
先の「勝つためのスポーツ栄養」にスポーツ選手の食事（栄養）の目標を次のように述べました。

勝つためのスポーツ栄養 質問に答えて

スポーツ選手の食事･スポーツ栄養
明日の記録へつなぐ １日単位で体力を回復するパターン

1.勝ち抜くエネルギーを得る

2.体成分の速やかな再生と修復

3.競技中の速やかな対応や反応

競技成績の向上

選手生命の延長

スポーツ栄養の目的は

今回は競技成績向上に役立つエネルギー産生や栄養素について少し専門的に考えて見ましょう

2 スポーツと糖質

競技中の有効なエネルギー源は糖質

エネルギーの生産工場

ミトコンドリア

3 有酸素運動とエネルギー産生

○グルコース（ブドウ糖）と酸素でエネ

1 カーボ・ローデング

（グリコ・ローディング）

競技前に大量のグリコーゲンを

体内に貯蔵する方法

4 無酸素運動とエネルギー

○ﾀﾞ ｼ やｽ ﾟ ﾄなど瞬発的な運動時のエネルギ 供給

スポーツ選手食事の実際
連日競技（トレーニング）を続ける選手の皆さんへ

秘けつ！

図解

1２ 水分補給 1３ サプリメントの考え方

○グルコ ス（ブドウ糖）と酸素でエネ

ルギーが生まれる

5 スポーツと脂肪

○望ましい体脂肪率

○体脂肪率6％を目指した選手の食事例

７ 運動強度って何？

○ VO2max（ヴイ ドット オーツーマックス

：最大酸素摂取量）の％と心拍数

運動強度の測り方

○心拍数で分かる運動強度

○ﾀﾞｯｼｭやｽﾊﾟｰﾄなど瞬発的な運動時のエネルギー供給

○酸素が不足しているときのエネルギー供給

6 脂肪とエネルギー

○限りある糖質を節約する体脂肪

○体脂肪を上手に使う運動強度

1０ スポーツとたんぱく質

○たんぱく質の働き

○たんぱく質がエネルギーになるとき

８ 運動強度とエネルギー源

糖質（炭水化物）を使うとき

体脂肪を使う運動強度

1１ スポーツとビタミンやミネラル

注意！スポーツで使う量は普段とちがう

それはなぜ

9 ひまわりさんのダイエット 運動強度を測りながら

チョット休憩

長時間の競技に必要な補食

HOME
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スポーツ選手 食事の実際（例）

連日競技（トレーニング）を続ける選手の皆さんへ

朝食の基本を考えましょう

朝食は、これから競技を始めるエネルギー源となります。糖質を

十分とって、ATPやクレアチンリン酸、グルコース（ブドウ糖）やクリ

コーゲンを骨格筋に十分たくわえ競技力をアップしましょう。

この消化吸収の時間を逆算して競技３時間前に食事をとります。

競技が始まり持久的な運動が始まれば、こまめに補食をとりますが、

＋

例１ バランスがとれた日常の

1.競技中のエネルギー源を追加

ご飯またはパンやめん類など増減する。
ご飯にはビタミンＢ群入り強化米を添加

ビタミンＣが多い食品も大切

アタシの日常食

＋

トレーニング用

・体重と体脂肪を測定して適量を決めましょう

・自分の体調と競技成績をみながら食事を工夫しましょう

図解

２．ビタミンＣは水溶性なの

で果物などでこまめにとる

＋

朝食追加の基本
脂肪やたんぱく質の多い

３．運動強度に合わせた糖質の

追加例

ハードトレーニング日はパン2～3個

・ジャムをたっぷり付ける

・日常食のシリアルに削ったチョコ

レートを加える

イージートレーニング日はパンを少なく

＋

例２ バランスがとれた日常の朝食

持久的スポーツ選手の食事例
最強イタリアチーム連日ハードな競技が続くため、１日単位のカーボローディング

（5000～7000kcal／dey）

脂肪やた ぱく質 多

食品は追加しない
パンのときはジャムを添え、バターなどは控え目か付けない

ミルクを忘れずに低脂肪牛乳を選ぶ選手もいます
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補食 持久力で最後は勝つ！

ヨーロッパの選手は、パンをくり抜いてジャムと

チーズとを詰め、補食１回分ずつ包装。 これで

４回分。

たっぷりの砂糖や蜂蜜を溶かしたカモミールや紅

茶それにスポーツドリンクなど準備

その他スティクバｱーやビスケット。

日本ではあんパンやジャムパン、

どら焼き他 脂肪が少なく糖質

豊富で手頃な食品が利用できる。

持久的長時間の競技

（トレーニング）のとき、有酸

素運動が軌道に乗った

１時間後から､おおよそ30分

競技（トレーニング）後

失われたエネルギ－を糖類で速やかに補いましょう。適量のたんぱく質性食品や果物など

詳しい補食の実際

脂のない肉300ｇ前後
みりんと醤油で下味

テフロンフライパンで焼く

日本では魚類、豆腐など

大豆製品が勝れたたん

ぱく質源なので組み合わ

せる

大皿いっぱいの生野菜

少しのサラダオイルと塩

酢またはレモン汁

温野菜

胡麻和えや

人参グラッセ

１日単位のカーボローディングになっています

明日のために大切な夕食
睡眠中行われる体成分の再生・修復のため、夕食はたんぱく質源を大量にとります。

ビタミンやミネラル豊富な有色野菜などもたっぷり準備しましょう。

主食（糖質）は少々

減量期は粥にする

夕食のパターン

・主食 少量

・主菜 大量のたんぱく

質源（脂肪は極力

避ける）

・副菜1大量の生野菜

・副菜2 多目の温野菜

・デザート(取りすぎ注意)

