。
　池脇　消化管を通過しているときに
甘みを感じるけれども、最終的には出

ていってしまう。
　中島　そういうことです。
　池脇　それが２つ目です。３つ目の
アセスルファムKはいかがですか。
　中島　アセスルファムKは、構造式
にベンゼン環があり、ちょっとごつい
形をしているのですが、カリウムがく
っついています。これは上部小腸から
ほぼ100％近く吸収されます。吸収さ
れて、だいたい１日か２日ぐらいで尿
中に排泄されてしまいます。ほとんど
蓄積することはないです。尿中にほと
んど排泄されているので、アメリカで
調べたら、プールにけっこうアセスル
ファムKがたくさんあるとか、あるい
は河川、日本の川とかでも濃度が近年
上昇しているといわれています。
　池脇　これもアセスルファムKとい
う状態で口から小腸にいるときに甘み
を感じているのですか。
　中島　主に口腔です。最近は消化管
にも甘味受容体があるといわれていま
すが。
　池脇　そうすると、３つ、同じ人工
甘味料であっても、全く違うのですね。
　中島　そうですね。本当は一つひと
つ名称を言ったほうがいいのかもしれ
ませんね。
　池脇　ダイエット清涼飲料水は、こ
れらを様々なかたちで含んでいるので
すね。
　中島　実際には幾つかの人工甘味料
を組み合わせて、一つひとつは苦いと

いぶ強い。砂糖の代用になるというの
が人工甘味料の条件といっていいので
しょうか。
　中島　そうだと思います。
　池脇　使われているのは主に３つあ
るとおっしゃいましたけれども、３つ
が全く同じというわけではないのです
か。
　中島　構造も代謝も、影響というか、
そういうものも全く違うので、やはり
知っておく必要があると思います（表）。
　池脇　その違いから教えてください。
　中島　まずアスパルテームは、２つ
のアミノ酸、アスパラギン酸とフェニ

ルアラニンがメチル基、メチル化した
ジペプチドなのです。これは口から入
ると、消化管（胃と小腸）で加水分解
されて２つのアミノ酸、アスパラギン
酸とフェニルアラニンに分かれます。
あと、メタノールが若干できるのです
が、それはジュースとかワインに入っ
ているようなものに比べれば、1/10程
度と、非常に少ない量なので、一時心
配されたこともありますが、ほとんど
心配することはありません。
　池脇　分解されて２つのアミノ酸に
なってしまったら、アミノ酸として吸
収されるということですか。

表　日本における代表的な人工甘味料

人工甘味料 甘味度＊ 構造式 代謝

アセスルファムカリウム 200倍

上部消化管からそのまま体内
に吸収され、体内で代謝され
ることなく、数日以内にその
ままの形で尿中に排泄される。

アスパルテーム 200倍

上部消化管で、アスパラギン
酸とフェニルアラニンに加水
分解されて体内に吸収される。
その後は通常のアミノ酸と同
様な代謝を受ける。

スクラロース 600倍

消化管からほとんど吸収され
ず、その構造のまま便中に排
泄される。

サッカリン 300倍

上部消化管からそのままの構
造で吸収され、数日以内に尿
中に排泄される。

＊重量（g/g）でショ糖と比べた甘味
（Nutrition Reviews Vol. 74（11）：670-689）
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人工甘味料は少なくとも悪くしない
（Meghanら、CMAJ. 2017）。うまくす
れば、本当にいい方向に持っていける
可能性があります。
　池脇　こういう場合の介入試験のエ
ンドポイントというのは糖尿病の発症
なのでしょうか。それとも心血管疾患
の発症ですか。
　中島　BMIによる体重増加とか体重
減少とか、そういうものでしか今のと
ころはまだ見ていません。ですから、
介入による心血管リスクなどのデータ
は残念ながら今までありません。
　池脇　そういう介入試験を企画する
のもなかなかたいへんですから、もう
少しクリニカルなアウトカムの一歩手
前の、何かリスクに関係するようなも
のの発症で見ると、必ずしも悪くない。
簡単に言ってしまうと、うまく使えば
いいのではないか、という感じなので
しょうか。
　中島　そうですね。

