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1. トレーナー、栄養士、研究者それ
ぞれからみる“栄養”の概念
平井：皆さまこんにちは。本日は、ス
ポーツ・コンディショニングにおけ
る「栄養」の重要性について、“カラ
ダを守る”という観点から、3 名の
スペシャリストにお話をうかがいま
す。まず初めに、概念としての栄養
とスポーツ栄養の違いについてお話
しいただきます。トレーナーの立場
としてのお考えを、吉田先生からお
願いします。
吉田：トレーナーといっても実はそ
の中には色々な専門家が含まれてお
り、ストレングス＆コンディショニ
ング（S&C）コーチやアスレティック
トレーナー、理学療法士、その他治
療分野など、様々な立場の方がいま
す。私はS&Cコーチということでア
スリートを鍛え、身体を強くする専
門家として活動しています。つまり、

トレーニングの効果を最大限に引き
出すためのアプローチ、コンディ
ショニングを実施して、アスリート
の試合前・中・後で何をすべきかな
どを指導する立場にあります。
平井：とすると、栄養という観点から、
どうすればパフォーマンスを引き出
せるか、をお考えになるわけですね。
吉田：私自身はトレーニングの専門
家であり、栄養のアドバイスはでき
ないので、これまでの指導現場にお
いては栄養士の方と連携して、とも
に身体づくりをサポートしてきまし
た。個人的には、アスリートへの栄
養のサポートに関して、現場で苦労
することはありませんでした。しか
し、高校スポーツの現場などでは、
栄養の専門家がいないケースも多
く、苦労があると思います。
平井：栄養の専門家として鈴木先生の
お考えはいかがでしょうか。

鈴木：皆さんにとって栄養というも
のは、一般的に、ご自身にのみかか
わることと考えていらっしゃると思
います。でも、実は人が食べて生き
ていくために必要なものすべてを意
味します。水も栄養ですし、安心安
全な食べ物を作り、そして流通させ
るという、人の食べる営みにかかわ
るすべてを含めたものを栄養という
のです。とても広い概念です。その
中では、臨床栄養といえば病気から
回復させるための栄養という学問領
域になります。皆さんは栄養という
ものについて、病気にならない、も
しくは病気になったときにどうする
かという観点で考えることが多いで
しょう。一方で、スポーツ栄養は唯
一、現状からもっと良くなるために、
より前向きに、元気に、そして自己
実現に向けてどうするかといった位
置づけで考えていきます。
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平井：栄養の専門職としての観点から、
トレーナーさんに知っておいてほし
いこと、理解しておいてほしいこと
はありますか。
鈴木：栄養が良ければ体力が向上する、
というよりも、こういう運動をした
いからこう食べる、という意識が大
切です。例えばチームのサポートを
していると、指導者の方から“彼は
栄養状態が悪いから改善してくれ”
というような要望をいただくことが
あります。もちろん栄養状態が良く
なければ改善するものの、指導者の
方がこれくらい（トレーニングを）や
らせたいから栄養をこうする、とい
うように考えなくてはならないので
す。体重を 3 kg増量させたいならば、
どれだけのトレーニングをどのよう
に実施するのかを教えてもらって、
これに基づいて栄養を考えていきま
す。もしトレーニングの内容がその
目的に合致していないならば、それ
は栄養ではなくてトレーニングを改
善すべきだということです。ですか
ら、トレーナーさんの考え方をしっ
かりしてもらわなければ、私たち栄
養の専門職は何もできないのです。
平井：専門家同士で密接に連携しなけ
ればなりませんね。

鈴木：そのとおりです。練習のある日
とない日では異なる栄養を考えなく
てはなりませんから、単純に食べら
れるようにしてくれ、というのでは
情報が足りないわけです。
吉田：まずどういうトレーニングを
実施するかという目的があって、そ
の上で栄養を考えて身体を作ってい
くという考え方が大切なのです。ト
レーニングを実施する際には、脂肪
を減らすとか筋肉を増やすというよ
うな目的があってはじめてプログラ
ムが組まれますから、そもそもその
部分がはっきりしていないと何もで
きない。
鈴木：そのとおりです。まずトレーニ
ングや運動ありきです。けれども現
場ではそうではないケースもあり、
それならばとりあえずバランスの良
い食事を心がけるしかない、という
状況も多いのではないでしょうか。
平井：現場の実情をお聞きできて、と
ても参考になります。一方で研究者
の立場として、清水先生はどのよう
に栄養を捉えておられますか。
清水：概念的な部分に関しては鈴木先
生と考え方は近いと感じました。研
究者が栄養に関して人を対象に調
査・研究をする際、まずは被験者の
状況を測定・数値化して、特定の栄
養を提供したことによりそれがどう
なるかの評価をします。しかし、研
究中でも被験者は普段の食事を摂り
ますから、その中には様々な栄養素
が含まれますし、対象とする栄養素
も少量であれ摂取しているかもしれ
ません。ですから、非常に複雑な環
境の中で評価しなくてはならないた
め、特定の栄養素がどこまで影響し
たかを評価するのは難しいのです。
鈴木：栄養学は人の身体を扱った研究
の中でも、最も難しい分野のひとつ

