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スポーツ選手が抱える栄養の問題
～食べなければ走れない～
河合 美香

Ph.D., ランニング学会上級ランニング指導者, 龍谷大学スポーツ科学系 准教授

はじめに

が高まる。このとき、
「食事
（栄養）
」は

ある。測定の際、測定前に食事を摂取

スポーツ界において、かつての「根性

トレーニング効果を高める重要な要素

したか否か、摂取した場合、いつ、何

論」は今や昔？

のひとつである。また栄養の効果は、

を、どのくらい、どのような環境で摂

近年、競技力の向上を目指すアス

エネルギーや栄養成分の補給、食事の

取したかにより、乳酸の濃度が変化す

リートは、科学的トレーニングを取り

摂取のタイミング、食事の環境、また

る。空腹状態、また乳酸の基質となる

入れ、日々質の高いトレーニングに励

摂取されてからの体内での行方により

炭水化物や糖分の摂取が少ない状態で

むようになっている。また、発育発達

異なる。筆者が 10 年間にわたってサ

は乳酸の濃度が上がりにくくなり、本

期から中高年期まで、体力や健康の維

ポートした競技の選手を対象に実施し

来の測定の目的であるトレーニングの

持増進を目的とする場合においても、

た調査によれば、食生活の状況が良好

成果やトレーニングによる疲労からの

そのライフステージや対象者の特性に

である場合、心身の状況が良好である

回復の程度を把握することが難しくな

配慮したトレーニングが実践されるよ

のみならず、競技の継続意欲も高める

る。

うになっている。

ことが明らかになっている（13）。

筆者は過去に、競技レベルの高い

しかし、種目や組織によっては、過

本稿では、トレーニング効果を高め

様々な種目の選手やチームをトレー

去のトレーニングによる成果を追い続

るための栄養の重要性と必要性、また

ニング科学の側面からサポートして

け、いまだに根性論を優先する指導者

近年の課題について考えてみる。

いた
（11,12）
。 そ の 中 で、 実 業 団 の 陸
上競技長距離走選手（日本代表選手を

も存在している。また情報の不足など
から、過度のトレーニングや不適切な

測定結果は食事の内容に影響される

含 む ）を 対 象 に ト レ ッ ド ミ ル に よ る

トレーニングが心身における不調の原

科学的トレーニングが実践されるよ

漸増負荷にて乳酸性作業閾値
（LT：

因となっている現状もある。競技人生

うになっている現在、定期的に、また

Lactate Threshold）
、また血中乳酸蓄

にかかわるような大きな挫折に繋がっ

日常的に体力や血液性状を測定するこ

積開始点
（OBLA：Onset Blood Lactate

たり、また中・高校生では発育発達を

とで体力や体調を把握し、トレーニン

Accumulation）を測定した際、負荷の

阻害することもある。

グの成果を確認したり、計画を見直し

漸増に伴い、選手の心拍数が増加し、

たりする選手やチームがある。

換気量が増量しているにもかかわら

一方、トレーニングによる疲労から
の回復を早め、また心身の不調を回避

トレーニングの成果やトレーニング

ず、乳酸濃度が高まらないことに疑問

することで質の高いトレーニングの継

による疲労からの回復の程度を確認す

をもった。なぜか―。これを長距離走

続が可能となり、トレーニングの効果

る指標として、血中乳酸濃度の測定が

にとって
「優れた能力」と評価してよい
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だった。しかし、質の高いトレーニン

