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ジムで運動する人の栄養と食事
岡村 浩嗣

Ph.D., 大阪体育大学大学院スポーツ科学研究科 教授

はじめに
運動は健康の維持・増進や生活習慣
病の予防・改善に役立つ。以下、運動

飯

を安全かつ効果的に行なうための栄
養・食事について述べる。

普段の食事
国際オリンピック委員会
（IOC）は栄
養に関する声明
（10）で
「多くの種類の
普通の食品から必要なエネルギーを取
れば練習や試合に必要な炭水化物、た
んぱく質、脂質、そして微量栄養素が
取れる」と述べている。ここでいう
「多
くの種類」
とは主食、主菜、副菜、果物、
牛乳・乳製品と考えるとよい。

図1

1 日のエネルギー必要量が 3,500 kcalの場合の朝食例

表1

図 1 の食事とレシピ集の朝食例から取れる栄養成分
朝食での
必要量

朝食の例
図1 は 朝 食 の 例 で あ る
（11）
。図
の縦軸は1 日のエネルギー必要量
が 3,500 kcal
（成人男子スポーツ選手の
平均値）の場合に、この食事から横軸
に示した栄養成分の 1 日の必要量の何
％が取れるかを示している。朝食：昼
食：夕食の比率は通常、1：1.5：1.5な

エネルギー , kcal

929

891

845

875

たんぱく質, g

37.3

30.6

33.4

32.8

脂質, g

27.2

19.4

22.1

24.3

133.2

144.5

130.8

131.3

486

319

329

225

炭水化物, g
カルシウム, mg
鉄, mg
ビタミンA, μgRE

5.1

3.2

2.6

1.9

1,522

186

190

188

ので、このグラフでは 25 ％程度であ

ビタミンB 1, mg

0.41

0.33

0.40

0.47

ればよい。これらの食事でほぼ必要量

ビタミンB 2, mg

0.88

0.89

0.71

0.53

を満たしている。25％以上でも、エネ

ビタミンC, mg

109

108

121

25

ルギー以外の成分はこの程度なら問題

食物繊維, g

12.2

4.3

5.1

8.8
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のに栄養面で悪くないのは主食、主菜、

のなかには食べたいと思わないような

このグラフは、どの食品からどのく

副菜、果物、牛乳・乳製品のうち、朝

ものもあるだろうが、それでもかなり

らい取れるのかも示している。飯やパ

食の例では副菜以外、昼食・夕食の例

の種類がある。自分の好みや入手しや

ンは炭水化物しか含んでいないという

では果物以外の食品を含んでいるため

すさなどを考慮して、いくつか組み合

誤解がある。これらの食事のたんぱく

である。表 2 の食品例には主食に 3 種

わせを作っておくとよい。

質の 1/3 から半分は主食のパンあるい

類、主菜に 4 種類、副菜に 3 種類、牛乳・

主 食： 主 菜： 副 菜 の 割 合 は 3：1：

は飯からである。主食は、その他の成

乳製品に 3 種類、果物に 2 種類の食品

2 が 望 ま し い と さ れ て い る が、 主 食

分の供給源であることも分かる。パン

が示されている。それぞれから 1 つず

が多すぎると思われるかもしれない。

や飯の量が少なすぎると栄養成分の調

つ 選 ぶ と 3×4×3×3×2＝216 通 り の

図 3 のように、運動するとエネルギー

整は困難である。

組み合わせができる。この組み合わせ

源である筋肉のグリコーゲンが減る

ない。

そしてこれらの食事は表 1 に示した
ように、スポーツ選手のレシピ集の朝
食例
（左端）と栄養面で同等である。主
食に主菜の卵、乳製品、果物を組み合
わせればよいことがわかる。パンを主
食にした朝食は、バイキングで食べる
洋食の定番である。

昼食・夕食の例
図 2 は も や し 1 袋（200 g）と 豚 こ ま
切 れ 肉 100 gだ け を 材 料 に し た 鍋 と
丼 1 杯（300 g）の飯、コップ 1 杯の牛乳
図2

（200 g）の食事で取れる栄養成分であ

もやしと豚こま切れ肉の鍋の食事から取れる栄養成分

る
（12）
。ここでは 1 日のエネルギー必
要量が 3,000 kcalの場合に、横軸に示

表2

図 1 の食事を応用する時の食品例

した栄養成分の昼食・夕食での必要量

食品のグループ

の何％が取れるかを示している。必要

主食

飯・食パン

飯・パン・麺

主菜

卵・納豆

肉・魚介・卵・大豆食品

副菜

なし

野菜・海藻・きのこ

牛乳・乳製品

牛乳

牛乳・ヨーグルト・チーズ

量がほぼ取れている。ビタミンB1が多
いのは、このビタミンを豊富に含む豚
肉を食べているからである。ビタミン
B1はエネルギー生産に必要なビタミン

果物

図 1 の食事

食品例

グレープフルーツジュース・バナナ 果物・果物のジュース

で、多くの栄養ドリンクの主成分であ
る。この食事からはビタミンB1、B2、
それにCは必要量以上が取れるが、こ
れらのビタミンの取り過ぎによる健康
被害はないとされている。我が国の食
事摂取基準で、これらのビタミンの摂
取量の上限は設定されていない。