　池脇　例えば、糖尿病の患者さんに
対して人工甘味料はどう指導されます
か。
　中島　少なくとも１回、人工甘味料
を取ったからといって、血糖値が上が
ることはないです。むしろ心配なのは、
例えば空腹のときに人工甘味料を取っ
て、自分は糖分を取ったと錯覚してし
まう。そのとき、例えば空腹が継続し
てしまったり、作業、労作を継続して
しまうと、低血糖になる可能性がある。
低血糖になると、食欲はぐっと増しま
す。そのような空腹で取ってしまう場
合は危ない可能性があります。そのと
きは糖分の入っているものを摂取して
きちんと補うのが重要かと思います。
　池脇　素材としては悪くないが、う
まく使うのもなかなかたいへんなので
すね。
　中島　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

いうか、後味がちょっと悪いところが
あったりするので、アスパルテームと
アセスルファムKを組み合わせたり、
あるいは砂糖を若干入れたり、そうい
うことを企業は行って、できるだけま
ろやかな味にしています。
　池脇　補完的に組み合わせて、受け
入れられやすい味にしているのですね。
　中島　企業がいろいろ工夫している
のだと思います。
　池脇　カロリーにならないもので甘
みを十分感じられるというのは、砂糖
の代用としてきちんと使えば体にいい
ような気がするのですが、質問のよう
に、アメリカのボストン大学の研究で
は人工甘味料を取った人は取らない人
に比べて脳血管障害、認知症のリスク
が２～３倍に上がっていた。逆に悪い
のではないかというデータなのですが、
これは専門家としてどう解釈されるの
でしょう。
　中島　これは観察研究、10年間のコ
ホート研究で、基本的には本人の食事
は自由にしているので、研究結果をよ
く読むと、人工甘味料を多く摂取する
人たちは、糖尿病のリスクが非常に高
い、もともと糖尿病になりやすい人た
ちです。そう考えると、著者たちも最
後の考察で述べているのですが、人工
甘味料そのものが脳梗塞とか認知症を
高めるというよりは、そういう糖尿病
になりやすい人たちが人工甘味料を多
く取っている。そのため、人工甘味料

は指標というか、マーカーみたいなも
のではないかと。
　池脇　確かに糖尿病あるいは肥満、
あるいはいろいろなリスクを抱えてい
る人たちは、砂糖の代わりにこれがい
いというと、どうしてもそういうもの
を取ってしまいますね。そういう人た
ちはそもそもリスクが高いから、将来
的に脳血管障害が多い。原因というよ
りも、そういう人たちが取っているの
をただ見ているだけだと。バイアスと
いっていいのか、観察研究では排除で
きないですね。
　中島　はい。
　池脇　そういったバイアスを極力排
除して、無作為に、ある人にはプラセ
ボ、残りは人工甘味料という介入試験
の成績は出ているのでしょうか。
　中島　それは今までに７つぐらい、
もう少しあるのですが、実際に評価で
きるのは７つぐらいで、そのうち２つ
（Petersら、Obesity. 2016、Blackburn
ら、Am J Clin Nutr. 1997）は人工甘
味料を使った介入研究では有意に改善
している。あとの４つぐらいは効果が
なかった。有意差がなかった。合計し
てしまうと、改善の効果はなかったの
ですが、悪化することもなかったとい
うことです。これを考えると、少なく
とも悪化はしていないので、介入研究
では食事とか、いろいろな生活習慣な
どがきちんと規定されているので、そ
ういう状態のときに、場合によっては
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人工甘味料は少なくとも悪くしない
（Meghanら、CMAJ. 2017）。うまくす
れば、本当にいい方向に持っていける
可能性があります。
　池脇　こういう場合の介入試験のエ
ンドポイントというのは糖尿病の発症
なのでしょうか。それとも心血管疾患
の発症ですか。
　中島　BMIによる体重増加とか体重
減少とか、そういうものでしか今のと
ころはまだ見ていません。ですから、
介入による心血管リスクなどのデータ
は残念ながら今までありません。
　池脇　そういう介入試験を企画する
のもなかなかたいへんですから、もう
少しクリニカルなアウトカムの一歩手
前の、何かリスクに関係するようなも
のの発症で見ると、必ずしも悪くない。
簡単に言ってしまうと、うまく使えば
いいのではないか、という感じなので
しょうか。
　中島　そうですね。

