
ス ポ ー ツ 関 連 遺 伝 子 検 査

検 査 結 果 報 告 書
これ か ら の 健 康 の た め に お 役 立 て くだ さ い 。
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遺伝子はすべての生命の設計図と呼ばれています。
生物の体をつくり、生命を維持するため働いているタンパ
ク質をつくるための情報が「遺伝子」なのです。
ヒトを含むすべての生物が持っていて、ヒトには約 2 万個
もの遺伝子があると考えられています。遺伝子は、親から
子へと受け継がれます。親子が似ているのはこのためなの
です。
遺伝子の実体はＤＮＡ（デオキシリボ核酸) という物質で、
A（アデニン）、T（チミン）、G（グアニン）、C（シトシン）
と呼ばれる 4 種類の分子が決まった順番につながって出
来ています。この 4 種類の分子の並びかたこそが遺伝子の
持つ情報なのです。

遺伝子とは？
すべての生命が持つ「設計図」です。

？

はじめに

遺伝子検査で何がわかるの？
自分の体質や、将来かかりやすい病気がわかります。
近年の研究の成果によって、様々な病気のかかりやすさも親から子へ遺伝する部分があることや、
遺伝子を検査することで「自分はどんな体質なのか、将来どんな病気にかかりやすいのか｣といっ
た差がわかるようになってきました。ヒト遺伝子の全ての配列のうち、個人差があるのは 0.1％と
いわれ、この 0.1％の違いでお酒に強い・弱い、糖尿病や骨粗しょう症などの病気にかかりやすい・
かかりにくいといった体質が左右されているのです。
遺伝子は一生涯変わることがないため、検査はたった一度でＯＫ。遺伝的リスクを知り、生活習
慣を見直すことで早い段階から的確な予防を行うことができるのです。

？

このたびは、弊社の遺伝子検査をご利用いただき、誠にありがとうございました。

検査結果をお届けいたしますが、

「検査を受けたら終わり」「結果がわかればそれでいい」としてしまってはいけません。

遺伝子検査の結果を受け取った時からが本当のスタートです。

ご自身の遺伝的な体質を知ることで、

より健やかなライフスタイルを構築するための指針としてぜひお役立てください。

細胞

染色体

ヒトのからだは
約 60兆個の
細胞で
できています。

細胞の中には
それぞれ
46本の染色体
が入っています。

ＤＮＡ
染色体はＤＮＡと
ヒストンタンパク質より
構成されています。

スポーツと遺伝子の関係とは？
筋肉の発達は遺伝子の影響を受けていると考えられています。
筋肉の形成に関わるACTN3 遺伝子には個人差があり、アクチニン 3 タンパク質の合成能力の違い
を生み出していることが知られています。そしてこの違いが、速筋の発達と遅筋の形成に影響を及
ぼし、遺伝的に得意なスポーツとそうでないスポーツにも影響を与えていると考えられています。
本検査キットではACTN3 遺伝子の個人差を解析することで、あなたがどのタイプのスポーツに向
いているか、適したトレーニング法はなにかを判定します。

？
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スポーツ関連遺伝子検査結果スポーツ関連遺伝子検査結果

＜参考文献＞

Yang et al;ACTN3 Genotype Is Associated with Human Elite Athletic Performance; Am J. Hum. Genet. 73:627-631, 2003.

800m・1,500m の陸上競技
ボクシング
サッカー、野球、テニス、
バスケットボールなどの
瞬発力が必要かつ
長時間運動する球技全般 など

アド
バイス

１ おすすめのスポーツ

パワー系スポーツ、スプリント系、持久力系スポーツいずれにも適性があります。
持久力 / スプリント力どちらの力も必要なスポーツがおすすめです。

※「おすすめのスポーツ」の種目は一例です。一般に小中学生においては、健全な発育発達の考え方から、
　様々なスポーツをバランスよく行うのが望ましいとされています。

アド
バイス

２ おすすめのトレーニング

瞬発力と持久力をバランスよく兼ね備えた遺伝子タイプです。
サッカー、野球、テニス、バスケットボールなど、瞬発力だけでなく、持久力も必要な
スポーツに向いていると考えられます。
筋肉疲労を起こしにくい遺伝子タイプでもあるので、比較的負荷をかけることでト
レーニングの効果を上げることが可能です。また、同時に持久力系のトレーニングも
行い、瞬発力と持久力をバランスよく鍛えることでパフォーマンスの向上を目指しま
しょう。