（図 2）
。筆者は複数回にわたり帯同し

そして、乳酸濃度は、選手の測定前

グを継続して実践するためには、日々

た高地合宿において、選手のトレーニ

における食事
（エネルギーの基質）摂取

の疲労の回復が必須であり、食事につ

ングの内容と栄養サポートの内容を

の有無や内容、量などに大きな影響を

いて関心をもつようになり、その後、

日々記録して分析し、その後のサポー

受けることを理解した。すなわち、ト

トレーニング効果を高める食生活を実

トに活用していた（写真）
（8,9,14）
。

レーニングの効果は、エネルギーや栄

践するようになった（図 1）
（7）。このと

一方、
「食べられる選手」＝「たくさ

養成分の摂取状況、また摂取タイミン

き、食への関心や知識があっても、実

ん食べる選手」ではなく、「適切な食事

グの影響を大きく受けることを目の当

践するか、実践できるかは、選手の能

を摂れる選手」である。種目によって

たりにし、それまでの運動負荷のみに

力であり、意欲であり、環境に影響さ

「たくさん食べる」ことが体重や体脂肪

着眼した測定を反省したのだった。こ

れる。

ものか―。

量の増加を招き、パフォーマンスに悪

れらの経験は、その後、筆者が
「スポー

高橋選手を指導した故小出義雄監督

影響を及ぼすこともある。筋の増量を

ツ栄養学」の理論の展開を考える契機

（2019 年 4 月逝去）は、高校教員として

目的としてタンパク質を摂取すること

部活の顧問をしていた 23 年の間、多

で身体づくりが促進する。しかし、そ

くの選手を指導し、試行錯誤の末、
「食

の質や摂取量によっては、摂り過ぎに

べられる選手が強くなる」
、「食欲は素

なる場合もある。

となった。

食のトレーニング
1990 年 代 ～ 2000 年 代 初 期 に か け

質のひとつ」と、他の種目、他の指導

て、日本の陸上競技女子長距離走選手

者に先んじて食の重要性を痛感してい

がオリンピックなどの国際大会で活躍

た
（本人談）。監督の食に対する考え方

し、2000 年シドニーオリンピックの

は選手に大きく影響した。

トレーニングの内容に対応させた栄養
質の高いトレーニングの継続には、
炭水化物と脂質からのエネルギーの補

女子マラソンでは、高橋尚子選手が日

ところで、陸上競技長距離などの有

本の陸上競技女子種目で初となる金メ

酸素系種目では、オリンピックなどの

ダルを獲得した。ゴール後の
「とって

大きな大会を控え、呼吸循環器系の

トレーニングによって消費されるエ

も楽しい 42.195 キロでした」は、それ

機能向上を目的として長期にわたり高

ネルギー量は、年齢、性別、体重など

まで多くの人が抱いていたマラソンに

地で合宿をすることがある。日々のト

の個人的特性と運動の種類や実施時間

対する苦しいイメージを変える衝撃的

レーニングを支えるためには、選手

から計算することができる。しかし、

なコメントだった。

の特性やトレーニングの内容、環境、

この計算では、運動強度が配慮されな

その後、金メダル獲得の要因のひと

体調などに合わせた献立の作成、調

い。

つとして
「食べなければ走れない」とい

理など栄養のサポートが必要である

給が必要で、過不足が起これば、疲労
の回復が遅れる。

例 え ば、5 kmの ラ ン ニ ン グ を す る

う、トレーニングを支える食事に注目
が集まった。
それまで、長距離走選手は
「体重や
体脂肪量の増加はパフォーマンスを低
下させる」という考えから、食事を制
限する選手やそれを
「良」とする指導者
が多くいた。したがって食事に配慮し
て国際的に活躍する高橋選手の出現
は、スポーツの世界において栄養への
関心を高め、アスリートに食事の必要
性と重要性を認識し、意識を高める機
会になったと考えられる
（10）
。
高橋選手は、無名の時には
「食べた
いものを食べたい時に摂取する」選手
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図1

競技レベルと食への意識の変化
（筆者作成）

場 合、1 kmを 3 分 の ス ピ ー ド で 走 れ
ば 15 分、6 分のスピードでは 30 分か
かり、このときのエネルギー消費量
は 計 算 上 同 量 で あ る。 し か し、1 km
を 3 分で走った場合は、運動強度が高
いため
（個人差はあるが）に炭水化物を
基質としたエネルギー利用の割合が高
くなる。一方、1 kmを 6 分で走った場
合、その運動が最大運動
（100％）の 50
～ 60 ％であれば、脂質を基質とした
エネルギー利用の割合が高まる（15）。
この強度は体脂肪の減量に有効であ
図2

る。また、同じトレーニング内容であっ

（筆者作成）
（5）
献立作成に配慮する要素

ても、朝食前の空腹状態で実施した場
合と朝食後ではトレーニングへの効果
は異なる（5）。
表は炭水化物を多く含む食品であ
る。炭水化物は 1 g当たり 4 kcalだが、
炭水化物が多いと考えられている食
品一食分における炭水化物の含有量
（16,22）やグリセミックインデックス
（GI：インスリンへの刺激の強さ）が異
なる
（2）。筋でのエネルギーの活用を
早期に期待するのであれば、GIの高い
写真

