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1. 糖質摂取の重要性
1）糖質は運動時の主なエネルギー源
　運動を行なうためには、筋肉の中で
絶えずエネルギーを作り出す必要が
ある。エネルギーを生み出すことが
できる栄養素として、糖質、脂質、タン
パク質があるが、糖質は運動パフォー
マンスと強く関係することが知られ
ている。1 時間を超える運動時の疲労
の原因として、筋肉に貯蔵されている
グリコーゲンの枯渇がある。運動中
にどれだけの糖質を摂取しても筋肉
のグリコーゲンの枯渇を防ぐことが
できないため、運動開始前に筋肉のグ
リコーゲン量を高めておく必要があ
る。図 1 は 3 日間連続でのトレーニン
グ（80 ％ V

4

O2maxの運動強度で 16 km
の走行運動）を行なった場合の筋グリ
コーゲンの変化を示している（2）。十
分に糖質を摂取した場合（糖質エネル
ギーの割合が 70％の食事：高糖質食）、
翌日の運動時には筋グリコーゲン量が
回復している。一方で、糖質摂取量が
不十分な場合（低糖質食：糖質エネル
ギー比 40％）、翌日までに筋グリコー
ゲン量が回復しない。さらに、連日の
トレーニングで筋グリコーゲンが少し
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ずつ低下することがわかる。この状態
でトレーニングを実施すると、通常よ
りも早い段階で疲労を感じる、または
トレーニングの質が下がる可能性があ
る。したがって、十分な糖質を摂取し
て前日のトレーニングで低下した筋グ
リコーゲンを回復させることが、質の
高いトレーニングを行なうために重要
である。
　スポーツを行なう人に必要となる糖
質摂取量は、行なうトレーニングの内

容によって異なるが、1 日に体重 1 ㎏当
たりで 5 ～ 12 g（体重 60 kgの人の場合
300 ～ 720 g）の糖質を摂取することが
推奨されている（4）。食欲や時間の制
約で食事のみでは十分な糖質を摂取す
ることができない場合は、糖質を含む
飲料やゼリーなどを取り入れることを
検討してほしい。

2）体内の糖質貯蔵量は限られている
　上述したように、筋肉に蓄えられて

図 1　連日のトレーニングによる筋肉のグリコーゲン量の低下と糖質摂取量の影響
文献 2 から著者作図
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いるグリコーゲンが枯渇すると、運動
を継続することができなくなる（＝疲
労困憊状態）。また、肝臓にもグリコー
ゲンが蓄えられていて、主に血糖値の
維持に利用されている。中～高強度の
運動を 1 時間以上行なう場合、肝臓の
グリコーゲンも枯渇してしまい、血糖
値を維持することが難しくなる。この
ような場合には、脳のエネルギー不足
を引き起こすので中枢性疲労の原因と
なる。ヒトは筋肉と肝臓のグリコー
ゲンを合わせても、およそ 2,000 kcal
程度しか貯蔵することしかできず、
脂 肪 の 貯 蔵 エ ネ ル ギ ー（80,000 ～
100,000 kcal）と比べるとかなり少ない
ことがわかる。そのため、運動開始ま
でに十分な糖質を摂取することで、も
ともと少量しか貯蔵できないグリコー
ゲン量を高めておくことが、高いパフ
ォーマンスを発揮するためには不可欠
である。