だと思います。極端な話、ネズミを
用いた研究であればペレットという
標準飼料を与える実験ができますが、
人に対して毎日同じメニューで食べ
てください、ということをしてしま
うと、精神的に滅入って、消化吸収
能力が落ちてしまいます。するとこ
れが評価項目に影響し、適切に研究
を行なえないという事態になります。
ですから、ある特定の食事だけを食
べることでどうなるかという研究を
実施するのは大変難しいのです。
清水：特に人を対象とした研究は非常
に難しいものがあります。例えば、
大規模な人数を対象にして、特定の
食事を食べる人はこういう傾向があ
るというような研究、もしくは我慢で
きる範囲で、ごく限られた日数・時
間の中で制御された食事を摂る研究
が行なわれています。このことから
も、栄養学というのはいかに難しい
学問かがわかっていただけると思い
ます。さらに言うならば、同じ飼料
を与えたとしても、その反応には個
体差も生じるわけですから、その評
価は一層複雑にならざるをえません。
鈴木：研究データも”そのときのその
人の情報“なわけですから、そのデー
タを今、目の前にいる人にどう適用
するか、またより良い形にするため
にどう応用するか、を考えるのが公
認スポーツ栄養士という資格をもつ
者の役割だと考えています。
平井：専門職の采配なくしては、それ
らデータの使い道もない、というこ
とですね。
鈴木：栄養の大切さを伝えることと
同時に、適切な情報の扱い方を現場
に当てはめていかなければ、真に大
切な部分が伝わらないまま 2020 年
の東京五輪が過ぎ去ってしまうので
はないかと危惧しています。ですか

鈴木 志保子 氏
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ら 2020 年までにどのようにすべき
か、日々考えているところです。
平井：適切な情報を現場にいかに当て
はめたかを評価するのは難しいとい
う現状について、詳しくお話をいた
だきました。一方で、どのような栄
養素が有効かという研究は進んでき
ているのですか。
清水：栄養素ごとに異なると思うので
すが、炭水化物やタンパク質などの
研究は多いです。しかしながら、ど
のような指標に対しての研究かにも
よります。私は人の免疫機能につい
て研究をしていますが、ある栄養素
に対して特定の免疫学的指標がどう
なるかという研究が行なわれていた
としても、その他の指標などを網羅
して研究されているわけではないと
いうこともあり、まだまだわからな
いことが多いです。
吉田：鈴木先生が話された、論文・研
究を自身で解釈して現場（クライア
ント）に当てはめ、それを評価して次
につなげる、良い評価が出れば続け
る、そうでなければ適宜ポイントを
変えていくという活動は、トレーニ
ングコーチも同じだと思いました。
平井：トレーニングも、研究としてこ
のようなデータがあるが、それを本
当にクライアントに対して応用して
よいかどうかを判断しなくてはなら
ないということですね。
吉田：はい、そのとおりです。
鈴木：ある程度の知識があるトレー
ナーとであれば、私がトレーニング
について確認したり、逆にトレー
ナーさんから栄養について質問が
あったりと、やりとりがあります。
そして、現場での評価はそのアス
リートがどのような結果を出した
か、に左右されてしまいます。もし
仮にどちらかの専門家が突出した能

力を発揮し、もう片方がそうでな
かったとしても、評価は同じになっ
てしまう。であれば、双方が突出し
た能力を発揮できるように協力し
合ったほうがよいわけです。運動選
手はアート作品ですから、その評価
が最も良いものとなるよう、両方の
専門家が突出して良いものを作ると
いう意識でいるべきだと思います。
吉田：身体を作る、パフォーマンスを
向上させるというゴール・目標は共
通ですからね。そのためのアプロー
チがトレーニングなのか栄養なのか
という違いであるだけで･･･。
鈴木：私はチームの監督さんと激しく
ディスカッションすることもありま
すが、専門家の間でガツガツやりと
りがあっても、それが選手のために
なり、作品がより良くなるのであれ
ば、ぜひやるべきだと考えています。
良い結果を出すことができた選手と
試合後に一緒に抱き合える、そうい
うものを目指したい。現場で遠慮し
て引いてしまうと、“それなり”に終
わってしまうだろうと思います。

2. サプリメントの考え方とその活
用について

平井：栄養素という点でいうと、どの
ように食事を摂るかという部分とサ
プリメントという手段との 2 つがあ
ると思います。そこで次にサプリメ
ントについておうかがいします。学
生など食事だけでは補えない部分が
ある場合、吉田先生はどうお考えで
しょうか。
吉田：私の見聞きする範囲では、特に
大学生などは自炊ができないために
コンビニに頼ったり、食事に関して
知識が不足しているところもあると
いう話もあり、トレーニングコーチ
としてどのようにすべきか栄養の専

門職にお聞きしたいところです。
平井：鈴木先生はどのように指導して
おられますか。
鈴木：今のお話を聞いていて、そもそ
も自炊できない人がサプリメントを
用いるという考え方自体がまずおか
しいと思うのです。運動量が多いほ
ど、胃に収められる食事の限界量を
超える消費量になりやすいし、運動
強度が高かったり時間が長かったり
すると、副交感神経が働かない時間
が長くなるため、この間、胃腸の動
きが止まってしまいます。一方で、
この状況ではよりたくさんのエネル
ギーが必要になりますから、より多
く食べる必要があるというギャップ
が生まれます。このギャップを埋め
るために、まずはエネルギーとなる
食べ物を胃に収めることが必要とな
り、野菜や海藻などのビタミン・ミ
ネラル源は後回しになります。エネ
ルギーをもっているものを胃の中に
埋めて、野菜や海藻などを十分に食
べることができない場合にサプリメ
ントで補うのです。へとへとになる
と食事は食べづらくなります。
　　一方で効率よくエネルギー、ビタ
ミン、ミネラルを摂らざるをえない。
こういう場合に、私たち公認スポー