果物

干した果物

ナッツ類

心配な食費

１日5000～7000kcalを補う

ためには、食費がかさみま

す。許される範囲で何とか

工夫しましょう イージートレーニング日や休日は普段の食事に戻りましょう

睡眠が

大切！

以上は次の文章を具体的に絵で表現したものです。
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補 食

運動時に有酸素エネルギ－の生成が始まると、補食から少量ずつ補給される糖質は優先的に利用

さる1）。表4（略）からトレ－ニング中の摂取エネルギ－は1,663kcalと多く、この89％が糖質である。

長時間におよぶ持久的競技の補食については諸説があるが、いずれも運動強度にもよるとして、

杉浦氏は選手が運動中に利用する糖は、毎分1g前後であるとし１２）、またN.CLARK氏はガイドブック１３）

の中で1時間当たり100～300kcalの糖質（Murray et al. 1991)を支持している。

トレ－ニング中の1,663kcalの摂り方を展開してみると競技時間約５時間のうち1時間を過ぎて補食

をとり出すとして、1時間当たりおよそ400kcalとなる。例えばジャム25gと蜂蜜20gをフランスパン25gに

詰め、30分置きに食べる量である。量の増減や間隔は選手が自分なりに最良の方法で調整していく。

７名がほぼ同じようにジャムや蜂蜜を詰めたパン、シリアルスティック、タルト、蜂蜜入りのカモミ－ラ、

高カロリ－ドリンクパック、ミネラルウオ－タ－を補給している。

ト グ中 比は と朝食以上に糖質 ネ ギ 比が高

朝 食

レ－ストレ－ニング日とハ－ドトレ－ニング日の朝食はPFC比12：17：70と糖質エネルギ－比が高い。

レ－スやトレ－ニングが始まる３時間前にミュ－ズリ －、パンにジャムと(多糖類や単糖類など混合)糖

質の多い朝食をすませる。全ての栄養素が消化吸収され、競技に対応できる状態で体組織に準備され

ていることが勝つための条件である。

望ましいPFC比

Ｐ：たんぱく質エネルギー比10～15％ Ｆ：脂肪エネルギー比20～25％ Ｃ：糖質エネルギー比50％

トレ－ニング中のPFC比は6：4：89と朝食以上に糖質エネルギ－比が高い。

水分の補給は重要でレ－スやハ－ドトレ－ニング中に1,500～2,500gの飲料(ミネラルウオ－タ－を

含む)を摂っていた。体水分は栄養素の吸収・運搬・老廃物の排泄、体内の化学反応、体温の調節な

以上広島文化短期大学紀要 第32号 （13-27頁）より抜粋

スポ－ツ選手の食事に関する研究 3報 －グランツ－ルおよびワ－ルドカップ出場イタリア自

転車ロ－ド選手のトレ－ニング別栄養管理について－ 今中鏡子*・加藤集子**・今中大介***

夕 食

夕食はPFC比24：25：47とさらにたんぱく質エネルギ－比が増える。睡眠中分泌される成長ホルモン作

用により体成分の再生・修復が盛んに行われるので、バランスの良い十分な食事をとり、翌日のレ－ス

までに回復を図っている。間食の摂取量はエネルギ－188kcalと僅かである。

一日合計

１日のPFC比平均は14：17：67で（体脂肪コントロ－ルのため脂質エネルギ－比は低いが）日常食と

比べかけ離れた割合ではない。

追記：すなわちこのように夕食は糖質の摂取を控え、糖質を枯渇させ、翌朝から大量にとる糖質を効率

よく体内に蓄積する。いわゆる１日単位の超短期カーボローディングを行っていると推察する。このパター

ンを連日繰り返す。ただしイージートレーニング日や休日は2，400kcal前後の普通の食事に戻る。

レ－スやトレ－ニング後

レ－スやトレ－ニング後のPFC比は15：22：62とたんぱく質エネルギ－比が高くなる。重要なことは

運動後骨格筋において急速にグリコ－ゲンの合成が始まる１２）ので、先ず失われたエネルギ－を速や

かに糖質で補う。それと同時に体組織の修復を図るためたんぱく質など必要な栄養素を補う。

文献コピーが必要な方は、公の図書館か大学図書館へご相談ください。沢山のデータと併せ散文を

加え、読みやすくしました。貴重なデータもありますのでどうぞご覧ください。
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毎日試合があるような競技では、このように長期間のカーボ・ローデングはできません