2. タンパク質摂取だけでは筋肉は
大きくならない

　日々トレーニングを行なっているア
スリートに必要なタンパク質量は、一
般成人と比べて多くなる。しかし、タ

ンパク質の摂取量が多ければ多いほど
筋肉のタンパク質合成が高まるという
わけではない。レジスタンストレー
ニング実施時に、タンパク質摂取量を
変化させた研究では（0.86 g、1.4 gまた
は 2.4 g/kg体重/日）、0.86 gと比較して
タンパク質摂取量が多い 2 つのグルー
プの体タンパク質合成量が増加するこ
とが示されている（6）。しかし、1.4 g
と 2.4 gではタンパク質合成量に差が
なくなる（図 2）。現在では、激しいト
レーニングを行なっているアスリート
に必要なタンパク質摂取量は、1 日に
体重 1 ㎏当たり 1.5 g（体重 60 kgの場
合 90 g）前後、多くても 2 g/kg体重とさ
れている。
　タンパク質やアミノ酸を摂取する
と、筋肉のタンパク質合成速度はおよ
そ 2 倍に増加する。しかし、食事に含
まれるタンパク質やアミノ酸サプリメ
ントなどによる筋タンパク質合成速度
の亢進は、摂取後数時間しか持続され
ないので、タンパク質やアミノ酸摂取
だけでは筋肉を大きくすることは難し
い。レジスタンス運動はタンパク質摂
取と同様に筋肉のタンパク質合成を高
める刺激である。レジスタンス運動を

行なうと運動の 1 ～ 2 時間後からタン
パク質合成が高まり、翌日までタンパ
ク質合成が高まった状態が維持され
る。さらに、レジスタンス運動後にタ
ンパク質を摂取することで、それぞれ
を単独で行なった場合よりも筋タンパ
ク質合成が高まる。このように、レジ
スタンス運動と適切なタンパク質の摂
取を繰り返し行なうことで、タンパク
質の合成が高まり筋肉が肥大すると考
えられる。
　レジスタンス運動は、筋肉のタンパ
ク質合成を高めると同時に、タンパク
質の分解も高める。レジスタンス運動
前後にタンパク質やアミノ酸を摂取す
ることで、レジスタンス運動による筋
肉のタンパク質分解を抑制することが
できる。そのため、レジスタンス運動
の前後にタンパク質やアミノ酸を豊富
に含む食事やサプリメントを摂取する
ことは、トレーニングによる身体づく
りに大きく貢献すると考えられる。

3. 脂質も大切
　糖質とタンパク質は 1 g当たり 4 kcal
で あ る の に 対 し、 脂 質 は 1 g当 た
り 9 kcalのエネルギーをもっている。

図 2　1.4 および 2.4 g/kg体重/日では 0.86 g/kg体重/日よりもタンパク質合成量は高くなるが、
タンパク質の酸化量（筋肉の原料にならない）も増えてしまう

文献 6 から著者作図　＊P＜0.05
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そのため、脂質の摂取は避けるべき、取
りすぎると太る、というイメージをも
つ人が多い。確かに脂質の取りすぎは
体脂肪量の増加に繋がるが、極端に脂
質の摂取量を制限することで、運動パ
フォーマンスが向上するというエビデ
ンスもない。日本人の食事摂取基準
では、食事に占める脂質エネルギー比
を 20 ～ 30％とすることを推奨してい
る。これは、体内で合成することがで
きない必須脂肪酸を食事から摂取する
必要があることや、脂質は身体を構成
する重要な材料であるため、ヒトが生
きていく上で脂質が必要不可欠だから
である。脂質が生体機能の維持に必須
であることは、アスリートにとっても
同様である。そのため、特段の理由が
ないかぎり、食事に占める脂質エネル
ギー比は 20 ～ 30％前後が望ましいと
考えられる。最近では、脂質を含む飲
料である牛乳に着目し、運動後の疲労
回復（筋肉のグリコーゲン回復）を検討
した研究成果も報告されている（3）。
しかし、スポーツ場面における脂質摂
取の研究は、糖質やタンパク質と比べ
ると進んでいないのが現状で、体組成
や運動パフォーマンス向上と脂質摂取
に関する研究の発展が期待される。

4. 微量栄養素
　微量栄養素は、エネルギーを直接生
み出すことはできないが、生体で起こ
る様々な生化学反応に不可欠な物質で
ある。日常的にトレーニングを行なっ
ているアスリートは、糖質などのエネ
ルギー産生栄養素だけでなく、微量栄
養素の必要量も増加するため、身体活
動量に合わせて摂取量を調整する必要
がある。ただし、必要量以上を摂取し
ても、パフォーマンスが高まる（エルゴ
ジェニックエイド）効果は期待できな
い。