清水 和弘 氏
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ツ栄養士はサプリメントを利用する
という選択肢が出てくるのです。自
炊などの手を抜くというのは別の話
で、まず必要な食事は何かを考えな
くてはならない。この点が現場と異
なっているのが現状で、サプリメン
トは楽をするためのものだと思われ
てしまうと、公認スポーツ栄養士と
して仕事がしづらいことも否めませ
ん。現代のスポーツ現場においては、
必要となる量の食事を食べきれない
人に対しては、いたしかたなくサプ
リメントを使わざるをえないし、む
しろ使わないと限界の極でやり合う
世界では戦えません。
平井：現場ではサプリメントを使うこと
に抵抗のある人もいるのでしょうか。
吉田：そういう選手もいます。また例
えば指導者であれば、“トレーニン
グ後＝プロテイン”と考える人も多
いのではないでしょうか。栄養とい
う観点でいえばそれだけではないと
思いますが。
鈴木：例えば 1 時間前に食事を摂った
場合、食べた量にもよりますが、今
消化中で胃から腸に 1/4 程度しか食
べ物が到達していないことになりま
す。あと 1 時間経つと全体の 1/2 が
到達し、残りの 1/2 がまだ胃の中に

あるという状況です。
　　そのタイミングでトレーニングを
開始したとしましょう。運動をする
とその時点で消化吸収活動は抑制さ
れますから、トレーニングの時間帯
は吸収が進みません。そして運動終
了後にまた一斉に消化吸収が活発に
なります。そのとき、すでに食事と
して摂取したものの 1/2 が胃に残っ
ているわけですから、あらためてプ
ロテインなどを摂取するよりも胃の
中にあるものの消化をしっかり行
なったほうが効率はよいわけです。
　　スポーツ現場においては、胃の中
が空っぽの状態でトレーニングを実
施するケースは朝ごはんを食べない
状態で行なう朝練以外にはほぼあり
えませんから、プロテインを摂取し
たほうがよいという考えだけで、現
場に即した結果が得られるわけでは
ないのです。また仮に胃をからっぽ
にした状態でプロテインを摂取する
ほうがよいという研究結果があった
としても、胃をからっぽにした状態
で運動やトレーニングを行なえば、
例えば免疫機能に負の影響をもたら
すというデータもありますから、選
手のためになりません。結局どうす
ればよいか、を指導者がしっかりコ
ントロールしなくてはなりません。
平井：個人によってケースバイケース
だということですね。
鈴木：その他にも、スポーツ現場では
単なる慣習が先行してしまっている
例が多々ありますから、少しでも適
切な情報が広まると嬉しいです。そ
もそも、運動後の栄養補給はタンパ
ク質よりも糖質を摂ることのほうが
重要です。エネルギーが不足すれば
体重が落ちてしまいますから、何よ
り糖質が優先されます。
平井：まとめると、サプリメントを活

用することの意義はどのような点に
あるでしょうか。
鈴木：2 点あります。1 つは食事で補
いきれないものをサポートする目
的で活用すること、もう 1 つはパ
フォーマンス向上に寄与しうる栄養
素であるエルゴジェニックエイドの
活用、これらをより良いバランスで
生かすためにどうするかをアレンジ
することです。1 つ目について、例
えば運動後に糖質が必要だから糖質
をサプリメントで摂る、ということ
が行なわれた際に、食事で糖質を
ちゃんとコントロールしないと、今
度は不要な体重の増加に繋がりかね
ません。プロテインについても同様
で、食事で十分補えている中でプロ
テインを過剰に摂取すれば、やはり
不要な体重増加に繋がります。ま
ずは 1 日に摂取すべき栄養量があっ
て、食事で補えない部分は何なのか、
それをサプリメントでサポートする
ならどうすればよいか、これをしっ
かりコントロールできる知識が必要
です。現場ではこのコントロールが
できていないケースが多いのではな
いでしょうか。
平井：清水先生にお聞きしますが、免
疫学の観点から、サプリメントはど
のように捉えられているのですか。
清水：アスリートの免疫を考えると、
スポーツ選手は風邪をひきやすいな
ど、感染症対策が必要であるという
問題があって、そのための食事、栄
養という考え方が必要になってきま
す。その中で有用なものを口から入
れて免疫を上げるという部分では、
サプリメントは取り入れやすい方法
です。また、食事以外にも手を洗う、
うがいをして病原体を身体に入れな
いことや、トレーニング量をコント
ロールする、物理療法を行なうなど、

吉田 直人 氏
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免疫機能を回復させる手法もありま
す。このあたりを総合的に扱って選
手をサポートすることが必要ではな
いでしょうか。

平井：トレーナーという立場から、吉
田先生はどのように思われますか。

吉田：先生方の今のお話も、現場で
はなかなか浸透していないことが多
いので、できる限り早く適切な情報
を届ける必要があります。これはト
レーニングコーチだけではなくて現
場にかかわる指導者全員に伝わらな
くてはなりません。適切な情報が浸
透していれば、トレーニングの専門
家だけでなく、栄養の専門家の方々
も現場で活動しやすいでしょうね。