スポーツ関連遺伝子ＡＣＴＮ３を検査した結果、

あなたのスポーツ遺伝子型は、バランスタイプのＲＸ 型です。
このタイプは、ACTN3 タンパク質を合成することができるため、

速筋と遅筋がバランスよく発達する遺伝子タイプです。

瞬発力と持久力の両方を必要とするスポーツに

適した遺伝子タイプといえます。

持久力
タイプ

ＸＸ

速筋の発達と
遅筋の形成

遺伝子型

バランス
タイプ

ＲＸ

パワー
タイプ

ＲＲ
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ＡＣＴＮ３遺伝子についてＡＣＴＮ３遺伝子について

遺伝子型別特徴と割合

＜出典＞

International HapMap Project

RR
型

速筋がつきやすい傾向

パワー
タイプ

おすすめのスポーツ

タイプ

RX
型

速筋と遅筋が
バランスよくつく傾向

バランス

XX
型

遅筋がつきやすい傾向

持久力
タイプ

中国人や白人では、長距離系アスリートにＸＸ型が多いという報告もある一方、アフリカ系黒人はほとんどがＲＲ型にも関わらず、
短距離・長距離とも昔から強いという事実もあります。人種やその他の要因による差異に関しても、今後の研究が期待されています。

スポーツ遺伝子検査で調べた遺伝子は、「ＡＣＴＮ３（アクチニン３タンパク質）遺伝子」
です。この遺伝子は、収縮タンパクであるアクチン同士を結合する構造タンパク質で、速い
動きを生み出す「速筋」の形成に関わります。
ＡＣＴＮ３遺伝子型は、ＲＲ型、ＲＸ型、ＸＸ型の 3 タイプがあります。
ＲＲ型は速筋が発達しやすいパワータイプ、ＲＸ型は速筋と遅筋がバランスよく発達する
バランスタイプ、ＸＸ型は遅筋が発達しやすい持久力タイプです。

ＡＣＴＮ３遺伝子とは？
第 11 染色体に存在する、
速筋の発達と遅筋の形成に関連する遺伝子です。

？

400m 以下の陸上競技、

200m 以下の水泳競技、

短距離自転車競技 、

サッカーやハンドボール

などのゴールキーパー

おすすめのスポーツ

800m・1,500mの陸上競技、

ボクシング、サッカー・野

球・バスケットボール・テ

ニスなどの瞬発力が必要か

つ長時間運動する球技全般

おすすめのスポーツ

5,000m以上の陸上競技、

400m 以上の水泳競技、

長距離自転車競技、エア

ロビクス、ジョギング、

ダンス　など

(RR    )型
約20％

パワータイプ

(RX    )型
約61％

バランスタイプ

(XX    )型
約19％

持久力タイプ

日本人の各遺伝子型の分布

(RR    )型
約20％

パワータイプ

(XX    )型
約19％

持久力タイプ

  ※占有率の数値に関しては、小数点第 1位を四捨五入しているため、１％未満の誤差が出る場合があります。
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筋肉の構造と速筋・遅筋

速筋と遅筋速筋と遅筋

速筋の性質 遅筋の性質

遅筋

速筋

筋肉腱

骨

筋肉の構造

出せる力は強いが持久力に乏しい

筋繊維が太くなりやすい
（肥大しやすい）
酸素を利用しないで活動できる
能力が高い
日常生活ではあまり使われない

筋肉の収縮するスピードが速い

出せる力は強くないが
持久力に優れている
筋繊維が太くなりにくい
（肥大しにくい）
脂肪を燃焼できる細胞が多い
（酸素を利用する能力が高い）
日常生活でよく使われる
（姿勢維持、歩行、軽いものを持つなど）
筋肉の収縮するスピードが遅い

速筋と遅筋の割合には個人差があり、遺伝によって決定すると考えられています。それぞ
れの筋繊維の量によって、短距離走のような瞬発的な運動が得意か、長距離走のような持
久力的な運動が得意か違ってきます。
これらは、色の違いから「白筋」「赤筋」と呼ばれることもあります。

速筋と遅筋とは？
筋繊維の種類です。
筋繊維は「大きな力を出せるけど持久力がない」速筋と
「大きな力は出せないけど持久力がある」遅筋の 2タイプに分かれます。

？
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サプリメント・健康食品の活用サプリメント・健康食品の活用

