塩の代替えになり得る塩化カリウムと減塩
欧米市場におけるその動向は？
久保村喜代子
KiyokoKubomura
久保村食文化研究所

の代替手段にはなり得ない。特に塩分を制

1．はじめに

限された腎臓病食を必要とする透析患者は注

減塩はなぜ必要なのか？｢塩分の主成分は，

意しなければならない。カリウムは，正常な

｢塩化ナトリウム｣のことであり，ナトリウム

血液中濃度であれば筋肉や神経の活動を助け

は私たちの体にとって大切な成分であるが，

るミネラルの一種である。しかし腎臓に障害

過剰摂取は，体に悪影響を及ぼす」といわれ

があると，

ている。しかしある人々は食塩中のナトリウ

なり，体内に蓄積されてしまう。カリウムの

ムを悪者として，過激に減塩をする。大方

血液中濃度が高くなると，不整脈，心不全の

の消費者は，塩分と塩味を混同している状況

原因となり，突然死を引き起こすことさえあ

だ。減塩するための調理のコツが，多くの

る。こうしたリスクを避けるためには，腎臓

メディアで紹介されている。しかし，現実に

病患者は，

消費者が摂取している塩分は，加工食品由来

に保てるように，

のものも多い。

ことが必要となる。

いわゆる減塩(SodiumReduction)を目
的とする処方開発が難しいのは，塩が最強の

FoodFlavouringであり，それに勝るもの
がないからである。減塩塩製品市場では以
前より， 「ナトリウムが悪ければカリウムが

カリウムの尿への排出が難しく

カリウムの血液中濃度を正常範囲
カリウム摂取量を制限する

余談だが，米国では，塩化カリウムは死刑
執行時に使用する薬物としても知られる。

2.世界の減塩(塩化カリウム利用)の動向
−特に欧米市場における減塩

ナトリウムの代替えとして塩化

米国は，毎年高血圧に関連する直接的な医

カリウムを使用する処方がポピュラーとなっ

療費として推定1310億ドルを費やしている。

ている。

高血圧によって引き起こされる罹患率および

ある！ 」と，

塩化カリウムは一般的に，製塩を行った
後に発生する苦汁から生産される。塩化カ

早期死亡による生産性の低下を計算するとさ
らに250億ドルの損失となる。

リウムの入った｢減塩塩｣は，減塩醤油や減

アメリカの高血圧症の成人の推定3人に1

塩つゆの素などにも利用されている。一方，

人，および健康管理されていない症例の半

昨今では昆布，干し椎茸， ホタテなどの旨味

数以上は食事の管理により改善が期待でき

を加えることで，ナトリウムの使用量を減ら

る。アメリカの心血管疾患の総費用は毎年約

した製品も上市されている。

4440億ドルであり，減塩がこれを大きく削

しかしながら，塩化カリウムも絶対的な塩
26
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の臨床予防治療において，現在18〜79歳の

