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運動におけるコンディショニングのため
の栄養－運動による疲労の予防・回復の
ために－
下村 吉治, Ph.D. 中部大学応用生物学部食品栄養科学科 教授

はじめに

とに区別して用いられることがあり、

からのシグナルであるといえる。最近

アスリートがトレーニングを実施し

｢疲労｣は心身への過負荷により生じた

の疲労研究により、疲労の本体が少し

た場合、その達成感が高ければ運動に

活動能力の低下を言い、｢疲労感｣は疲

ずつ明らかにされてきており、図 1 の

よる疲労感は心地よいかもしれない

労が存在することを自覚する感覚で、

ような「疲労の発生機構とそれに対す

が、一般的には、疲労をなるべく予防し

多くの場合不快感と活動意欲の低下が

る生体反応」の模式図が描けるように

たり早急にそれから回復することが求

認められる（13）。これと関連して、様々

なった（9,27）。すなわち、生体の過活動

められる。特に一般の人ではできるか

な疾病の際にみられる全身倦怠感、だ

（運動性活動および精神作業性活動）に

ぎり疲労を残さないように努めるだろ

るさ、脱力感は｢疲労感｣とほぼ同義に

より大量の酸素が消費されると、主に

う。ここで言う「疲労」または
「疲労感」

用いられる。

細胞内のミトコンドリアにおいて大量

とは、いったいどのような生理現象で
あろうか？
本稿では、まず、疲労とそれに関連し

以上のように、疲労はある程度漠然

の活性酸素が発生し、それにより体組

として捉えられているが、活動能力の

織が障害を受ける。このとき、障害を

低下を伴い心身を休息させるための脳

受けた組織からホルモン様の信号（炎

た生理現象を概説し、主に運動によっ
て引き起こされる疲労の予防および疲
労からの回復を促進するための栄養に
ついて、運動におけるコンディショニ
ングの観点から述べる。

疲労とは
疲労は、痛み、発熱とともに生体の警
告信号
（生体アラーム）であり、過剰な
活動からヒトを守るための生体反応で
ある。日本疲労学会によれば、
「疲労と
は過度の肉体的および精神的活動、ま
たは疾病によって生じた独特の不快感
と休養の願望を伴う身体の活動能力の
減退状態である。」と定義されている
（13）
。さらに疲労は｢疲労｣と
「疲労感」
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図 1 運動による疲労の発生と生体の反応
文献 9 と 27 の解説を基にした概念図。実線の矢印は促進または方向性を示し、点
線は抑制を示す。