食品からのエネルギー補給が有効であ

合宿時の食事記録の数々（筆者撮影）

表

ると考えられる。

炭水化物を多く含む食品
（1 食分）
（筆者作成）
（16）
食 品 1 g当 た り 食 品 1 g当 た り の 炭 水 化 物
の エ ネ ル ギ ー から摂取できるエネルギー
（kcal）
（kcal）

食品

1 人分

重さ（g）

エネルギー量
（kcal）

水分
（g）

スパゲティ

1皿

240

370

145

1.5

1.3

めし

茶碗 1 杯

130

218

78

1.7

1.4

もち

厚さ 1 cm、5 cm角

50

117

22

2.3

2.0

うどん

1玉

250

263

188

1.1

0.9

食パン

6 枚切り 1 枚

60

158

22.8

2.6

1.9

カステラ

2 cm 1 切れ

50

160

12.8

3.2

2.5

バナナ

中 1 本 160 g

160

138

120.6

0.9

0.9

あんぱん

1 個 100 g

100

280

35.5

2.8

2.0

大福

1 個 60 g

60

141

24.9

2.4

2.1

※数値が高いほど効率よくエネルギーを摂取できる（日本食品標準成分表 2015 年版［七訂］）

Ｃ National Strength and Conditioning Association Japan

15

ギー不足が続いて利用可能なエネル
ギーが負になった場合は、タンパク質
が筋や骨などの組織の合成ではなく、
活動エネルギーとして利用されてしま
うこともある。

女性アスリートの三主徴
近代オリンピックの創始者として知
られるクーベルタン男爵は、オリン
ピックへの女性の参画について、「オ
リンピックの理念
『 シ テ イ ウ ス、 ア
ル テ イ ウ ス、 オ ル テ イ ウ ス：Citius
Altius Fortius』、すなわち、
『より速く、
より高く、より強く』というオリンピッ
クの理念に反する」としてふさわしく
ないと考え、女性がスポーツをするこ
とに
「興味もなく、美しくもなく、明
らかに間違っていて、品位を下げる」
図3