一日単位で体力を回復する食事パターン

一日単位のカーボ・ローディングとも言えます

上記の図解のとおり

ハードな競技が長時間続く日は、朝食と補食（昼食に

相当）に効率よいエネルギー源の糖質を増やして、糖質

エネルギー比が80％前後になるように工夫しましょう。

速や 適 補

古典的カーボ・ローディング（考え方の基本）

激しい運動で

体内のグリコ

ーゲンを枯渇

超低炭水化物食

高脂肪、高たん

ぱく質食

高炭水化物・

低脂肪食

ｸﾞﾘｺｰｹﾞﾝを

試

合

3日間 → 2日間前後 → 当日
カーボ・ローデング

を実践するとグリコー

ゲンを効率よく大量に

体内に貯蔵し、運動

能力を高めます。

カーボ・ローデング（グリコーゲン・ローディング）という言葉を聞いたり、実践している方も多いでしょう。

これは、糖質（主にグルコースとグリコーゲン）が競技中のエネルギー源として有効なので、あらかじめ

体内に大量にたくわえる方法です。

１．カーボ・ローデング

短期カーボ・ローデング

炭水化物（糖質）と同時にクエン酸を

摂取してグコーゲンを貯蔵する方法が、

文章で紹介されていますが、構造式等

による反応や展開図が確認できません

でした。

競技後速やかに糖質とたんぱく質適量補給します。

夕食は睡眠中の成長ホルモンによる体成分の修復をスム

ーズに行うため、たんぱく質やビタミン・ミネラルを十分にとります。

１日の基準ではたんぱく質エネルギー比14％、糖質エネルギー

比50～60％、脂肪エネルギー比25％です。ハードな競技が続く時は、

脂肪エネルギー比は20％以下に押さえ、その分糖質エネルギー比を

65％に増やしています。たんぱく質エネルギー比はいつも14％ですが、

筋力トレーニング日は22％です。脂肪が少ない肉や魚、大豆製品

などをとり、筋肉づくりをしています。

サプリメントに依存しないで、まず食品から補給を考えましょう。

運動強度によってはビタミン剤等身体に無理がないように利用しましょう。

加工度が高い食品を長

期間続けるのは､恐いで

すね。不自然な刺激を

連続して消化器などに与

えるからです。

２．スポーツと糖質 競技中の有効なエネルギー源

糖質が エネルギーになる

－ 実践するる場合 －

ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ

睡眠が

変身

ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ

ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ

ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ

核

●グルコース

●

核核

ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ

ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ

ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ

赤血球

O2

赤血球

ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ

注：細胞は複雑な構造と機能を持っていますが、ここではグルコースの移動を単純な図にしました。

●グルコース

●
●

●
●

●

O2

O2

O2/2

Ｈ２Ｏ ＣＯ２

毛細血管

細胞質

細胞質
細胞質

ページトップ

へＲＦＣ比

参照
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Ｐ

Ｐ
Ｐ

×３８

グルコース

（ブドウ糖）

水

呼気や汗（不感

蒸泄）や尿など

で排泄。

エネルギー工場
細胞質：解糖系でＡＴＰ２分子→ミトコンドリア：ＴＣＡサイクルと電子伝達系でＡＴＰ36分

ATP

炭酸ガス

私達は肺へいって呼気で

体外へ出るの。酸素

僕たち酸素は鉄で運ばれた

酸素６分子
水６分子 炭酸ガス６分子

○グルコース（ブドウ糖）と酸素でエネルギーが大量に産生
○長時間の競技では補食でｴﾈﾙｷﾞｰ源を補うことが大切 同時に水分補給

３．有酸素運動とエネルギー産生

鉄
が
酸
素
の

授
受
し
て
る 以上のまとめ

エネルギー放出

Ｐ

Ｐ
Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

アデノシン二リン酸 リン1分子が離れるとき エネルギーが放出

アデノシン三リン酸

空気から、また植物に取り

込まれ、光合成で澱粉に

なるでしょう。

僕たち酸素は鉄で運ばれた

り、受け取られたり、働いたり

するから、スポーツをする人

は、食べ物から鉄を沢山とっ

てね。貧血だとエネルギーが

作れないよ。
ATP

ADP

他の糖、フルクトース（果糖）は単糖類なので速やかに解糖系からＴＣＡサイクルに入ってきます

TCAサイクルを進める

補酵素としてビタミン

Ｂ群が大切。気を付け

てとりましょうね。

C６H１２O６＋６O２ → ６H２O+６CO２

３８ATP

グルコースと酸素

ATP                   ADP

エネルギー放出

エネルギー産生の説明「解糖系→TCAサイクル→呼吸鎖（電子伝達系）」などの詳しい図解は、

生化学の教科書やホームページにありますのでそちらでご覧ください。

脂肪やたんぱく質が エネルギーとして利用される場合は やや複雑な分解を経てこの経路に入ます脂肪やたんぱく質が、エネルギーとして利用される場合は、やや複雑な分解を経てこの経路に入ます。
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ＡＴＰとクレアチンリン酸を温存