主食・主菜・副菜・果物・乳製品を
揃えること
これらの食事が、食品数が多くない

図3

高糖質食と低糖質食によるトレーニングで消費した筋グリコーゲンの回復

Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan

5

（2）。グリコーゲンは動物組織での炭

うのは誤解である。

IOCは
「運動中に体重が増加するほ

水化物
（糖質）の貯蔵形態なので、回復

栄養効果は摂取する栄養成分によ

には糖質を取る必要がある。主食は糖

る。ファーストフードや菓子は良くな

運動中に体重が増えるのは発汗量以上

質に富むので、主食を十分に取ること

いといったことはない。
「〇〇を食べ

の水分を補給したためと考えられ、低

が重要なのである。図 3 の高糖質食は

てはいけない」とか
「〇〇を食べなけれ

ナトリウム血症の危険性が増すためで

伝統的な和食に近い。

ばいけない」などの
「脅迫の栄養学」に

ある。スポーツドリンクのナトリウム

影響されすぎてはいけない。

濃度は血中のそれよりも低いので、ス

栄養効果は食品に含まれる栄養成分に
よる
図 4 は運動で減少した筋グリコー

ど飲んではいけない」とも述べている。

ポーツドリンクでも運動中に体重が増

スポーツドリンクの科学

えるほど飲むことは望ましくないと考

水分補給

えられる。

ゲンの、運動 4 時間後までの回復がス

IOCの声明では
「運動中も脱水が体

ポーツ用食品を食べた場合とファース

重の 2％以下に収まるように給水する」

トフードを食べた場合で差がなかった

と述べられている。発汗で身体から失

IOCは
「運動中に少量でも炭水化物

ことを示している
（3）
。この実験で食

われた水分を十分に補給しないと熱中

を取ると 1 時間以上続く競技中の認知

べたスポーツ用食品とファーストフー

症の危険性が高まる。運動による発汗

機能と運動能力を高める」としている。

ドに含まれる糖質の量は同じだったの

量は体重減少量とほぼ同じなので、体

通常、脳の唯一のエネルギー源は血

で、摂取後の栄養効果、具体的には筋

重の減少率が指標となる。

グリコーゲンの回復が同じだったのは
不思議ではない。

糖質補給

中のブドウ糖である。そして、運動中

声明は「発汗が多く特に運動が 2 時

に糖質を 4 〜 8％含む飲料で発汗で失

間以上続く場合はナトリウムが必要」

われるとされる水分（500 〜 1,000 mℓ

一般的に、菓子はスポーツ選手に勧

と述べている。汗にはナトリウムが含

/時間）を補給すると、血中のブドウ糖

められているとはいえない。菓子の主

まれているので、発汗で失われたもの

濃度の低下を防ぐのに必要な糖質が取

な材料に小麦粉、卵、牛乳がある。こ

を補給する。ナトリウムの補給が十分

れるとされている。このためスポーツ

れらを良くない食べ物と考える人はい

でないと、血中ナトリウム濃度が低下

ドリンクの糖質濃度は、味やナトリ

ないだろう。菓子に含まれる糖質も主

（低ナトリウム血症）し血液の浸透圧が

ウムを含めての浸透圧を考慮して 5 〜

食の糖質と同じである。一方、菓子に

低下する。低ナトリウム血症を防ぐた

6％のものが多い。我が国では「スポー

は砂糖や脂肪が含まれていて、この組

めにスポーツドリンクには 0.1 〜 0.2％

ツドリンクは薄めたほうがよい」と言

み合わせはおいしい。おいしいと食べ

の食塩が含まれている。市販飲料では

われることがある。しかし上述のナト

過ぎてしまい、食事をしっかり取れな

食塩濃度ではなくナトリウム濃度で示

リウム補給の観点からも科学的根拠が

くなることがある。つまり、菓子は食

されていることがある。0.1 ％の食塩

あるとはいえない。

べ過ぎやすいので勧められないという

はナトリウム濃度では 39 mg/100 gで

だけで、菓子そのものが良くないとい

ある。

筋肉合成
IOCの声明は
「種々の食品で必要な
エネルギーを取っていれば普通は必要
量以上のたんぱく質が取れる」として
いる。
筋肉合成とは筋肉のたんぱく質合成
と言い換えることもできる。たんぱく
質合成にはエネルギーが必要なので、
エネルギーが不足していないことが重
要と考えられる。したがって筋肉合成
のためのたんぱく質摂取量は、エネル