平井：適切な情報を現場へ浸透させる
ためには、どのようなことが必要だ
と思われますか。

鈴木：私は日本スポーツ栄養協会を設
立して、ここでどのように普及啓発
ができるかを考えているのですが、
アカデミックな世界だけでは終わら
ないと思います。一般の方たちへも
どう浸透させるかが大切で、そこに
は固定観念の払拭という大変な作業
が絡んでいます。この点、ビジネス
の入口から誤った情報が含まれてい
ることもあるので、企業と一緒にや
らないと難しいです。また、一般の
方とスポーツ選手の“境目”にある方
が多いので、その方たちについても
適切な情報を届けなくてはならない
と思っています。

平井：それはどういうことでしょうか。
鈴木：食事で十分栄養素を摂れてい
る人にプラスアルファは必要ないで
しょう。食事をしっかり摂れている
ならばサプリメントの活用は必要な
いし、単純に食事のタイミングなど
細かな調整のアドバイスで済みま
す。とはいえその線引きは難しいで

すし、“栄養バランスを気にして食
事をしましょう”で済む時代ではな
くなってしまいました。公認スポー
ツ栄養士などの栄養の専門職は、利
用できるものを総合的に考え、各専
門家が協働してその人のライフスタ
イルに合わせた内容を提供しなくて
はならない時代に入ったと考えるべ
きです。例えば平井さんが、“お昼
の時間ですがあまりお腹が空いてい
ないので、おにぎり 1 個でもよいで
すか”という相談を私にしてきた場
合、本来はおにぎり 2 個食べてほし
いところだけれども、忙しい方だし
食べるのが辛いのであれば、“おに
ぎり 1 個に加えて、あと糖質は半分
になるけれどもタンパク質を補える
こちらの栄養補助食品なら量を抑え
られるからどうですか”と提案でき
ます。

平井：鈴木先生とともに生きていきた
いですね（笑）。

鈴木：本来であればちゃんと食事すべ
きだけれども、その人のライフスタ
イルを尊重したアドバイスをしたほ
うがよい。こういう時代になってきた
のですよ。多様性も含めてスポーツ
栄養の考え方が変わってきています。

3. アスリートとドーピング問題
平井：アスリートのお話に戻りますが、
先ほどサプリメントは通常の食事量
だけでは補いきれない栄養をサポー
トする目的で利用するものだと教え
ていただきました。一方で、トップ
アスリートの間ではドーピングの問
題もあります。これについてはどう
お考えになりますか。

吉田：ドーピングチェックのある選手
に関しては、とても神経を使います。
栄養の専門職の方ときちんと連携し
て考えていかなくてはならない。仮

にリスクを払拭できないような場
合、サプリメントの是非というそも
そもの部分にまで話が及んでしまい
ます。このあたり、鈴木先生にお話
をうかがいたいところです。

鈴木：ドーピングに関しても、そもそ
もの認識が異なっている現状にあり
ます。ドーピングは薬物混入という
のが当初の概念でしたから、意図的
に入れない限り、ドーピング問題と
いうのはありえないはずでした。昔
は、“わざわざ”ホルモン剤を投与し
たり、興奮剤を使ったりということ
を取り締まるためにドーピング検査
が行なわれていたのです。しかし近
年になってだんだん変容し、サプリ
メントと呼ばれるものに本来入れて
はならない物質を混入することがパ
フォーマンスに好影響があると謳わ
れて市場に出てきてしまった。する
とアスリートはどの製品を使えるか
の判断がつかないので、JADA（日本
アンチ・ドーピング機構）の認証マー
クなどが必要になったということで
す。サプリメントは栄養素であって
医薬品ではないので、本来は純粋な
栄養素のみを含むものとして、薬物
など気にする必要がなかったので
す。ですから、当時は企業側が意図

平井 理央 氏
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的に混入させたものを利用しないよ
うに、という注意喚起をアスリート
に行なっていました。

平井：サプリメントは栄養素を補うも
のということで本来全く別ものであ
り、薬物混入というドーピングのこ
とを気にすること自体がおかしいの
ですね。

鈴木：そのとおりです。しかし最近で
は、サプリメントにおける直接的な
薬物混入に留まらず、例えばある食
品のうち海外からの原材料に残留薬
物などが含まれていて、それが食品
に混入、これでドーピングに影響す
るというケースも出てきてしまいま
した。海外の畜産で成長を早めて生
産性を高める薬物が使われて、それ
が肉という食品にも残留したことが
原因でドーピングに影響してしまう
というような場合です。本来の禁止
薬物の概念を大きく逸脱するような
状況が生まれてしまっています。そ
れを究極まで避けるとなれば、自分
でお肉となる動物を育てなくてはな
らなくなりますね。ただし日本では、
畜産でそういう薬物は使わないとい
う決まりがありますから、同様の
ケースは起こらないと思います。と
はいえ、加工食品であれば、その原
材料それぞれがどこの国のものかを
明記する必要がないので、対策は難
しいですね。

平井：今のお話を聞いて、サプリメン
トやドーピングに対するイメージが
変わりました。

吉田：鈴木先生にとって、サプリメン
トの選び方の基準はありますか。

鈴木：判断基準の 1 つは認証マークで、
例えばJADAの認証などです。つい
ていない製品については、それが日
本の企業ならば直接電話して尋ね、
分析表なりをもらうようにしていま