ダッシュしたり、スパートを懸けるなど激しい運動強度のときは、骨格筋細胞にあるＡＴＰとクレアチ

ンリン酸を約40秒間使った後、グースルコースからエネルギーを取り出します。しかし取り出せるエネ

ルギーは、グルコース１分子から、ＡＴＰは２個のみにとどまり、酸素の供給が間に合わないので乳酸が

たまります。

ミトコンドリアへの回路が働かないので、乳酸は疲労物質とも言われます。

クルコース１分子→ ２ATP＋乳酸

乳酸は、後に酸素が十分供給されると分解されます。

○ﾀﾞｯｼｭやｽﾊﾟｰﾄなど瞬発的な運動時のエネルギー供給

エネルギー

ＡＴＰとクレアチンリン酸はダッシュやスパート

をかけるときに使う大切なエネルギーなので、

そのときのために、骨格筋細胞に温存するの

さ。

だから、食べたものが十分消化吸収され、す

ぐエネルギーとして使える状態になるよう、競

技３時間前の食事が大事なのさ！！ ビタミン

やミネラルもなるべく食品から補給しておこうね。

大切！

４．無酸素運動とエネルギー

ＡＴＰ、クレアチンリン酸を温存するため、酸素を十分補給しながら

グルコース、グリコーゲンを効率よく使って競技（有酸素運動）をする。

ただし、グルコース、グリコーゲンも限りがあるので、体脂肪からエネ

ルギーを取りだして使う。こうするとグルコース、グリコーゲンも節約で

きて、スパートを懸ける時の無酸素エネルギー源として有効に使える

からね。運動強度50～60％のとき、体脂肪が効率よくエネルギーとし

て使えるよ。後の方に運動強度のこと書いてあるから参考にしてね。

自分の健康状態や体調、競技成績を確認しながら、食事の質や摂

取タイミング（何を）食べるか、いつ食べるかという食の自立（律）をしよ

うね。

食事も大切なトレーニング。

グルコースとグリコーゲンは無酸

素でＡＴＰと乳酸を産生し約70秒

食事や補食で得た糖質や体脂肪を有酸素で効率よく使い

ATPやクレアチンリン酸、グルコース、グリコーゲンをダッシュやスパート時のため温存

ATPやクレアチンリン酸は約40秒 短

時

間

有

効

長

時

間

一般人の糖質貯蔵量は多くても約450ｇ程度、トレーニングを重ねたスポーツ選手は約750ｇ

（約3,000kcal）貯蔵する場合もあると報告されています。貴重な糖質をうまく使うためには体脂

ダッシュやスパート時のエネルギー供給→

酸素が十分供給されないときの

エネルギー供給→

肪も併せてエネルギー源として活用しています。



ほとんどの競技で体脂肪率は5～10％が望ましいとされています。

しかし、筋肉を際立たせて鍛え、その美しさを競うボディビルダーの場合体脂肪率1％を目指している

ようですし、反対にリュージュは「男子は13kg以下、女子は10kg以下の重りをつけることが許され」、

体脂肪制限がゆるやかな場合もあります。

一般的には、体脂肪を5～10％にとどめる競技が多く、選手は苦労します。動物性たんぱく質源には

脂肪が多いので、脂肪が少ない赤身肉や鶏肉、魚で補い、さらに植物性たぱく質の大豆や豆腐など

大豆製品も使います。

調理法はフライや天ぷらなど油料理を避け、マヨネーズやドレッシングにも注意します。フライや天ぷら

の衣を除いて食べる場合もあります。

○体脂肪6％を目指した選手の調理例

油料理を控え、夕食は肉や魚を十分にとり、野菜は900ｇとる日も

日本国内でプロ自転車ロード選手として体脂肪を10％弱まで落とした今中大介でしたが、イタリアの

プロチームに所属したとき、magro：マグロ（脂肪がない）になれとコーチから厳しく指摘されました。余分

な体脂肪は荷物となり競技成績に障るのです。

アルプスのふもと山岳地帯でアップダウンを繰り返しながら、１日に200ｋｍ前後を5～6時間走る激し

いトレーニングと食事を工夫して、体脂肪率6％を達成しました。

夕食には七面鳥か牛の赤肉の薄切りをしょうゆとみりん（日本から持参）に漬け テフロンのフライパ

５．スポーツと体脂肪

ページトップ

減量期の

食事へかえる

夕食には七面鳥か牛の赤肉の薄切りをしょうゆとみりん（日本から持参）に漬け、テフロンのフライパ

ンで油を使わず焼きました。肉は300ｇ以上、普段は考えられない量ですが、200ｋｍ走ってダメージを

受けた筋肉などの修復･再生には必要な量なのです。

魚料理は30ｃｍくらいの大きなすずきは、腹部に野菜などを詰めて、ホイルで蒸し

焼きにしました。鯛は潮汁にするなどイタリアにいても和食が減量に適しているのです。

小いわしも手に入り、広島名物と同じ刺身（7回洗えば鯛の味）にしたり、酢でしめて

野菜サラダに添えました。

大介の奥さん志麻ちゃんから、ベーコンの油を除いて使うなど徹底して油料理を避けることを教えて

もらいました。志麻ちゃんは語学の天才、一ヶ月でイタリア語を話し、私は食品名を習っては毎日買い

物をしました。八百屋さんも魚屋さんも女優さんのようなお母さんと立派な体格の息子さんがいて、

息子さんが「ポモドーロ（とまと）イチ、ニッ？」と聞いてくれます。「アランチャ（ｵﾚﾝｼﾞ） ゴ、ロク？」です。

日本語で数が言えるのは、空手をしているからと得意顔。私が大喜びしたので、さらに苺２パックを

サービスしてもらったのです。感謝です。 アランチャ(arancia)は果肉が赤くてとてもおいしい。

こうして毎日油脂の料理を避けていますが、大量にとる動物性食品に含まれる脂肪で、１日に必要

量はとれています。すなわち１日の脂肪エネルギー比27％となりました。またたんぱく質エネルギー比

は14％、残りは糖質エネルギー比50～60％と理想的な割合になったのです。

たんぱく質食品は夕食に集中。また筋力トレーニングのときはトレーニング後一時間以内にも適量

のたんぱく質食品をとります。大介はトレーニングの後、汗を流している風呂場から「目玉焼き3個」と

叫ぶのです。ママゴンはビックリしましたが摂取タイミングが大切なのを実感しました。

イタリアのプロ選手は、激しいトレーニングや競技日には野菜を約900ｇ食べます。全て

一般人の 3日分相当は食べないと速やかな回復と次の日のスタミナは生まれないようです。

さらに、食事の質と量と食べるタイミングを心得、スポーツ栄養を日常的に

ホッ！

スポーツ選

手の１日は、

食べるのも

出すのも

3日分なの

実行しています。 大介から7000kcalを食べると最初に聞いたときは

驚きましたが、排泄も３回すると聞いてホットしたママゴンでした。
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脂肪やたんぱく質もエネルギーになりますが、エネルギー産生のサイクルに到達するまで、