答

米国成人の早期死亡を毎年1万4000人減らす

食品における長期間の使用経験，および米国

ことができる。過剰なナトリウムを摂取し

における食品使用の規制上の容認，並びに多

ているアメリカなどの地域では，死因のトッ

数の国際的な科学機関および規制当局によっ

プは高血圧症である。そしてこうした国々で

て承認されている。塩化物塩(塩化カリウム

はナトリウム摂取の75％がレストランと加

を含む)の1日の許容摂取量(ADI)は｢制限

：塩化カリウムの経口摂取の安全性は，

仮に，私たちが推奨摂取量を超えるとどうな

である。

るか？

1）アメリカの消費者へ向けた塩化カリウム

答

情報

：塩化カリウムは，その構成イオンであ

るカリウムイオンと塩素の形で体内に吸収さ

食品に使用されている塩化カリウムについ
て，いくつかの質問や危

倶がメーカーに寄せ

れる。医学研究所(IOM)によると, 4.7g/
日の適切な摂取量(AI)レベルでのカリウム

られている。米国の企業はウェブサイトなど

の食事摂取(すべての成人に対して）は，

を通じて，塩化カリウムに関する次のQ&A

り低い血圧レベルを維持し，塩化ナトリウム

を公表している。以下にその例を挙げる。

摂取の悪影響を減らすはずであり，血圧を上

質問：塩化カリウムとは何？

げ，腎臓結石の再発のリスクを減じ，骨量

答

減少を抑えるであろう。正常な腎機能を有

：塩化カリウムは一般的な天然のミネラ

よ

カリマイニングといわれ

する一般的に健康な集団では，食物からたと

る溶液を用いて一定の地域の土壌から抽出さ

えAI以上の過剰なカリウム摂取があっても，

れる。すなわち，塩化カリウム堆積物が存在

容易に尿中に排泄されるので問題にならな

する地面に水が注入され，水が塩化カリウム

い。しかしながら，

を溶解し，飽和状態に近い水溶液（ブライン）

に関連した特別な病状(例：糖尿病，腎不全，

が地表にポンプで戻され，水が蒸発して塩化

重度の心不全など)，

カリウムが残るという仕組みである。また塩

(例：特定の薬物，食事制限など)を受けてい

化カリウムは海水中に存在するミネラルのひ

る人は，医療従事者に塩化カリウムを含む食

とつで，天然塩を製造するのと同様に海から

品を摂取する前に相談すべきである。現在

も伝統的な太陽蒸発によって抽出することが

のところ，米国とカナダの全グループによる

できる。

カリウムの食事摂取量はAIよりかなり低く，

質問：塩化カリウムは安全に食べられるか？

成人女性はAIの約半分(2.2〜2.6g/日）し

答

：安全に食べることができる。塩化カ

か摂取しておらず，男性は女性よりもやや高

ルである。通常，

カリウムの尿中排泄障害

または特定の治療計画

リウムは，米国食品医薬品局(FDA)によっ

い摂取量(2.6〜2.8g)を有している。これは，

て，食品中の多目的成分として一般に安全と

食物由来のカリウムのすべての供給源（天然

認められている物質(GRAS)と確認されて

成分と添加成分)を含む。従って，米国農務

いる。意図した技術的効果を食品に達成す

省(USDA)の2010年米国人向け食事ガイド

るのに必要なレベルで利用可能である。

ラインでは，他の栄養素の中でも特に， カリ

質問：塩化カリウムは私たちにとって有害な

ウムを提供する食品の摂取量を増やすことを

のか？

推奨している。
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醒・叩吋哩塘︒

のナトリウムの摂取量は，料理由来が75％

● ● ● ● ● 零 琴

質問：塩化カリウムの推奨摂取量はあるか？

鐸群

しているかを知らない。なお，わが国や中国

叩■叩■心弥干■■鈍

これはヒトに対する毒性が非

■・貼心孔叩叩叩叩

常に低いことを示している

自分自身がどれほどのナトリウムを摂取

軸．︑︑︑︑．

なし」であり，

が，

●琴徳●鵠

工食品由来である。そのためほとんどの人々

識

質問：塩化カリウムからの塩化物摂取量はど

制御，

タンパク質修飾，風味増強）も果たす

のような影響があるか？

ことが多い。

答 : IOMによると，塩化物のAIは2.39/
日，上限(UL)はすべての成人で3.69/日

質問：塩化カリウムを含む食品は何か？

である。一般的に，加工食品中に存在する

たは以下のようなさまざまな分野の食品にお