す。“ここまで情報は確認したけれ
どもどうするか”の最終的な判断は
選手の選択に任せられます。ですか
ら、企業側には製造過程も含めて薬
物の混入が“絶対にない”というレベ
ルまで努力してもらわなければなり
ません。そこはもう信頼関係の話で
す。例えば大塚製薬さんの商品を取
り入れるけれども絶対に大丈夫です
ねと聞いたとき、担当者の方がデー
タの提供と合わせて“絶対です”と
言ってくれればそれを信用する。選
手が海外の製品を使いたいと言って
きた場合には、“私は守り切れない
ので選手の自己責任ですよ”と伝え
るしかないです。

平井：サプリメントの使い方ひとつに
関しても、選手にかかってくる責任
が大きくなっているのですね。

鈴木：繰り返しになりますが、栄養
素の摂取を目的としたサプリメント
には本来、薬物が入っているわけが
ありません。研究者がデータを示し
て“良い成分”と謳っているようなグ
レーのもの、そういうプラスアル
ファに手を出そうとすると事情が変
わってきます。

平井：それは先ほどお話しいただい
たエルゴジェニックエイドとしての
効果を期待した場合ということです
ね。データや認証マークがあったと
してもですか。

鈴木：そうです。専門職として必要な
いと思うようなものでも、選手たち
が取り入れたいと言ってきた場合、
“私たちは必要ないと思うから勧め
ないけれども、どうする？　あとは
自己責任ですよ”と言うしかない。

吉田：そこまで徹底すれば大丈夫ですね。

4. 増量・減量とサプリメント
平井：サプリメントに関する具体例

のお話に移ります。先ほど増量・減
量についてというところで、そもそ
もどういうタイミングで何を摂る
か、消化する・しない、吸収する・
しないというお話がありました。人
によって同じ食事でもその効果が変
わってくる、増量・減量がうまくい
く・いかない、などについて教えて
いただけますか。

鈴木：増量と減量では天と地ほど違い
ます。まずは増量のお話からにしま
しょうか。吉田先生にお聞きしたい
と思いますが、増量ってどの程度で
きるのですか。増量といっても除脂
肪量と体脂肪量がありますが。

吉田：除脂肪量の増加という観点でい
えば、1 kg増やすだけでも相当の苦
労を伴うと思います。簡単にはいか
ないです。

鈴木：アスリートを太らせるって本当
に大変ですよね。

平井：逆に言うと減量のほうが簡単･･･。
鈴木：圧倒的にそうですね。研究の
分野にも大いに関係してくるのです
が、基本的には体脂肪に余裕がなけ
れば筋量の増加は期待できません。
例えば平井さんが今の体重で歩くと
きに消費するエネルギーと、10 kg
の重りを背負って歩いたときに消費
するエネルギーでは、後者のほうが
たくさん必要になるのはおわかりに
なると思います。筋量が多く、脂肪
が少ないような状況で、さらに筋量
を増やすとより消費量が大きくなる
わけですから、身体は生命が脅かさ
れると考えます。すると、防衛本能
で筋肉を増やさないような働きが起
こります。貯金がたくさんあれば同
じ給料の中で消費が増えても安心で
すが、貯金がほとんどないのに給料
が変わらず消費が増えたら大変で
す。ですから消費を増やさないよう
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にする働きが生じる。これが身体の
中で起こるのです。脂肪が少ない人
はこの状態でいくらトレーニングし
ても、故障の可能性が高まるだけで
筋量は増えません。防衛能力のほう
が優先されますから、当然のことと
いえます。

平井：生きるためにそうする、という
ことですね。

鈴木：そうです。防衛能力のほうが優
れていますから。体脂肪率が 15％を
切っているような人に、筋量を増や
すためにはトレーニングだといって
厳しいプログラムを課しても、身体
が受け入れようとしていないのです
から、故障しやすくなるのは当然で
す。そもそも、そのアスリートは増
量の対象者ではないということなの
です。その場合はまず太ることから
始めて、その後に筋量を増加させる
ためのトレーニングをすべきです。
こう言うとそれに関するエビデンス
はあるのですか、と聞かれることも
ありますが、ここで研究の難しさの
話が出てきます。今私はある企業の
駅伝選手に対して、シーズンオフに
入ってからまず体重を増加させるた
めに食事をたくさん摂ってもらっ
て、体脂肪量を増やしてからウェイ
トトレーニングを実施することで筋
量を増加させ、その上で競技練習を
実施するということに取り組んでい
ます。この間、食事で体脂肪量が増
えなければ、増量のためのトレーニ
ングの対象者にはならない。

吉田：まずは体脂肪量、体重を増やし
て、その後、筋量を増加させてから
減量するということですか。

鈴木：そうです。しかし、これをエビ
デンスとしてまとめたくても、“増
量させてからトレーニングを実施す
る”という点で、倫理的に研究機関

から承認が下りないのです。この承
認が通らなければ研究として認めら
れないですから、研究とするのは現
状で難しいです。ですから私は、現
場で行なっていることを本という形
でリリースし、現場に認めてもらう
という形でエビデンスにしようと
思っています。

清水：確かに、このケースは倫理的に
認められるのは難しいかもしれませ
んね。

平井：先ほど同じ食事量でも太りにく
い選手がいるとおっしゃっていまし
たが、そういう場合はどう対応する
のですか。

鈴木：指導者の方にお願いして練習量
を落とすようにしています。選手は
最低限の練習にして、運動による消
費量を落とすことを提案した上で、
食事を思いっきり食べてもらうよう
にします。

