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スポーツと健康
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極限に挑むアスリートを
支える
「スポーツ栄養」
「スポーツ栄養」は、極限に挑むアスリートが、ベストパフォーマンスを発揮し、望む動きができる体をつ
くる目的で考えられた究極の栄養マネジメントだ。しかし栄養をマネジメントすることは、何もアスリー
トに限ったことではない。私たちが思い通りに生きるために、栄養で自らのベストパフォーマンスをマネ
ジメントする時代が、すぐそこまできている。

「スポーツ栄養」
という言葉が登場してから 30 年近く

らです。

が経とうとしています。自分の力の極限に挑むアス

また運動をしていると自律神経の交感神経が優位に

リートが望む動きができるよう、栄養の面から支えよ

なるために、消化吸収の機能が抑えられてしまうとい

うというものです。
私は、
さまざまなエビデンスをベー

う側面もあります。同時にアスリートは体を動かして

スにしながら、この時間に、こういう競技、運動をす

いる時間も一般の方より長いので、消化吸収を効率良

るなら、どの時間に何を食べよう、何を摂ろう、とい

くできる副交感神経が優位な時間も少なくなります。

う指導を個別に提供しています。

こうして食べる必要がある量と食べられる量とに乖

特にアスリートは運動量が非常に多く強度が高いの

離があると、深刻なエネルギー不足をはじめ栄養状態

で、それに応じたエネルギーや栄養素の摂取が必要で

が不良になってしまい、パフォーマンスの向上は望め

すが、それらを食事で補うのは難しいことがあります。

ません。

アスリートといえども、食べられる量に限界があるか

ですからアスリートの食事では、エネルギー不足に
ならないように配慮しながら糖質、脂質、たんぱく質
を優先して摂取します。ミネラル、ビタミンは、食事
から摂取するのが難しければ、適宜サプリメントなど
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も使います。アスリートの環境に対応した栄養補給を
考えなくてはいけないのです。

健常と同程度のエネルギー摂取能力
アスリートの栄養指導をしているというと、毎日の
献立表を作るのだというイメージがあるかもしれませ
ん。しかしスポーツ栄養は、栄養をマネジメントする
ことで、アスリートがやりたいと思うこと、パフォー
マンスの向上を実現することです。食事管理はその一

図1 糖質の摂取量の考え方

表1 シーン別の糖質摂取目安量
シーン

状況

糖質摂取の目安量

一般的な
エネルギー補給

90 分未満の試合の準備

日常の必要量として
24 時間で
体重 1㎏あたり 7 〜 12g

グリコーゲン
ローディング＊1

少なくとも 90 分かそれ以上の
持続的にあるいは断続的に
動き続ける試合の準備

試合の 36 〜 48 時間前に
24 時間で体重 1㎏
あたり 10 〜 12g

迅速な補給

エネルギー要求量の多い試合の
間隔が 8 時間未満のリカバリー

ロウソクの芯がなくてはロウを燃焼させることができないよ
うに、糖質がなければ脂肪をエネルギーに変えることはでき
ない。

試合終了後から最初の
4 時間で体重 1㎏
1 時間あたり 1 〜 1.2g、
その後は日常の必要量を
摂るための摂取を実施

試合前の補給

試合前に動く
少なくとも 60 分かそれ以上前

運動 1 〜 4 時間前に
体重 1㎏あたり 1 〜 4g

短い運動中

45 分未満

必要なし

部に過ぎません。

持続的な
高強度運動中

45 〜 75 分

マウスリンス＊2 を
含む少量

1 〜 2.5 時間

1時間あたり 30 〜 60g

障がいがあるのですが、栄養指導においては、

動いたり
止まったりを
繰り返す
スポーツを含む
持久性運動中

障がいの有無に関係なく、どれくらいの活動量

超持久性運動中

少なくとも
2.5 〜 3 時間かそれ以上

1 時間あたり 90g が上限

芯の太さと長さによって
火の大きさ
（＝脂肪を使う量）
が
違う

芯は糖質
ロウは脂肪

私はいま、車いすバスケットボール選手に対
しても栄養指導をしています。彼らは主に足に

でどのくらいの量を食べると、どのくらいの体
重の変動があるのかを調べることが基本です。

パフォーマンス向上のため、適切な糖質の摂取量、時間を細かく定めている。
Burke, LM, Hawley JA, Wong SH, Jeukendrup AE: Carbohydrates for training and competition. J Sports
Scis., 29（Suppl 1）: S20, 2011 より作表