１）ビタミン
　ビタミンは体内で合成することがで

きない、もしくは必要量を合成できな
いので、食事から摂取することが必要
である。ビタミンはエネルギー代謝を
含め、生体にとって重要な働きをして
いるので、ビタミン摂取量が足りない
場合には欠乏症が現れる。
　ビタミンの中でも、特にエネルギー
産生にかかわるビタミンB群は、運動に
よる消費や発汗などで損失する機会が
多いので、アスリートでは不足するリ
スクが高い。特に、糖代謝や有酸素的
なエネルギー産生にかかわるビタミン
B1とB2 はエネルギー摂取量 1,000 kcal
で推奨量が設定されている（ビタミン
B1：0.54 mg/1,000 kcal、ビタミンB2：
0.6 mg/1,000 kcal）。したがって、エネ
ルギー摂取量が多いアスリートでは、
摂取すべきビタミンB1やB2 量も多く
なる。また、ビタミンB6 はアミノ酸の
代謝にかかわるため、筋量増加のため
にタンパク質摂取量を多く摂取してい
る場合や、反対に食事制限などでアミ
ノ酸の異化代謝が高まっている場合に
は、ビタミンB6 の必要量も高くなる。
水溶性ビタミン（ビタミンB1、B2、ナイ
アシン、B6、B12、葉酸、パントテン酸、ビ
オチン、ビタミンC）は余分に摂取して
も尿中に排泄されるので、過剰症のリ
スクは低い。そのため、日ごろから激
しいトレーニングを行なっているアス
リートは、水溶性ビタミンについては
推奨量よりも少し多い量を摂取しても
問題はないと考えられる。
　最近の話題として、脂溶性ビタミン
のビタミンDと筋肉の機能についての
研究が増えている。運動後の筋機能の
回復（1）や筋力向上に対する影響を検
討したメタアナリシス（多くの研究結
果をまとめて解析する研究手法）（7）で
は、ビタミンDサプリメントの筋力に
対する良い効果が報告されている。す
べての研究で一致した結果が得られて
いるわけではないので今後のさらなる
研究が必要であるが、ビタミンDサプ
リメント摂取が筋力に対し好ましい効

果を発揮する背景として、アスリート
におけるビタミンD不足が非常に多い
ことが考えられる。特に日光を浴びる
機会の少ない室内競技者はビタミンＤ
栄養状態が悪くなるリスクが高いの
で、食事からの積極的なビタミンD摂
取を心がけたい。ただし、脂溶性ビタ
ミン（ビタミンA、ビタミンD、ビタミン
E、ビタミンK）は体内に蓄積する性質
があるため、サプリメントなどでの過
剰摂取に注意する必要がある。

（2）ミネラル
　ミネラルは骨の構成成分としての役
割以外に、浸透圧の調整、酵素反応など
生体機能の様々な場面で重要な役割を
担っている。日本人ではミネラルの中
でもカルシウムと鉄が不足しがちであ
る。
　一般に、運動は骨密度を高め、骨を強
くすると考えられているが、激しいト
レーニングを行なうアスリートでは骨
密度が低下する場合がある。この要因
としては、カルシウム摂取不足だけで
なく、必要なエネルギー量（糖質、タン
パク質、脂質）を摂取できていないこと
が挙げられる。さらに、運動を行なう
と骨からカルシウムの流出（骨吸収）を
引き起こすホルモン（副甲状腺ホルモ
ン）の分泌が高まる。このように、日ご
ろから長時間の運動を行なうアスリー
ト、特に運動時に体重の負荷が骨にか
からない自転車や水泳選手は、骨密度
低下、それに伴う骨折のリスクを理解
して、十分なエネルギー量とカルシウ
ム摂取を心がける必要がある。
　鉄はヘモグロビンの構成要素として
酸素運搬にかかわっていて、スポーツ
パフォーマンスと密接な関係があるこ
とはよく知られている。しかし、男性
で 1 ～ 7％、女性では 1 ～ 18％のアス
リートで鉄欠乏性貧血が認められる