吉田：今のお話も現場では認知されて
いないので、しっかり浸透させたい
情報ですね。太りたくないから走り
こんで体重を増やさないようにして
いる人も多い。高校野球の現場では、
激しく走りこんでいるような場面を
見ることも少なくありません。そう
いう選手に対していくらウェイトト
レーニングを実施しても筋肉はつき
ません。

鈴木：そんな選手に無理やり食事を与
えても、下痢をしてしまって消化・
吸収できないということだって起こ
りうるのです。

吉田：その選手に何より大切なのは、
走る量、練習する量を落として、と
にかく食べてもらって、まずは体脂
肪を増やしてもらうことです。これ
が選手にとって重要です。

平井：増量に関して、免疫の観点で研
究は行なわれていますか。

清水：増量に関してはほとんどなさ
れていませんが、減量についての研
究は比較的多く行なわれていると思
います。そして減量中のアスリート
は免疫機能が低下することが示され
ています。この減量は、例えばサウ
ナなどで脱水させて体重を減らすと
か、食事制限をして体重を落とす、
といったことを行なった場合を対象
としています。私がかかわっている
研究では、4％の体重を 1 週間もしく
は 2 ～ 3 週間で落とすケースで、い
ずれも免疫機能が低下したデータが
得られています。

平井：それよりもさらに長期間、吉
田先生や鈴木先生のような専門家の
方々が連携して実施した場合はどう
でしょうか。

清水：より長期間で緩やかに実施し
た場合であれば、免疫機能の低下は
より抑えられると考えられます。そ
の減量方法も、個人で普段から実施
しているものを尊重します。これを
やりなさいということは行ないませ
ん。運動選手を対象にすると画一的
な方法だけに制限することは難しい
ので、好きな方法で減量してもらい、
あとからどのような方法で実施しま
したかとたずねる形をとっていま
す。なかには、一定期間を設けたと
しても直前に一気に減らそうという
人もいますし、ある程度計画的に緩
やかに減らす人もいます。ですから
吉田先生や鈴木先生がサポートしな
がら実施すれば、免疫機能の低下は
抑えられると思います。

鈴木：体脂肪 12％くらいの人がさらに
体脂肪を落とすなんて本当に大変で
すよ。それこそ女性アスリートであ
れば月経異常を起こすことも覚悟し
なくてはならないくらいです。その
レベルになると慢性的なエネルギー
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不足になりますから、疲労骨折や貧
血のリスクも格段に高まってしまう
でしょう。そこまでやってどんなポ
ジティブなことが起こるのでしょう
か。さらにこのような急速減量を行
なうと免疫機能が低下しますから、
風邪をひきやすくなります。すると
病気を治すために食事をしっかり食
べざるをえなくなります。結果、身
体としては“良かった”という認識に
なるわけです。私が運動選手から相
談を受けるときには、首から上の頭
の中の話か、首から下のあなたの身
体自体の話かをしっかりと分けて相
談してくださいと伝えるようにして
います。私は首から下の身体につい
ての相談に乗ります、というわけで
す。このような選手教育は非常に大
切です。

平井：今の現役の選手はたくさんの情
報に溢れていますから、間違った方
法論で行なっているようなケースが
多いと感じられますか。

鈴木：感じますね。アスリートが“私
はこういう方法論で実施していま
す”と言って、それが間違っていた場
合、“どちらのほうが専門職で知識
があるか考えてほしい”と伝えます。

平井：吉田先生はいかがですか。
吉田：よくありますよ。トレーニング
に関しては“海外の選手がこんなこ
とやっていたけど、どうですか”み
たいなことを聞かれます。まぁ、実
施してもよいけど“チームとしては、
こちらの提供するものはしっかり
やってほしい”と伝えます。他にも
同様のケースはたくさんあると思い
ます。

鈴木：”有名な選手はこうしている”と
いう話、栄養・食事面だと同様のケー
スがたくさんありますよ。

吉田：選手はそういう情報に興味が強

かったりしますからね。
平井：”こういうものを摂ったらよい
らしい”とか、一般の方にも“流行”
として広がったりしますね。

鈴木：一般の人だとさらに顕著です。
日本では信じ込まれやすい。ある程
度の栄養や食事の知識は学校教育で
教わっていて、食育として注目もされ
ているはずなのですが。間違った情
報のせいで、栄養状態の悪い運動選
手もたくさんいると思います。糖質制
限などはその最たるものでしょう。

平井：情報をどういう方が扱って、ど
う現場に浸透させるかが大切なので
すね。
　　次に、サプリメントの競技別の活
用に関するお話をうかがいたいと思
いますが、吉田先生、いかがでしょ
うか。

吉田：私としては、競技別に何か特定
のサプリメントに注目するというこ
とはなくて、それよりもトレーニン
グがしっかりできているかです。鈴
木先生は、例えばパワー系のアスリー
トと持久系アスリートで栄養に関し
て何か区別することはありますか。

鈴木：試合のときはそのタイミングな
どに気を配りますが、練習のときは
基本となる 3 食が邪魔されるかどう
かです。練習時間やスケジュールが
優先されると、食事が計画通りにい
かなくなり、その調整に苦労する場
合があります。また、チームによっ
ては食事後すぐに動いて練習を始め
る場合があります。食事後は 2 時間
空けてほしいと考えているのです
が、全日本チームでも食後あまり間
を空けずに練習を再開するケースが
あり、トップレベルの人たちの認識
から変えていかなければならないと
感じています。まず練習ありき、と
いう考え方が根強くあり、食事はあ