　池脇　例えば、糖尿病の患者さんに
対して人工甘味料はどう指導されます
か。
　中島　少なくとも１回、人工甘味料
を取ったからといって、血糖値が上が
ることはないです。むしろ心配なのは、
例えば空腹のときに人工甘味料を取っ
て、自分は糖分を取ったと錯覚してし
まう。そのとき、例えば空腹が継続し
てしまったり、作業、労作を継続して
しまうと、低血糖になる可能性がある。
低血糖になると、食欲はぐっと増しま
す。そのような空腹で取ってしまう場
合は危ない可能性があります。そのと
きは糖分の入っているものを摂取して
きちんと補うのが重要かと思います。
　池脇　素材としては悪くないが、う
まく使うのもなかなかたいへんなので
すね。
　中島　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

いうか、後味がちょっと悪いところが
あったりするので、アスパルテームと
アセスルファムKを組み合わせたり、
あるいは砂糖を若干入れたり、そうい
うことを企業は行って、できるだけま
ろやかな味にしています。
　池脇　補完的に組み合わせて、受け
入れられやすい味にしているのですね。
　中島　企業がいろいろ工夫している
のだと思います。
　池脇　カロリーにならないもので甘
みを十分感じられるというのは、砂糖
の代用としてきちんと使えば体にいい
ような気がするのですが、質問のよう
に、アメリカのボストン大学の研究で
は人工甘味料を取った人は取らない人
に比べて脳血管障害、認知症のリスク
が２～３倍に上がっていた。逆に悪い
のではないかというデータなのですが、
これは専門家としてどう解釈されるの
でしょう。
　中島　これは観察研究、10年間のコ
ホート研究で、基本的には本人の食事
は自由にしているので、研究結果をよ
く読むと、人工甘味料を多く摂取する
人たちは、糖尿病のリスクが非常に高
い、もともと糖尿病になりやすい人た
ちです。そう考えると、著者たちも最
後の考察で述べているのですが、人工
甘味料そのものが脳梗塞とか認知症を
高めるというよりは、そういう糖尿病
になりやすい人たちが人工甘味料を多
く取っている。そのため、人工甘味料

は指標というか、マーカーみたいなも
のではないかと。
　池脇　確かに糖尿病あるいは肥満、
あるいはいろいろなリスクを抱えてい
る人たちは、砂糖の代わりにこれがい
いというと、どうしてもそういうもの
を取ってしまいますね。そういう人た
ちはそもそもリスクが高いから、将来
的に脳血管障害が多い。原因というよ
りも、そういう人たちが取っているの
をただ見ているだけだと。バイアスと
いっていいのか、観察研究では排除で
きないですね。
　中島　はい。
　池脇　そういったバイアスを極力排
除して、無作為に、ある人にはプラセ
ボ、残りは人工甘味料という介入試験
の成績は出ているのでしょうか。
　中島　それは今までに７つぐらい、
もう少しあるのですが、実際に評価で
きるのは７つぐらいで、そのうち２つ
（Petersら、Obesity. 2016、Blackburn
ら、Am J Clin Nutr. 1997）は人工甘
味料を使った介入研究では有意に改善
している。あとの４つぐらいは効果が
なかった。有意差がなかった。合計し
てしまうと、改善の効果はなかったの
ですが、悪化することもなかったとい
うことです。これを考えると、少なく
とも悪化はしていないので、介入研究
では食事とか、いろいろな生活習慣な
どがきちんと規定されているので、そ
ういう状態のときに、場合によっては
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