（5）。鉄欠乏性貧血の主な原因は、慢性
的な出血、鉄需要の増加、鉄の摂取量不
足、および鉄の吸収障害である。食事
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から摂取する鉄の吸収にヘプシジンと
いうホルモンがかかわっていることが
近年明らかになってきた。ヘプシジン
は、鉄の吸収を妨げる働きがあるが、激
しいトレーニングを行なうと血中ヘプ
シジン濃度が増加する。アスリートは
一般人に比べて食事に含まれる鉄を吸
収する機能が悪くなっている可能性を
考慮して、積極的な鉄摂取を心がける
必要がある。鉄欠乏性貧血の予防には、
肉などの鉄を多く含む食品から鉄を摂
取することに併せて、トレーニング量
に見合ったエネルギーを摂取すること
も重要である。
　他の微量栄養素も同様に、激しいト
レーニング期や減量中などには不足し
がちになるため、食事から十分に摂取
できない場合は、サプリメントを利用
して摂取不足にならないよう注意する
ことが必要である。◆
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生活リズムとパフォーマンス
田原 優, Ph.D., 早稲田大学理工学術院 准教授

1. はじめに
　朝ごはんを食べることで、午前中に
体温が上がりやすくなり、午前中の集
中力も高まる。一度は耳にしたことが
ある「早寝、早起き、朝ごはん」というフ
レーズのとおり、朝ごはんは、朝の光と
ともに、体内時計を調節する大事な朝
の行動である。たしかに、朝ごはんを
食べない子どもは成績が悪いことは全
国調査の結果から明らかであり、この
結果は何十年も変わっていない（朝食
欠食している子どもの数は減少してい
る）。一方で、20 ～ 30 代の若い世代の
朝食欠食率は依然高い状態を維持して
おり（25 ～ 30％）、農林水産省の食育
白書でも重要な改善項目と設定してい
る。もちろんアスリートも一緒で、朝
ごはんを食べないとパフォーマンスが
下がる可能性が高い。ではこのような

「朝活」はすべての人に有効なのだろ
うか？　実は体内時計には個人差が
ある。朝型、夜型といったクロノタイ
プがそれであり、一般的に朝型は午前
中に、夜型は夜に集中力が高まる。ま
た、パフォーマンスにも時刻差、個人差
があり、試合時刻に合わせたベストな
コンディショニングが必要と思われる
が、まだしっかりとしたエビデンス、研
究は少ない。さらに考えるべきは体内
時計の時差ボケである。時差ボケによ
るパフォーマンスの低下は容易に想像
できるが、その対処法はまだまだ研究
途上である。海外遠征でいかにベスト
なコンディションで試合に望めるか、
最新の研究成果からアイデアを紹介し
たい。

2. 朝型・夜型、クロノタイプとは？
　「私は朝が得意なほう」、「私は夜のほ

うが元気」といったように、人には体内
時計の個人差が存在する。これをクロ
ノタイプと呼び、朝型・夜型質問紙や、
ミュンヘンクロノタイプ質問紙などで
簡単に調べることができる（国立精神・
神経医療研究センターが作成したweb
ページでもアンケートに答えることで
調べられる）。基本的には、仕事や学校
のない「休日」の睡眠時刻から判断し、
図 1 に示すような睡眠の中間時刻を算
出後、年齢に沿って決定することがで
きる。年齢によって違うのは、自身の
経験からもわかるように、20 ～ 30 代
の若い時は生活が夜型化しやすく、そ
の後年を取るにつれて朝型化するから
である。つまり、睡眠時刻は年齢によ
って全体的に変化する。なお、朝型、中
間型、夜型のしっかりとした境界線、定
義はなく、全体の 25％程度を朝型、ま
たは夜型と判断することが多い。
　体内時計（時計遺伝子の機能）を調べ
た研究では、夜型は、朝型や中間型に比
べ、遅れやすい体内時計をもっている
ことがわかっている。つまり、人の体
内時計は平均 24.1 時間といわれてい
るが、夜型の人はさらに少し長めの時

計をもっており、毎日 24 時間に調整す
るのに苦労しているのである。また、
このクロノタイプは、個人のもつ遺伝
子（SNP等）によって決まっている可
能性が高い。最新の研究では、約 70 万
人もの遺伝子解析データベースから、
351 個の朝型関連遺伝子が見つかって
いる（8）。つまり、性格と同じで、生ま
れながらにして朝型や夜型といった個
性をもっているのである。しかし、こ
の遺伝的な違いでは、30 分程度の生活
習慣の違いしか説明できておらず、実
際には個人の生活環境や社会的背景な
どの影響も大きい可能性がある。