症性サイトカインなど）が脳に伝達さ

酸素であるとすると、抗酸化食品成分

を活性化して、タンパク質合成を促進

れ、脳で疲労に対する反応が起こるよ

は疲労の予防および回復に効果的であ

する
（図 2）
（21）。また、ロイシンは糖

うである
（9,27,29）
。もし、十分な栄養

ると考えられる。この考えは実際に証

代謝調節ホルモンであるインスリン

補給等により組織の障害を修復できれ

明され、食品中の抗酸化成分であるビ

の分泌をある程度刺激するので、その

ば疲労から回復するが、不十分なエネ

タミンC、ビタミンE、β-カロテン、イミ

作 用 に よ っ て もmTORC 1 活 性 化 を

ルギー等の供給により回復できない場

ダゾールペプチド（カルノシン、アンセ

促進する（図 2）
。さらに、ロイシンは

合は病的な疲労
（長期にわたり日常生

リン）などは効果的であることが判明

mTORC 1 を介してタンパク質分解機

活に支障をきたすような全身倦怠感を

した
（9,27）。これらの中でも、イミダゾ

構であるオートファジーを抑制する

伴う慢性疲労）になることがあるとさ

ールペプチドは特に注目されており、

ことも明らかにされている
（21）。 よ

れている。

ヒトにおける身体パフォーマンステス

って、ロイシンはタンパク質同化作用

トにおいて有意な抗疲労作用の結果が

（筋づくり）の強いアミノ酸である。こ

このように疲労については明らかに
なってきたが、依然として詳細なメカ
ニズムについては不明な部分が多く、

のロイシンを含むBCAAサプリメント

得られている（19）。
カルノシンとアンセリンは、動物の

については、身体づくりを熱望する多

簡単に疲労を測定できるような状況に

骨格筋に比較的多く含まれるが、特に

くのアスリートが注目しており、この

はない。

トリ胸肉のアンセリン含量が高いこと

NSCAジャパン機関誌の多くの読者も

が知られている
（25）
。これらのイミダ

注目していると推察される。

乳酸は疲労物質ではない

ゾールペプチドは 2000 年ころよりヒ

BCAAを摂取するためには、BCAA

激しい運動（筋収縮）は、筋を酸性化

トの短時間の嫌気的運動パフォーマン

自体をサプリメントとして服用する

すると同時にグルコースの嫌気的代謝

スを向上させる作用をもつことがわか

か、BCAA含 量 の 高 い タ ン パ ク 質 で

物である乳酸の蓄積を伴うことが古く

っていたが（19）
、この作用メカニズム

ある乳清タンパク質（ホエイプロテイ

から知られており、乳酸による酸性化

もイミダゾールペプチドの抗疲労効果

が筋疲労の原因であると長く信じられ

と関係するものと推察される（3）。

てきた。すなわち、乳酸が疲労物質で
あるとする説である。この乳酸による

ン；表 1）が適していると考えられるが
（10）、筋づくりのためには一定量のロ
イシンを含むアミノ酸混合またはタン

運動による筋損傷の予防・回復

パク質を摂取することが重要なようで

筋の酸性化の説は、古く 1920 年代に乳

激しい運動により、筋は損傷を受け

酸アシドーシス
（乳酸血症）という言葉

それにより炎症を起こし、筋痛を含む

が受け入れられたことに始まっている

筋障害の原因になることがわかってい

がベストであろうか？

（16）
。実際に、運動による筋中の乳酸

る。運動後には、筋タンパク質合成が

むアミノ酸をタンパク質合成刺激の

濃度の上昇は筋中のpH低下と見事に

亢進するので、その時点に合わせてタ

ために摂取する場合には、上記のよう

相関する
（16）
。

ンパク質合成をさらに促進するための

に運動後の筋タンパク質合成の上昇

ある（4）。
ではその摂取するタイミングはいつ
ロイシンを含

タンパク質・アミノ酸を摂取すること

に合わせて、運動直後
（またはそれに

化するのは、乳酸の生成ではなく、ミト

は筋の回復を促進することになる（4）。

近い時間帯）の摂取が考えられる（4）。

コンドリアでATPが合成される以上に

よって、それは疲労の軽減にも繋がる

BCAAあるいは必須アミノ酸混合など

ATPが消費（分解）されることに起因

と考えられる。これらのタンパク質・

するようであり、乳酸の生成はその酸

アミノ酸の作用は、上記の抗酸化食品

性化をむしろ弱めていると 2004 年に

の作用とは異なるメカニズムで筋を回

報告された（16）。さらに、活動する筋

復するだろう。

しかしながら、運動により筋を酸性