複雑な経過を経るため、スポーツ時には速効性がありません。

脂肪はグリセリンと脂肪酸に分けられ、脂肪酸が分解されてTCAサイクルへ入ってエネル

ギーとなります。グリセリンは肝臓で糖新生されグルコースやグリコーゲンとして、筋細胞へ

送られます。たんぱく質はまずアミノ酸に分解し、その上、窒素を取り除く手間が要ります。

このように糖質が即効性に優れ使いやすいエネルギー源といえます。

しかし、体脂肪は最大酸素摂取量50～60％程度の運動強度時にエネルギーとし

て使われ、持久的な運動には大切なエネルギー源です。スポーツ選手の体脂肪率6％前

後でも十分です。また、この運動強度は減量期にも活用され過剰な脂肪を燃焼させます。

６．脂肪とエネルギー

ニコニコ

ペース

とも言う

○ VO2max（ヴイ ドット オーツーマックス：最大酸素摂取量）の％と心拍数

運動強度は、VO2max（ヴイ ドット オーツーマックス：最大酸素摂取量）の％であらわします。

最大酸素摂取量(VO2max)とは、体がどれだけの酸素を摂り入れているかをあらわした量

（ml/体重kg/分）です。すなわち時間当たりに組織が酸素を取り込む最大の量、この値が大きい

ほど全身持久力が優れているといわれます

７．運動強度って何？

ほど全身持久力が優れているといわれます。

酸素摂取量は運動強度に比例します。運動時の酸素摂取量が

最大酸素摂取量何％になるかで運動強度を表すことができるのです。

○運動強度の測り方 －心拍数で分かる運動強度－

運動強度は、運動する人の年令と安静時心拍数から計算します。

運動強度50％の場合（220は実験で求められた定まったた数）

〔｛（220－年令）－安静時心拍数｝×50/100〕 ＋安静時心拍数

歩いている時の心拍数の計り方

歩いている途中、立ち止まって15秒間の心拍数を計り４倍します。それに

10拍加えます。この10拍は立ち止まったことで遅くなった心拍数を補正するためです。

運動を始めて20分程度までは他のエネルギーが使われているので、それ以後から脂肪

の燃焼が始まるといわれています。冬でも少し汗が出始める状態です。

例 ３０歳 安静時心拍数７０拍、運動強度60％の場合

〔｛（220－30）－70｝×60/100〕 ＋70=142

目標心拍数約140 歩きは始めて30分後、立ち止まって心拍数を数えると15秒間に33拍

33（拍）×４(倍)＋１０（拍）＝142（拍）・・・良い運動強度で歩いている

↑ ↑

酸素摂取量は運動強度

に比例し、実験や研究か

ら、その人の心拍数で測

れるというので、ぜひ試し

てみてください。
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８．運動強度とエネルギー源

運動強度とエネルギー源について「年齢別運動中の脈拍数と身体の反応の関係（新藤と田

中），

1987」から引用してみましょう。ここでは、運動強度を弱い順に書き換え、「走る」を「運動」としまし

た。

運動強度は、先にも述べたようにVO2max（最大酸素摂取量）の％であらわています。

各自の運動強度に相当する心拍数は、運動する人の年令と安静時心拍数から計算してくださ

い。

大
切

運動強度

(％)

40

50～60

70

80～

100

運動しているとき

の感じ

話ながら運動しても

呼吸が乱れない

ニコニコペース 話し

ながら楽しく運動で

きる

相当に息がはずむ

（健康づくりの運動は

ここまで）

ひどく呼吸が乱れ

これ以上は運動が

無理という感じ

血液中の乳酸

ほぼ安静時に近

い

やや増加する

指数関数的に

増加し、運動強度

エネルギー源とな

る糖質と脂質の割

合

糖質と脂質がおお

よそ50％ずつ

直接的に糖質代

謝が増加し脂質

代謝が減少する

1

2

3

4

30歳 安静時心拍数70拍

〔｛（220－年令）－安静時心拍数｝×50/100〕 ＋安静時心拍数

運動強度（VO2max）

40％の場合 〔｛（220－30）－70｝× 40/100〕 ＋70=118（拍）

50％の場合 〔｛（220－30）－70｝× 50/100〕 ＋70=130（拍）

60％の場合 〔｛（220－30）－70｝× 60/100〕 ＋70=145（拍）

70％の場合 〔｛（220－30）－70｝× 70/100〕 ＋70=154（拍）

80％の場合 〔｛（220－30）－70｝× 80/100〕 ＋70=166（拍）

90％の場合 〔｛（220－30）－70｝× 90/100〕 ＋70=178（拍）

100％の場合 〔｛（220－30）－70｝×100/100〕 ＋70=190（拍）

この心拍数は

目安。この前

後でいいでしょ

無理と う感

(健康づくりの運動

では危険なレベル）

増加 、運動強度

100％では最大量

に近い

あなたの計算
〔｛（220－あなたの年令）－あなたの安静時心拍数｝×○/100〕 ＋あなたの安静時心拍数

↑

運動強度％（急に運動を始める場合は40％から

慣れましょう。慣れたら50％,60～70％と増やしましょう。

運動時の計測は のいるところ（頁）へ戻って見ましょう ↑

運動強度(％）の計算
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ト 休憩 まわりさん ダイ ト 運動強度を測りながら

このように最大酸素摂取量50～60％程度の運動強度では、相当量の体脂肪が使われます。

スポーツ競技中はさらに80％以上になり、糖質代謝が増えてきます。ときには全てがＡＴＰ、

クレアチンリン酸、グルコース、グリコーゲン（無酸素運動）のみからエネルギーを得るアタック

やダッシュが行われます。

最も激しい運動強度が最大酸素摂取量80～100％近くなると酸素の供給が追いつかず

乳酸が増えるため、ごく短時間の活用となります。

このように運動強度が上がりＡＴＰとクレアチンリン酸や乳酸が増える糖質分解レベルの

運動は長期間継続しないはずですが、すでにホームページで紹介しているグアルディ選手は、

ツール・ド・フランス12日目、心拍数170拍以上の運動強度で77分間（全競技時間３時間46分）

走りました。その運動強度は90％前後と推察します（選手たちの安静時心拍数は40拍前後

です）。

ジュニア時代から鍛えた身体は、トレーニングで

グアルディ選手の活躍
心拍数170拍以上の

運動強度が全行程の37%(77分)に

HOME

最大酸素摂取量50％程度の運動強度でひまわりさんのダイエット

ひまわりさんは、40歳 安静時心拍数65拍

BMI 24→１ヶ月後の目標BMI 23まで2.5ｋｇ減量予定

〔｛（220－40）－65｝×50/100〕 ＋65=122.5 約125（拍）・・・・・・・1分間の運動強度目安

5000～6000歩 （家事労働を含めるとこれくらいが良いようです）

ひまわりさんは、歩き慣れているため125～140拍で歩くことにしました。

目標心拍数125 歩きは始めて30分後、立ち止まって心拍数を数えると15秒間に25拍

２5（拍）×４(倍)＋１０（拍）＝110（拍）・・・・・・・・・・運動強度が弱い

↑ ↑

15/60秒 補正

そこで、少しスピードを上げて歩き、心拍数は15秒間30拍になる。

30×４＋１０＝１30・・・・・・・・・・・この前後ならば丁度よい

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－

ひまわりさんの場合（消費エネルギーを考慮して）

プラス 食事 体重現状維持の場合 1600～1800kcal/日 糖尿病単位で暗算

減量2kg/月の場合 1300～1400kcal/日 ひまわりさんは

本気で勉強しました

動プ 食事 減 す 体 肪 落ち す

チョット 休憩 ９．ひまわりさんのダイエット・・運動強度を測りながら

}

運動プラス食事で減量すると体脂肪がきれいに落ちてきます。

食事だけのダイエットは筋肉量を落とし危険です。
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１０．スポーツとたんぱく質
たんぱく質の働き・たんぱく質とエネルギー