図4

スポーツ用食品とファーストフードによる運動後の筋グリコーゲンの回復
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ギーが不足していない場合のものと考

える必要がある。エネルギーが不足し

める」とも述べている。これは、レジ

上限は矛盾している。しかし食事制限

ていると体重が減少する。

スタンス運動後にたんぱく質を 20 g摂

などしていなければ通常、1 回の食事

運動によって刺激される体たんぱく

取すると筋たんぱく質合成速度が最大

で 1 回あたりの上限よりも多くのたん

質合成は、たんぱく質を多く摂取すれ

になることに基づいている
（8）
。この

ぱく質を取っているので、1 日摂取量

ばするほど高まるわけではない。体た

量のたんぱく質はおよそ 0.3 g/kg体重

と 1 回摂取量の矛盾は考える必要がな

んぱく質合成を亢進するたんぱく質摂

である。

いのかもしれない。

取量には上限がある。運動している場

20 gのたんぱく質は通常の食事 1 食

運動後は早めにたんぱく質を含んだ

合の上限は 2 g/kg体重/日程度とする

で取れていることが多い。筋たんぱく

食品を摂取すると、筋たんぱく質合成

ことが多い。この量のたんぱく質は、

質合成は毎食後に最大に高まっている

をより高めるとされている。一方、摂

必要なエネルギーが取れるような食事

ことになる。そこで考えられるのが、

取タイミングよりも 1 日あたりの必要

をしていれば通常の食事から取れる。

食事回数を増やして筋たんぱく質合成

量を取ることが重要とする考え方もあ

図 5 は 2.2 〜 2.3 g/kg体重/日のたん

を最大に高める回数を増やすと、筋肉

（15）
。摂取タイミングだけを重視す
る

ぱく質を食事から取っている時、プロ

量をより増やすのではないかというこ

るのではなく必要量を取ることを忘れ

テインサプリメントで 0.2 g/kg体重/

とである。

てはならない。

日のたんぱく質を追加摂取すると、サ

しかし、ラグビー選手を対象にし

就寝前にレジスタンストレーニング

プリメントで追加したのとほぼ等量の

た 6 週間の実験で、20 g以上のたんぱ

を行ない、たんぱく質を摂取して就寝

窒素が尿中に排泄されたことを示して

く質を摂取する回数を 1 日あたり 4 回

すると、就寝中の筋たんぱく質合成が

いる（5）
。尿中に排泄される窒素量は

から 6 回に増やしても除脂肪組織量

高く
（16）
、筋力の増大と筋肉量の増加

体たんぱく質合成に利用されなかった

の増加は大きくなかったことが報告

が大きかった（17）ことが報告されてい

たんぱく質・アミノ酸の量の指標であ

されている
（7）。 こ の 研 究 で は お よ

る。

る。この結果は、追加摂取したたんぱ

そ 270 g/日
（2.7 g/kg体重/日）のたんぱ

く質は筋の合成に利用されなかったこ

く質を取っている。

減量

とを意味している。アスリートに必要

1 日あたりの上限の 2 g/kg体重のた

体脂肪には 1 kgあたり約 7,000 kcal

なたんぱく質の上限が 2 g/kg体重/日

んぱく質は体重が 70 kgの人では 140 g

のエネルギーが貯蔵されている。こ

であることを支持する結果といえる。

だが、1 回あたりの上限の 20 gを 3 食

の た め 体 重 を 1 kg減 ら す た め に は、

IOCの声明は「15 〜 25 gの良質のた

で取ると 1 日摂取量は 60 gで、1 日あ

7,000 kcalが 不 足 す る よ う に エ ネ ル

んぱく質を含む食品や飲料を練習後に

たりの上限を摂取した時より 80 g少な

ギー消費量とエネルギー摂取量を計画

取るとたんぱく質の合成を最大限に高

い。1 日あたりの上限と 1 回あたりの

し管理する。
エネルギー消費量はいろいろな方法
で求めることができるが、簡便な計
算方法として、成人なら体重
（kg）×
メッツ×時間（時間）がある。例えば体
重 50 kgの人がジョギング（6 メッツ）
を 30 分間した時のエネルギー消費量
は、50（kg）×6（メッツ）×0.5（時間）＝
150（kcal）である。
一方、エネルギー摂取量の計算に
は文部科学省による「食事成分データ
ベース」が便利である（18）。
減量に対する運動の影響には、運動

図 5 プロテインサプリメント摂取と窒素出納
C群：対照群、P群：プロテインサプリメント摂取群

している時のエネルギー消費量を増や
すことの他に筋肉量が増えることで安
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静時代謝が増加し（14）
、運動していな