の酸性度が高まることは、筋の興奮性

筋タンパク質合成を強く促進す

を維持するのに役立っていることも証

るアミノ酸として分岐鎖アミノ酸

明された（15）。したがって、乳酸の生

（Branched-Chain Amino Acids：

成が直接疲労を誘発しているのではな

BCAA）のひとつであるロイシンがよ

く、ましてや乳酸が疲労原因物質とは

く知られている
（4）
。ロイシンは、筋

いえない。

細胞内の栄養センサーとして働く哺
乳動物ラパマイシン標的因子複合体

抗酸化食品成分による疲労の抑制
図 1 に示すように疲労の本体が活性

（mammalian Target of Rapamycin
Complex 1：mTORC 1）シ グ ナ ル 経 路

図2

ロイシンのタンパク質同化作用
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表1

1

介する。

1
⾷品中のロイシンとBCAAの含量（10）

⾷品（タンパク質）

ロイシン

BCAA

まず、持久運動中に中枢性疲労を誘

乳清タンパク質

14％

26％

発するひとつの原因として、脳におけ

ミルクタンパク質

10％

21％

る主要なエネルギー源である血糖の低

卵タンパク質

8.5％

20％

下が挙げられる
（28）
。すなわち、運動

筋タンパク質

8％

18％

⼤⾖タンパク質

8％

18％

により骨格筋におけるグルコースの利

小麦タンパク質

7％

15％

用が促進されるため、糖を補給しない
で運動を持続すると徐々に血糖値が低

値は 100 gタンパク質中のアミノ酸量（g）を反映する。

下して、脳のエネルギー不足になる。
運動中にはデキストリンなどの適切な

のアミノ酸サプリメントの場合は、摂

のCaイオンは骨格筋の細胞内小器官で

糖の補給が重要である（2）。ただし、持

取後の血中アミノ酸濃度のピークは

ある筋小胞体に蓄積されており、そこ

久運動中に血糖を急激に上昇するグル

約 30 分後に現れるので
（12）
、運動直前

から放出されて骨格筋を収縮させる。

コースやショ糖を摂取すると、エネル

からの摂取も効果的である
（24）
。実際

この筋小胞体からのCaイオン放出のた

ギーとしての脂肪酸代謝
（燃焼）を阻害

に運動 15 分前のBCAA
（5 g程度）摂取

めのエネルギー（ATP）は専らグルコー

することになり
（17）
、持久運動パフォ

により遅発性筋痛
（運動した日の翌日

スの分解（解糖系）により供給されるよ

ーマンスを低下する可能性があるので

などに発生する筋痛）は軽減される結

うであり、そのグルコースの供給源が

注意が必要である。持久運動中の糖の

果が得 ら れ て い る（23）
。さらに運動

筋グリコーゲンである。よって、筋グ

摂取法については他の成書を参考にし

約 30 分前のBCAA摂取で運動中の筋

リコーゲンが枯渇すると筋収縮が円滑

ていただきたい（22）。

タンパク質分解が抑制される結果も報

にできなくなる仕組みである。

もっぱ

疲労回復のためには、この筋グリコ

告されている
（11）
。

その他の運動による中枢性疲労発生
のメカニズムとして、トリプトファン

ただし、運動開始の 1 時間以上前に

ーゲンを早急に回復する必要がある

－セロトニン仮説がよく知られており、

必須アミノ酸サプリメントを摂取する

が、そのためには摂取する栄養素と摂

脳内のセロトニン生成の増加が中枢性

と、運動後の筋タンパク質合成の上昇

取タイミングが重要であることが判明

疲労の原因とするものである（26）
。セ

を促進しないことが報告されているの

した
（7,8）。まず、その栄養素としては、

ロトニンは神経伝達物質として様々な

で（5）
、摂取後の血中アミノ酸濃度のピ

グルコースの供給源としての炭水化物

機能を担っているが、古くから睡眠関

ークを運動中または運動後に合わせる

とタンパク質を一緒に摂取すると筋グ

連物質として知られていたことより、

必要があると推察される。

リコーゲンの回復が速やかに達成され

この説が提唱された。脳内のセロトニ

る
（7）
。ここで摂取するタンパク質は、

ンは、アミノ酸であるトリプトファン

運動パフォーマンスに影響する

前述した筋損傷の回復にも効果的であ

から合成され、脳へのトリプトファン

筋グリコーゲンの回復法

る。次にこれらを摂取するタイミング

の取り込みがセロトニン合成の律速と

グリコーゲンは主に肝臓と骨格筋に