塩化ナトリウムは塩化物量をAI以下にする

いてカリウム濃縮に由来する品質改良効果を

よう要件を満たしている。そのため，食品中

目的として広く使用されている。

の塩化ナトリウムの代わりとしての塩化カリ

・乳幼児向け食品

ウムの使用は，塩化物の潜在的な食事摂取量

・シリアル

の増加をもたらす可能性は少ない。

・冷凍総菜

質問：心配しなければならない健康上の問題

・食肉加工品

はあるか？

・チップやクリスプなどのスナック食品

答

・スポーツ飲料(電解液として）

：腎機能が正常な一般的に健康な人で

答

：塩化カリウムは，塩代替物として，

ま

は，食物から過剰なカリウムを摂取しても，

・スープ

尿中に容易に排泄されるので問題にはならな

・ソース

い。しかしながら， カリウムの尿中排泄障害

・スナック／栄養バー

に関連した特別な病状(例:糖尿病，腎不全，

質問：塩化カリウムの食品以外の用途は何か？

重度の心不全など)，

答

または特定の治療計画

(例：特定の薬物，食事制限など）を受けて

：塩化カリウムの最大の用途は肥料であ

る。人間や他の多くの生物と同様に，植物

いる人は，塩化カリウムを含む食品を摂取す

も生育するためにカリウムが必要であり，肥

る前に医療従事者に相談すべきである。

料/工業用グレードの塩化カリウムは一般に

質問：私の体は塩化カリウムを必要とするか？
答

：塩化カリウムは，その櫛成イオンであ

why向｡α慨aIH砲c和v顎写

Mny恥､$也ccｬ鱈嘘r恥i噂

るカリウムと塩化物の形で体内に吸収され
る。カリウムおよびその塩化物の電解質は，

人体の正常な機能(例えば，血圧恒常性，腎

臓機能,細胞連絡,pH緩衝)に不可欠である。
質問：塩化カリウムは食品において何のため
に使用されているのか？
答

:GRASが承認した塩化カリウムの使
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える他の食塩の機能的役割（例えば，微生物

鋤睡恥恥睡︾

雪

ウム）と同様に，塩化カリウムは塩味を与え，
食品の味，食感，および貯蔵寿命に影響を与

︾︾

一

めの塩代替品としてである。塩(塩化ナトリ

一弥睡睡

︾

二は，食品中のナトリウム含有量を減らすた

︾ 嘩 噸︾恥︾一

︾

第一は，食品にカリウムを豊富にする。第

池吋

梱価︽侭率伽１４

﹄

いて2つの主な目的のために使用されている。

〃

ム量表示が入る
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カリと呼ばれている。塩化カリウムはまた

患率の主な要因である。過剰なナトリウム

製薬業界で透析液にも使用されている。透

摂取量(主に塩化ナトリウムの形で，一般に

蔓

析液中の塩化カリウムは，身体の電解質のバ

塩として知られている）は，血圧の上昇，心

1

ランスを保つのに役立つ。

血管疾患などの特定の非伝染性疾患の主要な

2）欧州ではグローバルな食品企業・原材料

危険因子に関連するとされている。カリウム

メーカーが，塩の代替えになり得る塩化

は心血管疾患と関連のある骨ミネラル密度に

カリウムについて使用上のポジション

有益な効果を持ち，高ナトリウム消費の負の

ペーパーを発表した。

結果を軽減する。

CULINARIAEUROPE畦.V、

鴬響鷺

⑬鍋 織耐I冒
Jungbunziauer

蜥噌蕊

塩化カリウム（カリウム塩)は，加工食品

上記を考慮して,WordHealthOrgani‑
zation(WHO)は，成人と子供の血圧と心血
管疾患脳卒中，冠状動脈性心臓病のリスク

を減らすために，食品からのカリウム摂取量
を増やすことを推奨している。

欧州では，塩化カリウムは食品添加物に関
する規制(EC)Nol333/2008に基づく制限

なしに多くの食品カテゴリーで一般に認め

の栄養特性の改善を容易にするための代替的

られている添加物であるため，

これらの食

な塩として食品業界で長い間安全に使用され

品カテゴリーの｢最低量統計」原則に従って

てきた。ミネラルとしてのカリウムも，心血

使用できる。塩化カリウムはまた，最も一

管系に有益な効果をもたらすことが知られて

般的な塩代替物の一つとして知られている。

いる。消費者は塩分摂取量を意識するよう

塩味の代替物は，記述5に基づく規制(EC)