である。例えば、表 3 のように筋肥大

い時も含めた 1 日あたりのエネルギー

を促進する栄養や食事の効果を調べる

のような主観的な評価指標で調べられ

消費量を増加させることもある。

研究では、筋肉量や筋線維横断面積な

ている場合は、効果とされていること

どの直接的な項目が
「主要評価項目」で

が「思い込み効果（プラセボ効果）」だっ

1,507 kcalの エ ネ ル ギ ー 不 足 で 体 重

ある。これに対して筋たんぱく質合成

たりすることもある。さらに実験結果

が 1 kg減少したことが報告されている

速度や血中アミノ酸濃度の上昇、筋た

がヒトを対象にしたものではなく、マ

（6）。脂肪組織だけでなく除脂肪組織

んぱく質合成に関係する代謝経路の活

ウスやラットなどの動物や、動物の組

も減ったためである。1 kgの組織に蓄

性化などは「副次的評価項目（代替評価

織・細胞を用いた実験で観察されたも

積されているエネルギーは、脂肪組織

項目）
」であり、筋肥大のための必要条

のであることもある。動物実験の結果

は約 7,000 kcalなのに対して除脂肪組

件と考えられるが十分条件とはいえな

がそのままヒトが摂取した場合に再現

織は約 1,000 kcalである。したがって、

い。

されるとは限らない。

レ ス リ ン グ 選 手 の 急 速 減 量 で は、

疲労の回復促進効果などが
「疲労感」

体重減少に占める除脂肪組織の割合が

筋たんぱく質は合成されるだけでな

研究に関する情報を見る時には研究

大きいほど、少ないエネルギー不足量

く分解される。筋が肥大するためには

方法や評価指標を確認することが重要

で体重が減る。一般に急速に減量する

合成が分解を上回っている必要があ

である。

と除脂肪組織の減少割合が大きいと考

る。つまり筋たんぱく質合成が高まる

えられている。減量時の体重減少に占

ことと筋肥大することとは同じではな

める筋肉などの除脂肪組織の減少割合

い。筋力トレーニングを行ないたんぱ

図 6 は体型指数
（BMI）および体力の

には減量速度の他に減量前の体脂肪量

く質・アミノ酸を摂取すると、筋たん

指標である心肺能力と生存率との関係

が影響し、体脂肪の少ない人では除脂

ぱく質合成は高まるが筋肉量や筋力に

の調査結果である
（1）
。太っていても

肪組織の減少割合が大きい
（4）
。これ

はほとんど影響しないこと
（15）
、筋肉

体力が高いと生存率が高いのに対し

らのことは減量時のエネルギー管理で

量を増加させるかどうかについては筋

て、太っていなくても体力が低いと生

考慮する必要がある。

たんぱく質合成速度ではなく長期の実

存率が低い。つまり、太っていること

験で筋肉量を調べる必要がある
（9）こ

が問題ではなく体力がないことが問題

とが報告されている。

だということを示している。

エネルギー制限時にはたんぱく質の
摂取量を増やす必要があると考えられ

おわりに

ている。どのくらい摂取量を増やせば
よいのかは、食事制限の程度や減量前
の体組成などによって影響を受けるこ
とが想像されるが詳細は明らかになっ
ていないのではないかと思う。一例と
して、摂取エネルギーを 60 ％に制限

表3

筋肉量を増やす効果を調べる研究での主要評価項目と副次的評価項目
主要評価項目

筋肉量
筋線維横断面積
など

して 3 週間減量した時、たんぱく質の

副次的評価項目
（代替評価項目）
筋たんぱく質合成速度
血中アミノ酸濃度
筋たんぱく質合成に関わる代謝調節機構
など

摂取量を推奨量の 2 倍の 1.6 g/kg体重/
日に増やすと、体重減少に占める除脂
肪組織の減少が少なく脂肪組織の減少
が多かったが、2.4 g/kg体重/日に増や
した時に、この影響がさらに大きくな
ることはなかったことが報告されてい
る（13）
。

スポーツ食品を選ぶ時に考える
べきこと
科学的な根拠があるかどうかが重要
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図6

体型指数（BMI）
および心肺能力と生存率

肥満の予防や改善は摂取エネルギー
が過剰にならないように食生活に留意
すればよい。しかし、体力を高めるこ
とは食生活に留意するだけでは駄目で
運動することが必要である。そして、
安全かつ効果的に運動するためには栄
養・食事に留意する必要がある。栄養・
食事で留意すべきなのは、いわゆる栄
養バランスのとれた食事で適切なエネ
ルギーを取ることだといえる。成人で
は太りすぎたり痩せすぎたりしていな
ければ、エネルギー摂取量は適切であ
る。◆
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