としては、運動直後からなるべく早い

なるようである。この説を支持する所

多く蓄積されており、運動中の主要な

タイミングで摂取すると筋グリコーゲ

見として、疲労困憊した動物の脳では

エネルギー源になる。特に骨格筋のグ

ンの回復に効果的である（8）。

セロトニン濃度が上昇することや、ヒ

リコーゲンは、筋持久力の決定因子で

動物実験では、運動後に炭水化物と

トにおいて脳へのトリプトファン輸送

あるとされており、古くから試合当日

クエン酸を同時摂取することもグリコ

と競合するBCAAを運動中に摂取する

に筋グリコーゲンをなるべく多く蓄積

ーゲンの回復を促進することが報告さ

と、自覚運動強度や心因性疲労の減少

するための食事とトレーニング法が考

れている
（18）。しかし、炭水化物、タン

が認められた（1）。その一方で、ヒトの

案され、グリコーゲンローディング
（カ

パク質、およびクエン酸の同時摂取に

うつ病では脳内のセロトニン減少がそ

ーボローディング）として知られてい

関するデータは今のところない。

の主因と考えられており
（26）、脳内に

る。

おけるセロトニン機能の多様性がうか

筋グリコーゲンはどのようなメカニ

運動による中枢性疲労

がわれる。さらに最近の脳科学研究に

持続的な運動により中枢性の疲労が

おいて、脳局所のセロトニン神経系の

現在明らかにされてい

発生することが知られている。そのメ

機能低下が疲労（特に慢性疲労）と関

るそのメカニズムは次のようである

カニズムについてはまだ十分に解明さ

連している所見が得られているので

（14）
。骨格筋の収縮に必要な筋細胞内

れていないが、以下に主な原因説を紹

（27）、トリプトファン－セロトニン仮説

ズムで筋持久力の決定因子となるので
あろうか？
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は少々懐疑的である。また動物実験で
は、疲労した動物の脳内で細胞の増殖
を制御するサイトカインであるTGF-ß
（transforming growth factor-ß）の 増

86. 2019.
4. 藤田聡. 筋肉量の増加に向けた効果的なレジス
タンス運動とたんぱく質摂取. ストレングス＆
コンディショニングジャーナル . 27: 11-15. 2020.
5. Fujita S, Dreyer HC, Drummond MJ, Glynn EL,

に及ぼす影響. 体力科学 . 52: 255-264. 2003.
20. 清水惠一郎, 福田正博, 山本晴章. イミダゾール
ジペプチド配合飲料の. 日常的な作業のなかで
疲労を自覚している. 健常者に対する継続摂取
による有用性. ―第一次エントリー 207 名の解

加が認められており、中枢性疲労との

Volpi E, Rasmussen BB. Essential amino acid

析結果報告―．薬理と治療 . 37: 255-262. 2009

and carbohydrate ingestion before resistance

21. 下村吉治. 筋蛋白質代謝に対する栄養と運動の

関係が示唆されている
（6）
。いずれに

exercise does not enhance postexercise muscle

しても、今後の研究によりさらに中枢
性疲労に関する新たな知見が得られて
いくものと期待される。
運動による中枢性疲労の予防・回復
に効果的な栄養素としては、先に述べ
たように、血糖を維持するための糖、
およびBCAAの作用が認められている
（1）。さらにBCAAについては、運動に
より消費されるアミノ酸としては代表
的であり、脳における神経伝達物質の
グルタミン酸合成にも使用されるため
（グルタミン酸合成におけるα－ケトグ
ルタル酸へのアミノ基の供給源）
（30）
、
運動後のBCAA供給は筋のみならず脳
にも効果的であると考えられる。しか
し、それらの詳細なメカニズムについ
ては今後の研究に待たざるを得ない。
疲労については、そのメカニズムや
予防・回復に効果的な栄養素について
ある程度明らかになってきたが、まだ
不明な部分が多い。現在までに明らか
にされている所見に基づいて、適切な
栄養素を効果的に摂取し、アスリート
のみならず一般のスポーツ愛好者のコ
ンディショニングのために、疲労の予
防・回復を促進することはきわめて重
要であろう。◆
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