脂質の脂肪酸の組成
（「アミノ酸

脂肪酸組織表」
より筆者作成）
（4）

と述べていたといわれる
（6）。そこに
は女性特有の身体の特性や機能への負
担が懸念されたという解釈もあるよう

図 3 は脂質を多く含む食品である。

分岐鎖アミノ酸）が有効であると考え

だ。

脂質は 1 g当たり 9 kcalだが、脂質を構

られている。また、筋力トレーニング

その後歴史は変わり、スポーツの世

成する脂肪酸の組成は食品によって異

後に糖との同時摂取により、その効果

界においても女性が競技に参画するよ

なる（4,17）
。肉類の脂身やバター、ラー

がさらに期待されることから、近年で

うになった。日本でも女子マラソン選

ドなど肉類を中心とした動物性の食品

は多数のサプリメントが開発されてい

手の活躍以降、現在では、一般女性も

に多く含まれる「飽和脂肪酸」は、魚類

る。

気軽にフルマラソンに挑戦するように

や植物に多く含まれる
「不飽和脂肪酸」

しかし、タンパク質の過不足には懸

なっている
（19）
。また、ソフトボール

と比較して体脂肪量の増加を招きやす

念がある。必要量以上の摂取は筋の増

（2008 年北京オリンピック優勝）
やサッ

い性質をもっている。飽和脂肪酸は常

量に効果がなく、余剰分は体脂肪増

カー（2011 年FIFA女子ワールドカップ

温で固体であることが多い
「脂」で、不

量の原因となる。かつて、パワー系

優勝）に続き、バドミントンや卓球な

飽和脂肪酸は液体であることが多い

のアスリートがRDA（Recommended

ど多種目においても女性アスリートが

Dietary Allowance：推奨栄養所要量）

世界を舞台に活躍している。しかし、

脂質の摂り過ぎは体脂肪の蓄積につ

の 4 倍ものタンパク質を摂取すること

その裏で女子選手の
「三主徴」が懸念さ

ながることから控えるアスリートが多

もあった（26）
。しかし、その後タンパ

れてきた。

い。一方で控え過ぎがホルモン分泌量

ク質摂取量 0.86 ～ 1.4 g/kg体重/日ま

アメリカスポーツ医学会（ACSM：

の減少や機能低下の原因となることも

では全身の体タンパク質合成が高まる

American College Sports Medicine）

ある。

が、それ以上は効果がないという研究

は、日常生活に利用可能なエネルギー

もあり
（27）
、タンパク質の過剰摂取へ

が少ない状態である「利用可能エネル

の注意が必要である。

ギ ー 不 足 」と「 無 月 経 」､「 骨 粗 鬆 症 」

「油」と考えることができる。

筋の増量を目的とする時には、筋
力トレーニングに加え、タンパク質
を構成する 20 種のアミノ酸の中でも

極度の食事制限を実施した場合、ま

を 女 性 ア ス リ ー ト の『 三 主 徴
（FAT：

（Branched Chain Amino Acid：
BCAA

た激しいトレーニングによりエネル

Female Athlete Triad）』と定義してい
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る。
女性アスリートの
「三主徴」は深刻