3. 朝型・夜型とパフォーマンス
（図 2）

　クロノタイプとパフォーマンスを調
べた研究を紹介する（5）。日中の眠気
は、朝型では朝に低く夜に高いが、夜
型では朝に高く夜に低い、真逆の結果
を示す。同様に、視覚の注意力や反応
スピードを調べるPVT（psychomotor 
vigilance task）試験や、作業記憶を調べ
るEF（executive function）試験でも、朝
型は朝に、夜型は夜に結果が良くなっ

図 1　クロノタイプのチェック方法
計算方法は、ミュンヘンクロノタイプ質問紙をベースにしている。表は国民健康栄養調査
等から、筆者が独自に作成したもの（クロノタイプの明確な基準はないため）。
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ていた。
　一方で、最大随意筋力（MVC）は、朝
型で昼過ぎに、夜型で夜に高い結果で
あった。一般的に競技レコードは夕方
に出やすいことが知られている。最大
随意筋力だけでなく、有酸素運動能力
や持久力も、朝よりも夕方のほうが高
い。この理由は、体温や交感神経活動
が朝よりも夕方に高まるからである。
さらに、同じ運動負荷に対して、朝は夕
方よりも酸素消費量が多く、心拍数や
血糖値の上がりが高い。主観的運動強
度、つまり同じ運動負荷に対する感覚
的な運動の強さは、夕方よりも朝のほ
うが高い。つまり、起きてすぐの時間
帯は体温も上がりきっておらず、その
ため酸素を効率よく消費できず、最大
パフォーマンスを発揮できない。
　しかしここで大事なのは、すべての
人が夕方にパフォーマンスが最大にな
るのではなく、朝型は昼過ぎに、中間型
は夕方に、夜型は夜にピークがくるこ
とである。実際にアスリートに対して
行なった持久力テストでは、朝型で 13
～ 16 時、中間型で 16 ～ 19 時、夜型
で 19 ～ 22 時にピークがみられた（4）。

また、この論文で測定した持久力試験
の結果は、1 日の中で結果が 20％も変
動していた。1 分 1 秒を争うような戦
いを強いられるアスリートにとって、
試合時刻によって、自身のパフォーマ
ンスが 20％も変化してしまったら大
変である。よって、自身のベストなパ
フォーマンスを発揮できる時刻を知っ
ておくことで、試合で最大限の結果を
残せるようになるだろう。また、この
ベストなタイミングとは決してクロノ
タイプのみに依存するものではなく、
普段の生活習慣、競技種目、内容にもよ
るだろう。自身の過去の試合データ（試
合時刻と成績）を解析してみるのも重
要かもしれない。

4. 起きる時刻を変えて、試合の時刻
にベストパフォーマンスで望む？

　では自身のパフォーマンスがベスト
な時間帯がわかったら、どうすればよ
いのだろうか。例えば、私は朝型だか
ら昼過ぎが試合のベストタイミングな
のに、今度の試合は午前中にあるとし
ら…。ここからは実際の研究結果がま
だ存在しないので、筆者の意見として

参考にしてほしい。パフォーマンスの
日内リズムを考慮した介入試験は皆無
に等しく、アスリートに対する時差ボ
ケ対策をレビューした最新の総説でも
結論に結びつく結果はないと述べてい
る（7）。
　では、朝型が午前中の試合に適応す
るにはどうすべきか。まずは、自身の
ベストな時間帯が、自身の普段の起床
時刻から何時間後かを計算しておくと
よい（図 3）。先述のクロノタイプとパ
フォーマンスの個人差も、実は起きて
からの時刻で計算すると差は小さく
なる。つまり、夜型の人は普段起きる
時刻が遅いので、その分遅めにパフォ
ーマンスのピークがきている。では、
問題の午前中の試合には、どう適応す
べきか。簡単な答えは「いつもよりも
早起きすること」である。しかし、体
内時計はそう簡単には調整できない。
1 日 1 時間程度の調整がやっとだと考
えられている。よって、試合当日に早
起きするだけでは、ただの睡眠不足や
時差ボケになるだけであり、実際は数
日前から早起きすることになる。そし
て、早起きのためには早く寝ることも