とからでよいとみなされがちです。
食事を摂ってエネルギーを蓄えるか
ら練習ができるわけで、その認識を
変えていかなくてはならないでしょ
う。まだまだこうした根強い固定観
念があると感じます。

平井：日本のスポーツ界だと、ある
種の根性論が美談になってしまう
ケースもあるかもしれませんね。き
ちんと食事後に休憩を挟むことがパ
フォーマンス向上に役立つというこ
とが頭ではわかっていても、なかな
か守れないということも。

鈴木：おっしゃるとおりです。これに
ついては清水先生からぜひ現場に伝
えてほしいところです。免疫の観点
でも重要だと思うのです。

清水：研究というところでは足りてい
ない部分もあるので、今後深めてい
かなくてはならないと思います。

鈴木：例えば乳酸菌などは、消化吸
収が遅れれば腸への到達も遅れるわ
けですから、免疫機能に影響がある
という研究ができそうです。また血
糖値が落ち着くのは食後 2 時間程度
というデータがありますから、そ
の 2 点から情報は出せそうな気がし
ます。

清水：そうですね、それは言えると思
います。今後研究で貢献できそうで
す。

鈴木：血糖値の話だけでは、競技指導
者は“俺のころは食後すぐでも練習
ができた”というような考えで現場
を動かしてしまうことがまだまだ多
いです。現場が変わらないのは、そ
れに耐えられた人だけが残っている
からでしょう。

平井：淘汰されてしまった選手の中に
は、チームに必要な能力をもってい
る選手もいたかもしれない。

鈴木：そうですね、小さいころから食
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事後に休憩時間を大して挟まず練習
に入ってしまって、腹痛や嘔吐の経
験をした人も少なくないはずです。
そういう選手の中には、運動するこ
とが嫌いになってしまった子もいる
かもしれない。また、食べることに
恐怖を覚えてしまう子もいる可能性
がある。本当に現場が変わらないと
いけないことだと思います。

5. アスリートの“カラダを守る”
平井：今回の座談会のテーマである“カ
ラダを守る”というのはどういうこと
か、先生方からそれぞれの専門性に
おいてお話しいただきたいと思いま
す。まず、清水先生どうでしょうか。

清水：免疫という観点からすると、免
疫という言葉自体が病気を免れると
いう意味ですから、まずは病気にか
からないようなアプローチが必要で
す。外から身体に入ってくる病原体
を内部まで入れない、というバリア
機能が免疫のひとつの役割です。ま
た、そのバリアを通過して病原体が
内部に侵入したとき、嘔吐や下痢に
よってそれを体外へ排出しようとす
る働きも免疫機能のひとつです。こ
のように体外からの病原体の侵入か
ら“カラダを守る”仕組みが免疫機能
ということになります。この機能を
維持・亢進させることが“カラダを
守る”点で大切です。

平井：では、免疫としてのバリア機能
を高めたり、守るために行なえるこ
とは何でしょうか。

清水：それには食事や栄養が重要で、
ある種の食品や栄養素を摂取するこ
とで免疫機能が高まることがわかっ
てきています。その中で、ビタミンA
やDなどが不足すると免疫機能が低
下してしまいますが、摂りすぎても
悪影響を及ぼしますから、その基準

を守ることが重要です。一方で、乳
酸菌に関してはある程度たくさん摂
取しても、免疫機能は健康安全上問
題なく徐々に高めることが可能です。

平井：乳酸菌は、なぜそのようなこと
が可能なのでしょうか。

清水：乳酸菌は、その構造が免疫細胞
を刺激することがわかっていて、刺
激された細胞がバリアの役割を担う
分泌型免疫グロブリンA（SIgA）とい
う抗体の産生亢進に働くことで、免
疫機能が高まるわけです。

平井：つまり、乳酸菌を摂っていると
風邪をひきにくくなる。

清水：そうです。例えば、乳酸菌B240
には、風邪を予防するSIgA抗体が増
えるという研究結果があります。

平井：鈴木先生は“カラダを守る”とい
う観点で、栄養についてどうお考え
ですか。

鈴木：身体はとても正直で、身体自体
が食べ物からできていますから、何
を食べてどの材料で身体を作るかに
よって、その質は異なってくる可能
性が高いのです。例えば食事に気を
遣わないでいたら肌の調子がおかし
くなった、髪質が悪くなったという
ような影響を感じる人は多いでしょ
う。生きるためだけに栄養・食事を
摂るという考えではなくて、自分の
細胞がより生き生きとするために、
必要なものを摂ると考えていくこと
です。感情や思考も、エネルギーや
その他栄養素が満足しているからこ
そ前向きになれます。何か足りない
栄養素があれば、その足りない中で
身体が動いていかなければならない
わけで、前向きになるのは難しいの
です。すべてが細胞から成り立って
いて、その材料はすべて食べたもの
ですから、私がトップアスリートに
伝えるのは、高級なものを食べなさ