になってきた。しかし，

Nol333/2008の範囲から除外されている。

これらの成分につい

ては安全性が証明されているにもかかわら

「物質は，それらが風味および／または味

ず，馴染みのない名前であることから，使用

を与える目的で，あるいは栄養代替目的で使

する消費者は疑いを抱いている。
ヨーロッパの食品業界内のステークホル

ダーは，製品中の塩分レベルを継続的に削減

用される場合，食品添加物として考慮される
べきではない｣。
さらに，

ビタミンおよびミネラル， ならび

することによって消費者がナトリウム摂取量

に他の特定の物質を食品に添加することに関

を減らすのを助長することに尽力している。

する規制(EC)No"1925/2006によれば，塩

その目的のために，風味，食感， コスト，商

化カリウムをカリウムのミネラル源として食

品の貯蔵寿命，食品の安全性，および成分の

品に添加することができる。

表示に関する消費者の同意を犠牲にしないよ
うに，代替塩としての塩化カリウムの使用を
促進したいと考えている。塩代替物として

関する欧州委員会からの要請に関する欧州食

使用される場合，塩化カリウムの表示に使用

2月22日， 「食品からの摂取に加えて，塩化

される最も適切な記述名として， 「カリウム

カリウムサプリメントとしての1日当たり約

塩」または類似の／同等の用語を考慮し，消

3gのカリウムの長期摂取は，有害な影響(血

費者の印象を尊重する。

漿カリウムまたは胃腸症状の上昇)を引き起

非感染性疾患(NCD:NonCommunica‑
bleDisease)は，世界全体での死亡率と罹

こさないことが示されている」。しかしなが

月刊フードケミカル2019−4

許容されるカリウムの上限摂取量レベルに

品安全局(EFSA)の見解(採択)は, 2005年

ら，腎機能障害を持つ患者は， 自身のカリウ
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表1

オンライン消費者調査：以下の素材のうち，あなたが受け入れられるのはどれか
一口

ヨーロッパでの平均的な許容度(％）
(ドイツ， フランス， イタリスベルギー，

スペイン）

計

n=12,100

拒絶

許容
塩

53

4

ミネラル塩
塩化カリウム
塩化カリウム代替垣
塩化カリウムを配合したミネラル塩

33

2

9

9

3

35

12

7

引用元：ネスレ

ム摂取が制限されていることに注意しなけれ

い。人間の嗜好は経時的に塩味の低下に順

ばならない。これらの患者は，塩化カリウム

応することができるが，許容できる時間枠内

の適切な表示によって情報に基づいた選択を

に減塩目標を達成するためには塩代替物が必

することが可能になるであろう。

要である。ナトリウム摂取量に関するWHO

の推奨事項を満たすためにナトリウム濃度を

3.ポジショニングステートメント

さらに軽減する場合，

上記の利害関係者は，消費者の意識向上，
教育および1日の塩分摂取量の削減の努力を
支援することを約束しており，

よりその必要性が重要

となる。

4.消費者の見識

われわれは

5g/日の塩分摂取量というWHOの目標を支

1）減塩に対する真相や内面の意味などにつ

いての，主に直感による見識など

持している。塩化カリウムはこの目標を達

最近の調査によると，

成するのに有益であるが，同時に食品中のカ

ヨーロッパの消費者

は食品に使用されている成分やラベルに書か

リウム濃度を増加させる。

塩の一部を塩化カリウムで置換すると，食

れている内容をより注視してきている。非

品の好ましい味のプロファイルを維持するの

常に多くの場合，表1のような特定の成分が

に役立ち，消費者が食卓に塩を戻すのを防ぐ

一般的に人間の消費にとって安全で有益であ

ことができる。食品の全体的な味は，一般

ると考えられるが，欠陥のある認識に基づい

的に主要な消費者の嗜好促進要因とみなすこ

て消費者に受け入れられていない。

これは主に，消費者が知っている，

とができる。いくつかの食品では，塩は全体

または

的な味覚プロファイルにおいて主要な役割を

よく知っている成分への信頼，および未知の

果たすため，再処方後の消費者の支持を維

ものへの不信または恐怖である。今日では，

持し，食卓での塩の自由な追加を避けるため

添加剤(｢E‑ナンバー｣)および｢化学」名を持

に塩分の削減は慎重に実施しなければならな

つすべての成分が一般的に拒否されている。

表2オンライン消費者調査：以下の素材をどの程度まで許容できるか
ｽぺｲ易
ｵﾗﾝ父
イギリス ドイツ ボｰﾗﾝ フランス
イタリズ
ベルギー
(n=300) (n=454) (n=300) (n=450)
ポルトガル
(n=450)
(n=300)
海水由来の塩