大切なたんぱく質の働き

たんぱく質は、主に体構成成分の材料と

の材料として重要です。さらに免疫など多くの働きにも関わっています。

特にスポーツ選手は競技中筋肉や赤血球などの損傷が大きいことやそれぞれの種目に適した

筋肉づくりのために大切な栄養素です。そのため、睡眠中に行われる再生や修復に十分に見合う

量を夕食でしっかりとりましょう。

また筋力トレーニングとあわせてタイミング良くたんぱく質の多い食品をとり、競技に適したからだを

つくります。

たんぱく質エネルギー比は14～18％、筋肉を増強する時は20～22％

スポーツ選手の場合、体重1ｋｇ当たり2.0ｇと指示されることが多いようですが、競技（トレーニン

グ）量に必要なエネルギーに応じた割合なので、下の例のように体重当たり4.0ｇ近くなることもあり

ます。

例 体重65ｋｇの選手

国体競技の標準的トレーニング日 3500kcal ／日 たんぱく質エネルギー比14％の場合

3500（kcal）×14/100÷４（kcal）＝122.5(ｇ)・・・・必要なたんぱく質量

↑ ↑ 体重1ｋｇ当たりたんぱく質量は1.88ｇ

％ たんぱく質1ｇ当たり４kcal

国際競技ハードトレーニング日 7000kcal ／日 たんぱく質エネルギー比14％の場合国際競技ハ ドトレ ニング日 7000kcal ／日 たんぱく質エネルギ 比14％の場合

7000（kcal）×14/100÷４（kcal）＝245(ｇ) 体重1ｋｇ当たりたんぱく質量は3.77g

国際競技筋力トレーニング日 4000kcal ／日 たんぱく質エネルギー比22％の場合

4000（kcal）×22/100÷４（kcal）=220g           体重１ｋｇ当たりたんぱく質量は3.38ｇ

日常の生活では、体重当たり約１ｇのたんぱく質で十分です

たんぱく質とエネルギー

他のエネルギー源が不足すると、脱アミノされた後、最終的にＴＣＡサイクル

に入りエネルギーとなります。たんぱく質を構成しているアミノ酸の種類によって

その経路は異なります。

このようにたんぱく質もエネルギーとして利用されますが、スポーツ時には、糖質のように単純な経路

でエネルギーになるものの方が速効性があり、競技成績を上げるのに効果的です。

競技（トレーニング）など運動量以上にたんぱく質を大量にとらないようにしましょう

－－－－過剰摂取（太田冨貴雄：運動とたんぱく質摂取より引用）－－－－

たんぱく質の過剰摂取は、分解されたアミノ酸が結果的に尿素となって排泄され、同時に飲料水と

尿量が増加し、腎臓に異常な負荷をかけます。また中等度以上の運動を長期間継続して行うとアミ

・いつも体重と体脂肪とのチェック忘れない

・たんぱく質・・筋力トレーニングで競技に

向いた筋肉づくりが先ず大切

　 して、また全ての代謝に関与する酵素やホルモンなど

ノ酸の異化を亢進し、尿素生成増加となります。この傾向は体内グリコーゲン貯蔵量が少ないと一層

助長されます。高尿酸血症を起こすこともあります。
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１1．スポーツ と ビタミンやミネラル

ビタミンはエネルギーにもならず、身体の構成成分でもありませんが、酵素作用や代謝調節作用など

の生理作用に関わっています。

ミネラルは身体の構成成分であり、その他酵素作用や代謝調節作用始めいろいろな生理機能に

重要です。

これらのビタミンやミネラルは、一般の人に比べ、スポーツ選手は5～10倍以上必要とします。

それは、次のようなスポーツ時特有の働きを助けるためです。

短時間に放出する大量のエネルギーを産生する

活発な神経作用を継続する

強いストレスに立ち向かう

体構成組織の崩壊や成分の損耗を修復再生する

大量の発汗で失われる栄養素を補うなど

一般の人との比較などは スポーツ時と普段の生活との栄養所要量比較

このグラフは持久的スポーツ種目の場合です。

瞬発的スポーツの場合はビタミンＢ群をこれよりもやや多目にします。

瞬発的に糖質からエネルギーを産生するためです。

ページトップ

から参照

運動競技に必要なビタミンとミネラルの主な働き

一覧表をご覧ください

スポーツに関わるビタミンの主な作用と供給源

前にも書きましたが、激しいトレーニングや競技日には野菜をしっかりたべましょう。

イタリアプロ選手はこんな日に食べる野菜の量は（ ）ｇです。 ｸﾘｯｸ

体脂肪を使い糖質を温存する運動強度は最大酸素摂取量の（ ）～（ ）％です。

あなたの運動強度60％の心拍数は（ ）拍です。

グルコース（ブドウ糖を）から効率よくエネルギーを取り出すためには（炭酸ガス、酸素、窒素）が必要。

赤血球 無数 あ グ 中 鉄 肺 ら筋肉細胞 （炭酸ガ 酸素 窒素） ぶ大 な

クイズ

チョットイタリア語

peperone

ﾍﾟﾍﾟﾛｰﾈ carota

ｶﾛｰﾀ

zucca

ｽﾞｯｶ
asparago

ｱｽﾊﾟｰﾗｺﾞ

broccolo

ﾌﾞﾛｯｺﾛ

cavolo

ｶｰｳﾞｫﾛ

cipolla

ﾁｯﾎﾟﾗ pomodoro

ﾎﾟﾓﾄﾞｰﾛ

覧表をご覧ください

赤血球に無数にあるヘモグロビン中の鉄は、肺から筋肉細胞へ（炭酸ガス、酸素、窒素）を運ぶ大切な

役目をしています。エネルギー産生に欠かせないものです。緑黄色野菜、ひじき、レバー、脂肪が少な

い肉などで鉄が不足しないように気を付けましょう。
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１2．水分補給