図 3　ベストなパフォーマンス時刻を試合時刻に合わせるための
考え方

図 2　眠気、パフォーマンスの日内変動と朝型・夜型による違い
図は、文献4、5より模式図を作成。
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重要である。反対に、試合時刻が遅い
場合は、寝る時刻、起きる時刻を数日前
から遅くすることになる。

5. 光、食事、運動をうまく使って体
内時計を調節する？

　 寝る時刻だけでなく、実際には食事
やサプリメント、光のタイミングなど
を上手く調節することで体内時計を動
かすことができる。その前に、もう少
し詳しく体内時計の仕組みについて理
解する必要があるだろう。体内時計
は、体内の一つひとつの細胞にあり、特
に脳内に中枢時計、肝臓や筋肉等に末
梢時計がある。私たちはこの時計があ
るおかげで、ふと時計もない、光もない
ような洞窟で暮らしたとしても、ある
程度 24 時間で起きて寝てといった生
活リズムを維持できるようになってい
る。しかし、この時計があるおかげで、
ふと海外旅行に行った際に、現地の時
刻と体内時計が合わず、昼間なのに眠
気があったり、頭痛、腹痛等に悩まされ
ることになる。
　人の体内時計は 24 時間より少し長
く、地球で生活するために毎日 24 時間
に調節する（早める）必要がある。その
日々の調節を行なうのが、光、食事、運
動である。特に朝の光、食事、運動は、
体内時計を 24 時間に調節する、つまり
体内時計を早める（朝型にする）のに重
要である（図 4）。一方で、夜の光、夜遅
い食事、夜遅い運動は、逆に体内時計を
遅らせる、つまり夜型化させる効果を
もつ。ここが体内時計の難しいところ
であり、しっかりと覚えておくポイン
トである。つまり、同じ光、食事、運動
でも、朝だと体内時計を早め、夜だと体
内時計を遅らせてしまうという真逆の
効果をもたらす点である。

6. 夜の激しい運動は、体内時計の夜
型化に繋がる

　運動による体内時計の調節は、スト
レスホルモンであるコルチゾールの分

泌と、交感神経の活性化（アドレナリ
ン、ノルアドレナリンの分泌）による。
コルチゾールやアドレナリンは、細胞
内の時計遺伝子のスイッチを直接入れ
ることで、体内時計を調節する。この
メカニズムは、物理的、または心理的な
ストレスでも同じであり、激しいスト
レスは体内時計を変調させる原因とな
る（10）。コルチゾールは目覚めホルモ
ンとも呼ばれ、朝起きてすぐに 1 日の
中で一番分泌ピークを迎える。交感神
経は午前中から夕方にかけて活性が高
まり、夜は逆に副交感神経優位になる。
よって夜遅くの激しい運動（筋トレな
ども含む）は、生体内の日内リズムに逆
らうような生体応答を引き起こすこと
になり、同時に体内時計へも普段と異
なる刺激が入る。結果、夜の運動は体
内時計の夜型化を起こす。
　実際にボクサーが夜 20 ～ 22 時に
筋トレをした結果、夜に筋トレをして
いない時期に比べて、体内時計が 2 ～
4 時間ほど遅れていたという報告があ
る。また、ヨーロッパのサッカークラ
ブ選手を対象にした研究では、夜に試
合があった日は、他の日に比べて、睡眠
時間が短く、睡眠の質も悪く、回復度も
悪かった（6）。よって、最近 24 時間ジ
ムなどが流行っているが、夜遅い時間
帯（夕食以降）の激しい運動は、体内時
計の夜型化を引き起こすのであまりお
勧めしない。また、夜の試合は興奮作
用もあり、その後の体温や交感神経活
動も高い状態が続きやすく、睡眠にも
影響を与える。一方で、朝早く、または