5．5

塩

4.7

塩化カリウムなどの代替塩姦1
天然のミネラル塩などを含む塩化カリウム
天然の塩化カリウムから得られた代替塩
塩化カリウムなどを配合した代替塩姦2

3．5

※1 :Saltrep!"er (potassiumch!mide)
30

5．4

4.7

Scale

5.5

5．6

5．1

5.6

5.9

4.9

5.1

4．4

5.3

5．5

3．4

4．0

3．3

3．0

4．8

4.3

4.9

4．9

3．7

3.5
3．5

X2:Saltstmstitute(potassiumchlori")

許容度:1二7
1‑3きわめて受け入れら
れない

3‑4受け入れられない
4‑5受け入れられる
5‑7非常に受け入れられる
出典：ユニリーバ
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表3オンライン消費者鯛査：以下の成分について許容できるか
イギリス(n=100q

ドイツ(n=1000)

66．5

80．9

食卓塩
海水由来の塩
減塩塩
減塩ミネラル塩

酸化ナトリウム，塩化カリウムなどを配合し
た減塩塩

海水塩，塩化カリウム， ヨウ化カリウムを
配合した減塩のシーソルト

ヨウ化ミネラル塩を配合した減塩塩

71.0

84．6

41．1

54．2

38．2

51.2

36．1

51．3

29．3

53．7

29．2

49．6

貯容できる人の割合(％）
50%〜
できる
30‑50%できない
30%
きわめてできない

出典：ユニリーバ
一

表4オンライン消費者調査：異なる成分の組み合わせでどれを好むか
イギリス(n=792)

ドイツ(n=794)

0

0

塩のみ

海水由来の塩のみ
塩と塩化カリウム
塩とミネラル塩(塩化ナトリウム，塩化カリ
ウム)を配合した減塩塩

ヨウ化塩(塩化ナトリウム，ヨウ化カリウム）
ミネラル塩(塩化ナトリウム，塩化カリウム）
を配合した減塩塩

塩化カリウム

11

7

‑6

‑4

‑3

4

−10

4

‑8

2

‑9

‑4

塩をゼロにした時に好みがどれくら
い変わるか

0以下
0‑10
10以上

許容できない
許容できる
非常に許容できる

出典：ユニリーバ

EU加盟5カ国で実施され, 1市場あたり

4）塩化カリウム

平均2420人の消費者を対象とした市場研究

塩代替物として使用され，規則(EC)No

において，塩化カリウムについての潜在的な

1333/2008の範囲内に入らない場合，塩化カ

記述名を使用したテストが実施されている。

リウムは食品添加物として表示されてはなら

塩化カリウムの表示用語に対する消費者の受

ない。さらに，食品での使用目的に応じて，表

容に関する研究結果を表1に示す。

示用語が異なる一般的な食品成分の例がある。

塩化カリウムの表示用語に対する消費者の

従って，塩化カリウムを塩の代用として使用す

受容に関するさらなる研究の結果を示す。

る場合は，化学名を｢塩化カリウム」と呼ぶ法

2）調査結果

的義務はない。それは慣習的または記述的な

消費者には短く，馴染みのある名前が最も
受け入れられる。長い名前や成分の宣言は

名前でラベル付けされる可能性があるだろう。
上記の消費者の見解に基づき，そして風味

消費者には受け入れられない。

と表示に関して消費者の支持を維持しなが

「塩代替品(saltreplacerまたはsaltsub‑
stitute)」という用語は許容度を下げるよう

ら，塩化ナトリウム(塩）を減らし，

ム摂取量を増やす必要性に関連して，塩化カ

である。

リウム，塩代替物として使用される場合，消

塩化カリウムを「ミネラル」または｢天然」
とリンクすることは，消費者の好みに良い影

費者がよりバランスのとれたナトリウム・カ

響を与えるようであった。

うな方法で表示されるべきである。

3）表示の推奨事項

カリウ

リウム比で食品を購入することを妨げないよ

同時に，塩化カリウムは，食品の成分リス

トで，常に塩化ナトリウム(通常は｢塩｣と表示

製品の成分について，遵守した，誤解を招
かない情報を消費者に提供することは産業サ

されている)と区別できるはずである。さらに，

イドにとって最も重要である。

消費者が情報に基づいた選択をすることを可
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能にするために， カリウムの存在についての