体成分のアンバランスは腎臓で再吸収や排泄により調整されます。水分の場合も同様ですが、

発汗で失われる量が多くなると腎臓で調節がきかないほど不足します。

スポーツ時に体重の3％に相当する水分を失えば筋運動能力が低下するといわれています。それと

同時に各種ミネラルやビタミンＢ１なども失われ、それぞれの機能が低下します。

発汗で失われる栄養素を見直しましょう！

鯉のぼりのシーズンまでは好調

その後の暑いシーズンに競技成績がかんばしくないと

思う場合は、発汗で失われる栄養素を補給してみましょう。

汗1リットルで失われる量・・・・・・カルシウム（ｱ． ）ｍｇ

・・・・・・ナトリウム（ｲ. ）ｇ

・・・・・・鉄（ｳ. ）ｍｇ 鉄は吸収率10％なので注意しましょう

ビタミンＢ１も失われます。

鉄やビタミンＢ１不足では、エネルギーができません。

カルシウム不足は筋肉の動きを妨げます。

ナトリウム不足はからだに必要な水分バランスを保てませんし、カリウムの排泄が

妨げられ高カリウム血症となり、脱力感、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐など

１３ サプリメントの考え方・・・バランスがとれた食事＋量・期間とも必要最小限

発汗で失う栄養素

子どもが私に「サプリメントなんだけど．．．筋肉づくりに最適なアミノ酸配合のプロテインという

のがあるから買うよ」と言いました。「あんたのお小遣いで買えるのね」と返事をしました。

経済が第一ですよ。母親としては子どもの成長と健康を願って、必死で家計いっぱいぎりぎり

で食事を整えているのですから。

翌日、彼は本当に大きな缶入りの「筋肉づくりプロテイン」を抱えて帰ってきました。

筋肉づくりに最適なアミノ酸配合のプロテインは、理論としては納得できる勝れた

サプリメントです。しかし、母親として「怖いなあー」という実感もあるのです。加工度が

高いものを長期間継続して食べ続け、過剰摂取の害や人工的な刺激を消化器など

に継続して与え、病気を誘発しないかと心配なのです。

でも様子を見ることにしました。幸い三日坊主より少し続いて、関心が薄らいだようです。

あくまでも「バランスがとれた日常食＋スポーツ栄養食」です。これでまだ不足する

ときのサプリメントだと思います。特に成長期では、本来の食事をおろそかにしてサプ

リメントに頼っても効果は期待できません。効果を上げるための材料が不足しているからです。

－－適切な食事をしてなお不足するとき利用しましょう－－

広島国体開催時の献立委員として、3500kcalの献立を立てましたがビタミンやミネラルは、

食事で十分とれました。バランスがとれた献立であれば、サプリメントは不用ということです。

イタリアプロ選手の食事7000kcalではさすがに食品だけでは不足でした。

しかし、おいしくたっぷり自然の食材で7000kcal 食べていました。適量のビタミン剤 特に

B群を補給していました。

自分の体重や体調、競技成績から判断して賢く利用しましょう

１３．サプリメントの考え方 バランスがとれた食事＋量 期間とも必要最小限

母親として考えてみます

サプリメント

による積極

的からだづ

くり、理屈は

わかるけど、

お母ちゃん

は怖い
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ビタミンの名称 作用 欠乏症 多く含む食品と備考