午前中の運動は、体内時計の朝型化を
助けるので効果的である。

7. アスリートに役立つ食事の内容・
タイミング？

　筆者はこれまで、食や栄養のタイミ
ングを考える時間栄養学の研究に取り
組んできた（11）。特に体内時計を整え
る栄養成分の探索に力を入れてきたの
で紹介する。朝食の体内時計調節効
果を高めるものは、カフェイン、炭水
化物、タンパク質（特にシステイン）、
DHA・EPA（魚油に多く含まれる）が
挙げられる。炭水化物を摂ることで血
糖値が上がり、膵臓からインスリンが
分泌され、インスリンが末梢時計の体
内時計を直接調節してくれる。DHA・
EPAは、このインスリン作用を高める
ことでさらに調節効果を上げてくれ
る。タンパク質は、グルカゴンやIGF-
1 というホルモンを介して体内時計を
調節する。カフェインは直接脳や末梢
の時計を調節する。カフェインは要注
意で、夕食以降に飲むことで目が覚め
る覚醒効果だけでなく、次の日に起き
づらくなる体内時計の夜型化効果もあ
る（3）。よって、カフェインは朝か夕食
の前までと決めておくべきである。
　タンパク質は筋肉の維持に重要であ
るが、一般的に朝食：昼食：夕食＝2：
3：4 の割合で摂ることが多い。高齢者
のフレイル、サルコペニアを対象にし
た研究では、朝にタンパク質を多く摂
っている人のほうが、筋力が高いとい
う報告がある。また、筆者のラボでの

図 4　体内時計調節のイメージ図
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マウス動物実験でも、夕方よりも朝に
タンパク質を多く摂ることで、筋肉量
の増加がみられた。さらに、廃用性筋
萎縮モデルマウスを用いた実験で、夕
方よりも朝により運動させることで、
筋肉量の低下をより防ぐことも明らか
にしている（2）。よって、朝のタンパク
質摂取＋運動が、筋力維持には有効な
可能性が高い。しかし、筋力トレーニ
ングに対するベストなタイミングを体
内時計の観点からヒトで研究した文献
はまだない。

8. 減量目的の運動タイミング？
　一方で、減量を目的とした運動のタ
イミングは、数ヵ月にわたる介入試験
の結果、午後よりも午前中のほうが
よいという研究結果が 2 つ出ている

（1,12）。また、朝食前の運動は、血糖値
が低い状態なので脂肪燃焼をより促進
し、減量に効果的だという報告もある。
しかし、低血糖時の運動は危険が伴う
ので気をつける必要があるだろう。一
方で、夕方の運動は、運動直後の交感神
経活性化が朝よりも高く、また成長ホ
ルモンの分泌も高いことから、これら
が脂肪分解系をより促進する可能性が
ある（9）。よって、減量に対する運動の
ベストタイミングは、朝夕決めがたい
状況ではある。短期間の介入試験より
も、実際に痩せた長期の介入試験の結
果を尊重するとすれば、夕方よりも朝
の運動がよいことになる。

9. おわりに
　今回、アスリートのコンディショニ
ングに対する体内時計研究を簡単にレ
ビューさせていただいた。学術的には
近年、「時間運動学」という新たな研究
分野が立ち上がりつつあるが、まだ研
究は少なく今後の研究成果を待つ段階
にあるだろう。また、オリンピックを
考えると、多くの試合は予選、本戦など
で数日間に及ぶ上、試合時刻もその日
によって異なる。よって、体内時計を

意識したパフォーマンスのベストな調
節は難しいかもしれない。実際に、オ
リンピック選手を対象にした介入試験
はなかなか実施しづらいのも現状であ
るが、今後の研究に期待したい。一方
で、日頃のトレーニングから体内時計
を意識することは大切であり、日々の
睡眠が上手く取れないとパフォーマン
ス低下に繋がる。よって、生活習慣を
ウェアラブルデバイス等でモニタリン
グし、自分の体内時計を知り、少しでも
生活を改善しようとすることが大事で
ある。筆者らは現在、このような日々
の生活習慣の揺らぎが、いかに健康や
パフォーマンス等に結びついているの
か、どうやって改善を促すフィードバ
ックを与えるかについて研究を進めて
いる。また、「体内時計」という身近だ
が実はあまりしっかりと理解されてい
ない単語を、もっと一般に身近になる
よう努力していきたい。◆
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