で表示することが最も適切と考えられるか

適切な情報が与えられなければならない。

は，関連する対象消費者に基づいて，食品事

「ミネラルソルト」は，上記の消費者調査
によると，消費者の観点から許容できる用語
である。同時に塩化カリウムは附属書11に
記載されている。

業者が製品の位置づけを行うものである。
5．おわりに

食品は，薬とは異なり，単独の栄養のみが

塩化カリウムはRegulation(EC)No.1925/

配合されているのではなく，何種類もの栄養

2006であり，従って鉱物として分類すること

素の集合体である。ゆえにこの食品をやめれ

ができる。「ミネラル塩｣という用語は消費者

ば， この食品に代えれば，大丈夫ということ

に肯定的な意味合いを持つかもしれないが，

はない。加工食品，特に減塩と躯う製品へ

適切な説明的な名称がリストに含まれなけれ

のカリウム量の栄養表示も必要である。

ばならない。

加工食品包装の裏面などの表示を見て，食

カリウムの存在を明確に示すための上記の

品を選ぶことが大切だ。

必要性を考慮して，食品に表示するための塩
化カリウムの適切な記述名として以下の表示
用語が考えられる。

くぼむら・きよこ

・カリウム塩・ ミネラル塩（カリウム）・カリ

青山学院短期大学から，実践女子大学

ウムミネラル塩

編入学卒業。専業主婦から食品業界，

これらまたはこれらを組み合わせた名称

そして国際社会へ。東京調理師専門学

は，塩化カリウムを添加していない食品と比

校，カルピスR&Dセンターキッチン，

較してより高いカリウムレベルにあることを

小川香料，海外香料会社などで務め，現事務所をオープ

消費者に適切に知らせ，その一方で，許容性

ンし25年｡専門は,セイボリーフレーバー。食品メーカー

の低い消費者に対しては，注意を喚起する。

の商品開発などを主な業務とし，手がけた製品は1000

結果的にヨーロッパの食品業界の継続的なナ

を越える。ワールドフードサイエンス編集委員, IFT

トリウム削減努力を補助し，同時にカリウム

本部評議委員，同国際評議員，同教育プログラム講師，

摂取量の増加に関するWHOの勧告を支持す

大学非常勤講師。全日本司厨協会ブロンズ賞， 2008年

るであろう。

IFTフェロー賞受賞。学術博士。

国の規制と解釈の文章において，

どの用語

●久保村食文化研究所

http://www.kubomura.net

2019年度総会・公開シンポジウム
5月28日， 日本食品衛生学会
日本食品衛生学会は下記の概要で2019年度の総会およ
び公開シンポジウムを開催する。今回は｢食品安全への

年度総会

膠茄唇1無料

アプローチ〜リスクコミュニケーションとサンプリング」

「蓼而調下記の学会ﾎｰﾑぺｰジから申し込み用紙を

をテーマに，2題の講演が予定されている。

ダウンロードして申し込む(締め切り：5月9日）。

｢目闇5月28日(火)13時〜16時5分
医現中央区立日本橋公会堂(東京都）

｜問い合わせ先￨日本食品衛生学会

￨プログラム￨①｢食品安全とリスクコミュニケーション

TEL;03‑3470‑2933

(仮)」吉川肇子(慶応大学)／②｢食品検査におけるサン

函:koenkai@fbodhyg.or.jp
URL:http://shokuhineisei・or.jp/

プリングプラン」五十君靜信(東京農業大学)/@2019
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東京都渋谷区神宮前2‑6‑1食品術生センター
FAX:03‑3470‑2975
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