　ビタミンＡ

・成長促進、視覚の機能
・上皮組織の維持
・特にβ-カロテンは抗酸化
作用（有害フリーラジカルと
反応し、細胞構成物質を守
る）
・制ガン作用

・成長停止・眼球乾燥症、
・夜盲症
・上皮細胞の糖たんぱく
合成障害による粘膜や
表皮の角化・乾燥化

　肝油、バター、レバー、
　緑黄色野菜、のりなど
　
　（特に剣道、フェンシング、
弓道、射撃など視力が成
績に影響）

　ビタミンＤ

・カルシウムやリンの吸収
・骨と歯の石灰化
・血中カルシウム濃度の維持

・骨・歯の発育不良
・くる病、骨軟化症、
・骨粗鬆症

　肝油、レバー、卵黄
　青魚、干し椎茸、バター
牛乳

　ビタミンＥ

・抗酸化作用、生体膜の機能
維持、乳幼児の赤血球の溶血
防止、生殖機能調節

・神経機能異常
・筋萎縮症

　米・小麦粉の胚芽
　胚芽油、レバー、卵黄
緑黄色野菜

　ビタミンＫ

・血液凝固
・骨の石灰化

・血液凝固遅延
・出血症
・骨形成不全

　納豆、レバー、緑黄色野
菜、
ナチュラルチーズ（微生物
に）

　ビタミンＢ１

・糖質代謝、神経・消化器･
心臓・血管系の機能調整

・倦怠感　・筋肉痛
・心悸亢進
・脚気、多発性神経症
・発汗で損失

　豚肉（その製品）、卵黄、
　穀類胚芽、レバー、牛乳、
　強化米

　◎エネルギー増に伴い多く
・糖質・脂質・ｱﾐﾉ酸の異化
代謝

・口内炎　・口角炎　・舌炎
脂漏性皮膚炎 眼に炎症

　レバー、牛乳・乳製品、
卵 納豆 豆類

脂
溶
性
ビ
タ
ミ
ン

水

スポーツに関わるビタミンの主な作用と供給源

　ビタミンＢ２

代謝
・皮膚の正常化

・脂漏性皮膚炎　・眼に炎症
・脂質代謝障害　・貧血

卵、納豆、・豆類

　◎エネルギー増に伴い多く

　ナイアシン
・脂質・脂肪の異化反応
・胃腸･皮膚の正常化

・ペラグラ(皮膚炎、下痢、
中枢神経症)　・胃炎

　レバー、肉、魚、納豆

　パントテン酸
・糖質・脂質代謝 ・腸内細菌叢により合成 　ほとんどの食品

　ビオチン
・糖質・脂質・アミノ酸代謝
・抗卵白障害因子

・腸内細菌叢により合成 　ほとんどの食品

　葉　　　酸

・造血作用
・核酸・アミノ酸代謝

・腸内細菌叢により合成
・巨赤芽球性貧血
・舌炎　・口内炎

　レバー、豆類、緑黄色野菜

　ビタミンＢ６

・脂質・アミノ酸代謝
・皮膚の正常化

・腸内細菌叢により合成
・小球性低色素性貧血
・脂漏性皮膚炎
・多発性神経炎　・舌炎
・口角炎　・結膜炎

　魚、肉、レバー、豆類

　ビタミンＢ１２

・赤血球生成
・たんぱく質・核酸の合成
・アミノ酸代謝

・葉酸の代謝障害から
巨赤芽球性貧血
・ビタミンＢ１２吸収には

胃粘膜にある糖たんぱく
が必要

　レバー、肉、魚、乳製品、
卵

　ビタミンＣ

・コラーゲンの生成
・抗酸化作用
・毛細血管の正常化
・鉄の吸収促進
・抗ストレス作用に働く副腎
皮質ホルモンの合成に関与

・壊血病　・骨、歯の脆弱
・メラニン色素沈着(チロシ
ン代謝障害)
・伝染病に対する抵抗力
減退

　果物（キウイフルーツ、苺、
　柑橘類他）、緑黄色野菜、
　その他の野菜、いも類

水
溶
性
ビ
タ
ミ
ン



ミネラルの名称
作用 欠乏症 多く含む食品と備考

　カルシウム

・神経・筋肉の興奮性
・筋肉収縮、血液凝固
・骨および歯の成分
・ホルモン作用・酵素の
活性化と調節

・テタニー（四肢と咽喉の
筋肉のけいれんを起こす）
・血圧上昇、骨粗鬆症
・スポーツ選手は発汗に
より失う
　　　　50ｍｇ／汗1リットル
・筋肉硬直、筋肉痛、骨成分
損耗

　牛乳・乳製品、海藻、小魚・
魚の小骨、大豆・大豆製品、
緑黄色野菜

　牛乳に含まれる乳糖やカ
ゼインフォスフォペプチドが
カルシウムの吸収を高めると
いわれ、例えば、小魚などと
食べ合わせると効果的

　リ　　　ン

・歯・骨を形成（リン酸カルシ
ウムリン酸マグネシウム）
・体構成成分（核酸、ＡＴＰ、
糖代謝中間体、リン脂質、
補酵素など）
・ｶﾙｼｳﾑ：リンは1：１～2まで

　特に不足しない

・加工食品摂取による
過剰に注意

　卵黄、肉、魚、牛乳、チー
ズ、全粒穀物とシリアルなど

　（リンの排泄が多いとカルシ
ウムの排泄も増えるので、過
剰摂取に注意）

　カリウム

・神経・筋肉の興奮性を
正常に保つ
・細胞内液中の陽イオンと
して浸透圧，酸・塩基平衡
および水分平衡の保持
・グリコーゲンおよびたん

・日常は不足しないが、
スポーツなどで筋収縮が
激しく、長時間続く場合に
注意
・低カリウム血症(全身
倦怠、筋疲労・筋麻痺、

　いも類、野菜・果物類、豆
類、きのこ類、海藻類

スポーツに関わるミネラルの主な作用と供給源

グリ ゲンおよびたん
ぱく質の蓄積に関与

倦怠、筋疲労 筋麻痺、
心筋障害など)

　ナトリウム

・細胞外液中の陽イオンと
して浸透圧，酸・塩基平衡
および水分平衡の保持

・高カリウム血症を伴う。
例えば水分のみ補充すると
水は細胞内液に入る。
脱力感、頭痛、めまい、食欲
不振、悪心、嘔吐など。
・発汗により2.87g/汗１リット
ル
順応すると損失は少なくなる
などの研究がある。

　食塩や調味料、動物性食
品および加工品、塩蔵物な
ど

（生活習慣病予防面からも過
剰を避ける）

　マグネシウム

・リン酸塩・炭酸塩として、骨と
歯を構成
・酵素の補助因子（ATP反応）
・神経・筋肉の正常な機能保
持

・興奮性が増加しテタニー
となる(カルシウムと同様の
欠乏症)

　緑黄色野菜、穀類、種実、
豆類

鉄

・ヘモグロビン、ミオグロビン、
チトクロームとして存在し、
・酸素の運搬、貯蔵、利用など
エネルギー代謝に直接関与

・貧血に伴う症状
・エネルギー生成に支障

・発汗で損失
　　　0.5ｍｇ/汗１リットル
鉄の吸収率は10％なので、
2リットルの汗では、鉄10ｍｇ
を摂取して補うことになる。

　レバー、煮干し、あさり、し
じみ、はまぐり、ほっきがい、
やつめ鰻、あゆはらわた、干
しひじき、のり、卵黄、大豆、
ほうれん草

亜　鉛

・酵素成分（物質代謝、
核酸たんぱく質合成など）

・皮膚炎、成長障害、第二次
性徴発現の遅れなど
・抵抗力低下
　
・亜鉛を含む食器から過剰
摂取例がある

　レバー、肉、魚介類、種実

　普通食事で欠乏しない
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