アスリートに多い摂食障害
アスリートの
「摂食障害」も深刻であ

男性にも起こるエネルギー不足
相 対 的 エ ネ ル ギ ー 不 足（Relative

で、三主徴の 1 つの疾患を認める場合

る。摂食障害の有無を調べるためには、

Energy Deficiency in Sport：RED-s）

は、疲労骨折の危険性が 2.4 ～ 4.9 倍、

食行動に関する質問紙「Eat-26」を利用

によって起こる諸問題は、女性の三主

する
（1）
。

徴に加え、免疫や代謝機能、心臓血管

「三主徴」すべてを認める場合は 6.8 倍
にリスクが高まることが明らかになっ
（25）
。
ている
国内でも女性アスリートの
「三主徴」

摂食障害の発症率は、非アスリート

系などの生理学的機能のほか、発育発

の 5 ～ 9％に対し、アスリートは 18 ～

達への悪影響もあり、男性アスリート

20 ％と高いことが明らかになってい

においても懸念されている（21）
。

に対し、医学的、栄養学的側面からの

る
（3）
。
「摂食障害」は、
「利用可能エネ

男性の場合、選手や指導者に自覚が

介入が始まり、国立スポーツ科学セン

ルギー不足」とも関連し、エネルギー

なくても、結果的にトレーニング量に

ター、また女性アスリート健康支援委

消費量が多く、エネルギー摂取量とバ

対して食事からのエネルギー不足や

員会などにおいては、発育発達期にあ

ランスが負となりやすい長距離系の種

栄養の偏りなどが起こる場合がある

る中・高校生を中心とした実態の調査

目、また体型が勝敗に影響するフィ

に加え、改善のための啓蒙活動が行な

ギュアスケートや新体操などの審美系

発育発達期にあるジュニアアスリー

われるようになっている。

の種目で
「利用可能エネルギー不足」に

トは、成長のためのエネルギーや栄養

陥りやすく、その割合が高くなる。

成分も必要である。また近年、糖質制

陸上競技の長距離種目はゴールまで

（図 4）
。

の速さで勝敗が決まる競技であること

2018 年に、女子マラソンの元日本

限による減量法が提案され、厳密に実

から、指導者や選手は体重が軽いほう

代表選手が「摂食障害」を原因とする窃

践したアスリートが当初は体重の減量

が有利であると考え、食事を制限する

盗罪に問われ、執行猶予期間中にも

によりパフォーマンスを向上させたも

ことがある。また、本人に自覚がなく

再犯し、懲役刑
（保護観察付き執行猶

のの、その後、不調によりトレーニン

ても食事から必要なエネルギー量が充

予 4 年）を受けた。これは、現役時代

グの継続が困難になったという事例も

足できていないこともあり、
「利用可

の指導者による厳しい体重・体脂肪量

みられる。エネルギー源であり、疲労

能エネルギー不足」を生じやすく、女

の管理などの精神的ストレスが原因の

の回復効果もある炭水化物
（糖質）の摂

性では月経不順や無月経、骨粗鬆症、

強迫観念クレプトマニア
（窃盗症）と考

取不足がエネルギー不足を招いたのか

また摂食障害を引き起こしやすい状況

えられている（28）。

もしれない。

にある（23）。いまだに
「月経がある＝

摂食障害は、体重や体型への偏った

体脂肪が多い」、したがって
「トレーニ

情報や指導、本人の歪んだ認識、体重

ングが足りない」と考える選手や指導

が増えることに対する罪悪感、嫌悪感、

者が存在し、20 年 30 年経っても状況

また他者からの非情な批判などが原因

年、
「筋力トレーニング後はプロテイ

が変わっていない現場もある。

となって生じる。拒食
（神経性食欲不

ン」
、
「貧血症の予防に鉄分」など、エ

高い競技力を目的とするアスリート

振症）と過食（神経性大食症）、また両

ネルギー不足や栄養成分の不足を補う

の場合、身体だけでなく、精神的にも

者を繰り返す症状で、隠れ食いや自己

ため、また精神的な安心感を得るため

多大なストレスがかかり、その結果、

誘発嘔吐、下剤や利尿剤の利用を繰り

にサプリメントを常習的に利用するア

心身の弊害が生じやすいことは否めな

返すため、短期間で体重が 20 ～ 30 kg

スリートが増えているようである（と

い。この状況は近年増加している一般

も増減することがある
（24）
。アスリー

はいえ、「サプリメント」に法令上の定

女性ランナーにおいても懸念されつつ

トが競技力の向上を目的とした場合、

義はなく個人によってその捉え方は異

ある（18）。また、特に発育発達期にあ

目標
（値）を定めることは重要なことだ

なる）。

る中・高校生の場合、骨や月経の問題

が、時としてチームや組織の中で、指

「サプリメント」には多種多様な種類

は競技力の向上のみならず、生涯の健

導的立場にある人の考え方が、選手の

があるが、治療を目的とする医薬品で

康にも影響を及ぼす。

体重や体脂肪量のコントロールを強要

はなく、あくまでも「食品」である。
「特

することにもなり、人権問題とも捉え

定保健用食品」は、表示されている効

られる事例もある。

果や安全性について国が審査を行な

サプリメントの利用
栄養への認識が高まりつつある近
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を輩出し、世界から名伯楽として評価
された故小出義雄監督の言葉である。
◆
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図4

RED-Sによって引き起こされる健康問題
（筆者改変）
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い、消費者庁長官が認可した食品で、
「機能性表示食品」は、事業者
（企業な

情報の収集と専門家によるサポートが
必要である。

ど）が自らの責任において、科学的根
拠に基づき安全性および機能性の根拠

最後に

に関する情報などを消費者庁長官へ届

アスリートのトレーニング現場にお

け出た食品である。また
「栄養機能食

いて、栄養サポートがされるように
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についてエビデンス
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の範囲内に含まれている食品である
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（20）
。これらのサプリメントは商品化

際、理論と現実
（トレーニングの現場

まで長年にわたって研究が積み重ねら

で起こる事象）の乖離が大きいことは

れ、医薬品に近い効果を期待できるも

否めない。また、理論を現場で活用す

のもあれば、そうでないものも多数あ

るには栄養サポ―トのアセスメントが

る。また、サプリメントは成分表にす

必要だが、パフォーマンスに影響する

べての原材料を表示する義務がないこ

要因は栄養のほかにも多数存在する。

とから、表示に含まれていない成分が

また筆者は、サポートは、トレーニン

入っている場合もあり、安易な摂取は

グの現場に足を運び、自分の目で見て、

時にドーピングとなる危険性がある。

選手の生の声を聴いて、考え、動くこ

食事からの摂取が困難であったり、

とが必要であると考える。実際、トレー

トレーニングの前後、またトレーニン

ニングの現場には測定や評価の難しい

グ中に手軽に、また効率よくエネル

事象が数多くあるように思う。

ギーや栄養成分を補充したりと、ト

「測らなくても見ればわかるんだ」、

レーニングの目的、またサプリメント

「四六時中選手のことを考えていると

の種類によっては利用が有効な場合が

眠れない」
･･･。これは、オリンピック

あるが、利用には効果の裏付けとなる
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