いということではなく、目の前の食
べ物を食べて細胞を作ることが、自
分にとって良いかどうかを判断しな
さいということです。ベテランのア
スリートがよく“丈夫な身体を作る
ためには食が大切だ”と言うときに
は、おそらく“細胞を作る感”がすご
く研ぎ澄まされていると思います。
こういうものを食べているときには
調子が良いけれども、例えば“遠征
先で慣れていない料理を食べると体
調にこのように表れた”と教えてく
れるほど、とても敏感です。身体に
必要だと思う栄養を摂り、良質な睡
眠を取った上で適切なトレーニング
を行なうからこそ、パフォーマンス
の向上が望めると思います。栄養や
睡眠という基盤が崩れれば“カラダ
を守る”ことはできないはずです。

平井：適切に食べる、適切に睡眠を取
るということが“カラダを守る”こと
に繋がるのですね。
　　吉田先生はトレーニングの観点か
らどうお考えになりますか。

吉田：アスリートは、“カラダを守る”
という観点からいうとケガを防ぐこ
とが重要ですから、トレーニング
コーチとして、アスリートの筋肉、
骨、靭帯や腱を強くする、また動き
の質を変えることでケガから“カラ
ダを守る”ことを考えます。一般の
方に対しては、今ある身体機能に対
して、腰痛やその他慢性の痛みを予
防・改善するためのアプローチが必
要だと思います。

平井：トレーニングによってケガを予
防することが可能になるということ
ですか。

吉田：そうですね、パフォーマンスを
向上させるという点も重要ですが、
ケガを予防しないとパフォーマンス
の向上は望めません。ケガを予防し
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た上でパフォーマンス向上や、健康
の維持・増進を図ります。

平井：ケガを予防するという前提があっ
てのトレーニングということですね。
清水先生には免疫の観点でお話をい
ただきたいと思いますが、先ほどお
話しいただいた乳酸菌の摂取などの
栄養面の他に、免疫機能を下げない
ために必要なことはありますか。

清水：栄養面の他に、免疫機能を高
めるためには、副交感神経の働きが
活性化するような習慣をもつことで
す。例えば入浴や睡眠を適切に行な
うと、気持ちよいとかリラックスで
きるということにより、免疫機能を
維持することに繋がります。笑うと
いうことも重要です。アスリートは
激しいトレーニングや練習を行なう
時間が長いですから、より身体を鎮
めるためのアプローチが求められま
す。マッサージや鍼治療などの物理
療法も有効でしょう。一方で一般の
方、特に普段は激しい運動をしてい
ないという方に関しては、適度な運
動が逆に免疫機能を高めてくれるこ
とがわかっていますから、普段の生
活に運動習慣を取り入れることが“カ
ラダを守る”ことに繋がるでしょう。

平井：鈴木先生は、“カラダを守る”た
めに食事を指導してください、と言
われたらどうなさいますか。

鈴木：食事の指導という言葉は用い
ず、栄養管理という観点でマネジメ
ントします。食事管理であれば目の
前にある食事を整えればよいわけで
すが、栄養管理となると、例えば平
井さんをマネジメントすると考えれ
ば、平井さんが最も大切にしている
習慣を残しつつ、身体や体調面でこ
れだけは改善したいということに関
して、栄養の観点で現状の中で何を
変えられるかな、と考えます。例え

ば身体を守るために乳酸菌は普段の
生活で取り入れやすいので、勧めよ
うということになります。アスリー
トにもよく勧めますよ。海外遠征の
際などは特に良い影響を感じている
ようです。

平井：乳酸菌はやはり効果があるので
すね。

鈴木：乳酸菌のサプリメントもある程
度コストがかかります。お金がかか
るということは、あまり効果を感じ
られなければ選手は使わなくなりま
す。一定の体感があるからこそ、毎
日継続して取り入れているのでしょ
う。アスリートは敏感ですからね。
もちろんエビデンスで、“これこれ、
こういう良い影響があるようだ”と
いう情報は必ず伝えます。その上で
体感があるかどうか、そこからは個
人の判断です。

平井：私はアスリートにお話をうかが
うことが多いのですが、自らの身体
に対する感覚がとても鋭敏です。ご
自身の体重が 10 g、100 g違うだけ
でも、その感覚の差を言葉にできて
しまう。そういう方々がお金を出し
ても活用したいというのは、相当、
明確に違いを感じるからこそでしょ
うね。

鈴木：そうです。いくらタダでもらっ
たとしても、感覚的に合わなければ

使わないです。その判断能力はすご
いと思います。

平井：一方で、トレーニングの部分で
もアスリートは敏感ですね。

吉田：そうです。このトレーニングは
感覚的にこう、何か違う感じがする、
と必ず言います。そういう感覚をト
レーニングでも重視しています。そ
の感覚がすり合えばパフォーマンス
にも良い影響が出てきます。逆にそ
ういう感覚がまだ備わっていなけれ
ば、私は引き出すようにアプローチ
します。

鈴木：その感覚の差はアスリートに
よって大きいですね。

平井：選手ごとに提供するものが変わ
るという点から、その選手にとって
何が必要で、何を求めているかを、
栄養、トレーニング、研究分野の各
専門家の方がうまく連携して、提供
していかなければなりません。特に
世界のトップで戦うためには絶対に
必要だと感じます。

鈴木：現在では医療もチーム医療とい
われるように、連携が必要です。

平井：皆さんのような専門家がチーム
となって、今後のスポーツを支えて
いっていただければと思います。
　　本日は私自身もとても勉強になり
ました。貴重なお話をいただきあり
がとうございました。◆

（NSCAジャパン機関誌 2019 年 1-2 月号に一部掲載）