そこでわかったことは、脊椎損傷や事故で切
断したなど、足が不自由な理由はさまざまですが、そ

るかといったスケジュールを、個々の選手に合わせて

の理由によらず、多くの選手の胃腸は、健常と推測し

作りました。排便をするタイミングを設定して、そこ

た場合と同程度のエネルギーを摂取する能力がある、

に合わせて食物繊維などを摂り、十分に食事ができる

ということです。つまり、健常で思いきり動いたとき

ようにもしています。それによってコンディションも

に必要なエネルギー摂取量を補う食事を摂ることがで

良くなって練習の質が上がり、競技力も向上していま

き、かつ消化吸収もできるということです。しかし、

す。

いくら強度の高い運動でも、足の筋肉を使っていると
きのエネルギー消費には及ばないので、思いきり動い
たと判断して食べてしまうとエネルギー過多となって
太ってしまいます。

糖質と脂質は大切な栄養素
では、具体的な栄養素についてどのようにしている
か見ていきましょう。まず糖質について。最近、糖質

一方、健常の選手とはまったく違うアプローチも必

の制限がダイエットや健康法としてブームになってお

要でした。障がいのある多くの選手の栄養サポートを

り、糖質を控える傾向にありますが、糖質がないと体

するようになって知ったのですが、彼らの中には、排

内の脂肪を効率良くエネルギーにすることができませ

便のコントロールが必要な選手もいます。練習や試合

ん。私は糖質と脂肪について、ロウソクを例に、説明

中に排便のことを心配しなくてはいけないこともあり、

しているのですが（図 1）
、簡単に言えば、糖質がない

選手はそれがイヤで練習や試合前などに十分な食事を

と脂肪をエネルギーに変換することができず、活発な

しないで調整するというのです。そうなれば“食べな

身体活動のためのエネルギーを供給できないのです。

い”なりの運動しかできません。また発汗や血糖のコ

脳など特定の組織は、エネルギーとして主にブドウ

ントロールが健常者とは違う選手もいます。
ですから、練習や試合の日程などから、いつ、どの
ような食事をすればいいか、どのタイミングで水を摂

糖しか使えないので、この糖が不足していれば、それ
らの臓器が十分に機能することができません。
しかも、極端に糖が足りない場合、その不足を補う

＊1 グリコーゲンローディング：エネルギー源である糖質を試合前に蓄積させる食事戦略。
＊2 マウスリンス：スポーツドリンクなどの糖質の入った飲料で口をゆすぐこと。これによって中枢性疲労の軽減
（疲労感の軽減など）
につながるという報告がある。
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に負担がかかったり、肥満の要因になったりし

表2 身体活動別体重1㎏あたりのたんぱく質摂取量
身体活動状況

体重 1㎏あたりのたんぱく質摂取量（g）

0.8 〜 1.0

高齢期で軽度の運動をしている人

1.0 〜 1.2

中強度の運動をしている人

1.0 〜 1.5

したことがあります。その選手はしっかりと食

高強度の運動をしている人

1.5 〜 2.0

持久系のトレーニングをしている人

1.2 〜 1.4

事をしていて、さらにサプリメントで摂取する

レジスタンストレーニングをしている人

1.6 〜 1.7

サプリメントを一度やめてみて、とアドバイス

必要はないと考えたからです。すると「試合後

Kreider RB, Wilborn CD, Taylor L, et al: ISSN exercise & sport nutrition review: reserch & recommendations. J Int Soc Sports Nutr, 7: 7, 2010（homepege on Internet）
. および Sports, Cardiovascular and Wellness Nutrition DPG. Sports Nutrition: A Handbook for Professionals, 6th Ed. P52. 2017 より作表

ために体内のたんぱく質を利用しグルコースを生成し
てしまうため、筋肉などの体たんぱく質の減少にも
陥ってしまうのです。
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ます。私は、あるアスリートに、プロテインの

軽度の運動をしている人

半のバテがなくなった！」と喜んでいました。
肝臓の負担が減ったのでしょう。

合い言葉は
「細胞レベルから勝とう！」
私は、担当しているアスリートに向けては「細胞レ
ベルから勝とう！」
を合い言葉にしています。試合に

糖質は、練習や試合で消耗し、血糖値が低くならな

向けてベストなコンディションをつくるには、体をつ

いために体内に蓄えておくこと、また練習中などにも

くる細胞を整えなくてはなりません。そして細胞は体

低血糖防止のために摂取することが大切です。そして

内の化学反応の結果です。だとしたら望む化学反応の

運動後には十分に補給して再補充する必要があります。

材料をきちんと体に入れることが必要です。しかも筋

糖質の摂取のタイミングと量は表 1 にまとめました。

肉の細胞ならすべて変わる（新陳代謝）
のに 100 日、肝

次に脂質についてですが、こちらもまたアスリート

臓なら 150 日かかります。つまり試合から数えて 5 カ

にとっては、効率良くエネルギーを摂取できる栄養素

月前から“化学反応の材料”を、手を抜かずにしっか

です。競技や練習量にもよりますが、毎日 4000㎉を

りと補給しなくてはならないということなのです。食

摂取しなくてはならないとしたら「食事をするのが苦

事を怠らないで、と私が言うのは、そのためです。

痛だ」
という声が上がるのも、無理はありません。そ

体内の化学反応の考え方のたとえとして、1ℓの□

こで食事に揚げ物を入れたり、ごま油を足したりする

と 1ℓの△を化学反応させると、1㎏の○ができると

ことで、エネルギーの摂取が容易になります。

しましょう。しかし、もし体内に□は 1ℓあるけれど

私の経験では、皮下脂肪や脂質の摂取量が極端に少

△は 0.5ℓしかなければ、0.5ℓの△に応じて 0.5㎏の

ないアスリートに油を摂取するように指導すると、故

○になります。しかも、余った 0.5ℓ分の□は、その

障が少なくなりました。脂肪は、刺激や衝撃が直接筋

まま残るのではなく、余ったなりの化学反応をして、

肉に伝わらないようクッションの役割も果たしている

何か物質を作ったり、除去するために肝臓や腎臓など

のではないかと考えています。

に余計な負担をかけたりすることになります
（図 2）
。

アスリートが留意したいのは、たんぱく質です。筋

例えば、エネルギー源となる糖質が豊富にあっても

肉を構成する成分としてたんぱく質は必要ですが、運

ビタミン B 群が不足していれば、十分な化学反応を起

動の強度や時間、量によって分岐鎖アミノ酸をエネル

こすことはできませんから、エネルギーはビタミンの

ギーとしたり、減少した糖質を補うためにアミノ酸の

量相応しかできません。残った糖質は、脂肪酸に作り

一部が分解されたりと、体内での利用は多岐にわたり

替えられ、体内に蓄積されます。結果として、いくら

ます。これらを考慮して、運動の状況ごとのたんぱく

活動量が多くてもビタミンの摂取が足りないと、太っ

質の摂取量を表 2 のようにまとめています。

てしまうのです。

たんぱく質はアスリートにとって確かに補給をしな

ですから自分が望むコンディションをつくる、望む

くてはならない栄養素です。しかし、たんぱく質＝筋

化学反応を起こすためには、過不足なく材料、つまり

肉というイメージが強く、過剰摂取してしまうことも

栄養素を取り込まなくてはなりません。そのための方

しばしばあります。必要な量を超えると、肝臓や腎臓

法論として
「バランス良く食べる」
ことがあります。
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極論すれば、自分の思い通りの化学反応を起こす
ためには、どのように食べてもいいと思います。実
際、試合に勝つために極端な運動量をこなすアス

図2 体は科学反応の連続
化学反応のたとえ

１ℓ

１㎏

１ℓ

リートの場合は、普通では食べられないという量を
食べなくてはならないときもあります。そのときに
は、サプリメントやゼリーなどで補完することもあ
り得ます。ですが日本の食文化からすると、主食、
主菜、副菜、果物、乳・乳製品を整えて食べること
によって、適切な化学反応ができる材料が得られる
ようになっているのです。

１ℓ

0.5ℓ

0.5㎏

2ℓ

余った材料は別の化
学反応で処理される

１ℓ

0.5ℓ

2ℓ

１㎏

１ℓ

体が行いたい化学反応ができるように過不足なく材料を提供することがパ
フォーマンスの向上につながる。

また、脳が喜ぶものと体が喜ぶものとは違うことが
あります。例えば、食後に大好きなポテトチップスを

ことでは、根本的に解決しません。しかも鉄剤ほど大

1 袋食べたら脳は喜ぶかもしれませんが、体はこんな

量に鉄が含まれている食べ物はありませんから、体は

に大量の脂質、何に使ったらいいのだ、となるかもし

吸収しない方向に作用します。すると他の栄養素やカ

れません。運動中に大量の汗をかいたときには、水分

ルシウム、亜鉛といったミネラルも吸収阻害を受ける

補給や低血糖を防ぐためにもスポーツドリンクを飲む

ので、体にとっては“喜ばしくない”事態なのです。

ようにアドバイスしますが、選手からは甘くて飲みに

当然、ますます栄養素不足、エネルギー不足は改善さ

くい、と言われることもしばしばです。そんなときは

れないというスパイラルができてしまいます。

「体は喜んでいるから飲んでほしい」
と伝えます。

この選手は食事や練習、睡眠などを調整することに

私は
「体が喜んでいるかどうか」
を一つの指針にして

よって、一時期は選手生命にも関わるかもといわれた

います。ひどい貧血に悩んでいた選手の栄養サポート

貧血を克服して、その後活躍することができました。

をしたときのことです。サポート前は、鉄剤を 1 年以

私は多くのアスリートにアドバイスをしていますが、

上服用しても 11g/㎗と低い値で、疲労感があるなど課

彼らはコンディションの変化に非常に敏感です。食事、

題を解決できないままでした。私は、この選手の状況

栄養を少し変えるだけで、すぐに調子が上がり、それ

をアセスメントして、鉄剤の服用を中止してもらう、

に伴って競技力も上がり、やりたいことが実現できる

食事はバランス良く美味しく食べる、油の摂取を嫌が

ようになります。

らない、休養を取るなどいくつかの計画を立てて実行

しかし、栄養でサポートできるのは、何も大きな大

しました。すると 2 週間経って調子が良くなっている

会に出場するような選手ばかりでなく、ジョギングを

のを実感できている、という連絡がきました。

趣味とするシニアだったり、クラブチームで汗を流す

貧血というと、鉄剤の服用となります。鉄の摂取不

ジュニアだったり、あるいはスポーツをする女性だっ

足なのであれば服用は正しい治療ですが、この選手の

たりと、多くの方に言えることです。スポーツ栄養は、

場合、1 年以上、回復が見られないということは、体

アスリートに限ったことではありません。いま、一般

が貧血にならざるを得ない状態、つまりエネルギーが

に栄養学というと
「病気にならないように」
「これ以上

不足しているのではないかと考えたのです。

病気を悪化させないように」
と、病気に関わる形で話

栄養を少し変えるだけで調子が上がる

題に上ることが多いと思います。しかし、本来、栄養
学は、より健康に、自分の思い通りに生きるために、

ヒトの体は、エネルギーが不足すると節約モードに

自分のベストパフォーマンスを栄養でマネジメントす

入りますが、最も手っ取り早く節約できる方法が酸素

ることです。ビジネスマンが大切なプレゼンの前日に

を送らないこと。そのためヘモグロビンを作らないよ

何を食べたらいいのかなど、栄養からサポートできる

うになります。そんな背景があるとしたら鉄剤を飲む

ことはたくさんあるのです。
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