毎日の食事をバランスよく摂取することを前提として、
サプリメント・健康食品を活用しましょう。

＜参考文献＞

森永スポーツ＆フィットネスリサーチセンター . ウィダー ・ スポーツ ・ ニュートリション ・ バイブル .　128.2000

International Olympic Committee. Nutrition for Athletes

パワーを
つける

筋肉を大きくする

ハイパワーを持続させる

トレーニング
後

消費したエネルギーをすみやかに補給する

筋肉の修復と合成のため、
すみやかにたんぱく質を補給する

減量をする

トレーニング
前

エネルギー量の制限に伴うビタミン、
ミネラルの不足を補う

脂質を抑え、たんぱく質やビタミン類を
しっかり摂る

エネルギー源として炭水化物を補給する
ビタミン類も補給しておく

試合前

ハイレベル型プロテイン、
エネルギー補給用ドリンク・
ゼリー飲料など

クレアチン、ビタミン B、鉄など

エネルギー補給用ドリンク・
ゼリー飲料・タブレット、
バランス型プロテインなど

ハイレベル型プロテイン、
アミノ酸タブレットなど

怪我の予防

集中力を高める
エネルギーを補給するとともに代謝を促す

筋肉作りをする、強い骨格、腱を作る

エネルギー補給用ドリンク・
ゼリー飲料、ビタミン B など

ハイレベル型プロテイン、コラーゲン
の多く含まれているプロテインなど、
カルシウム、鉄、ビタミン C など

バランス型プロテイン、
マルチタイプのビタミン・
ミネラルタブレットなど

ハイレベル型プロテイン、 
バランス型プロテインなど

エネルギー補給用ドリンク・
ゼリー飲料・タブレットなど

試合直前
（試合中）

消化吸収の速い炭水化物を多めに摂って
エネルギーを補給する

ブドウ糖タブレット、
エネルギー補給ドリンクなど

エネルギー補給用ドリンク・
ゼリー飲料など

エネルギー源として炭水化物を多めに摂取する。
消化に良いものを選び、試合前の 3 ～ 4 時間前ま
でに食事を済ませておく
ビタミン類を補給しておく

試合後
消費したエネルギーをできるだけ早く補給するた
め、炭水化物を摂取する
たんぱく質も同時に摂取することで回復を早める

エネルギー補給用ドリンク・
ゼリー飲料・アミノ酸タブレット、
バランス型プロテインなど

疲労回復
消費したエネルギーを補給し、グリコーゲンを速や
かに蓄える
筋肉の修復材料となるたんぱく質を摂取する

エネルギー補給用ドリンク・
ゼリー飲料、
バランス型プロテインなど

貧血を防ぐ
血液中の酸素の運搬に関わるヘモグロビンの生成を促す
体内への鉄分の吸収を高める

鉄分タブレット、プロテイン、
ビタミン C など

水分補給
のどが渇いたと感じる前にこまめに水分補給をする
汗とともに失われるビタミン、ミネラルも同時に補う

ミネラルウォーター、
スポーツドリンク、ビタミン・
ミネラル補給ドリンクなど

ポイント 摂取するサプリメント・健康食品目 的

※ハイレベル型プロテイン ： たんぱく質含有率が高いプロテイン　　※バランス型プロテイン ： 炭水化物とたんぱく質の両方が摂取できるプロテイン
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トレーニングの考え方トレーニングの考え方

本検査は、既にスポーツをしている方の

パフォーマンスの向上をサポートするツールとしてご活用ください。

また、これからスポーツ選びを考えている方にもお薦めです。

自分の遺伝的体質に向いているスポーツを選ぶことで、

より一層スポーツを楽しんだり、

オーバートレーニングによる怪我や事故を防いだり、

上達が早まることが期待されます。

自身の上達やトレーニング効果を実感することで、スポーツや

トレーニングに対するモチベーションも高まるでしょう。

トレーニングは、自分の好きなことだけに専念せず

不得意なトレーニングも行うことをお勧めします。

また、遺伝的素質からの「おすすめのスポーツ」だけに専念するよりは

苦手とされるトレーニングも同時に行うことで

総合パフォーマンスが高まることが期待されます。

また、身体的なトレーニングだけではなく、

メンタルトレーニングも行うことで、

総合的なパフォーマンスが高まることが期待されます。

健康的な身体づくりには、トレーニングによって身体に負荷を与え、

鍛えることだけではなく、その後の適切な休養や食事・

栄養補給も重要であることが知られています。

「運動」「栄養」「休養」の要素を考えて取り入れるようにしましょう。
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遺伝子検査キットのパイオニア

ジェネシスヘルスケア株式会社
h t t p s : / / g e n e l i f e . j p

当社では遺伝学・栄養学の専門家があなたのライフスタイルをトータルサポート！
検査結果についてのご質問はもちろん、食事や運動などの

アドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談ください！ 

お問合せの際は、本報告書をお手元にご用意の上、ご連絡ください。 

ジェネシスヘルスケア遺伝学検査室

※お問合せの期限は、報告書発行日から 1年間とさせていただきます。

ジェネシスヘルスケアは、
あなたの遺伝子ライフスタイルをサポートします。

（平日 10 時～ 13 時  14 時～ 17 時/ 土日祝を除く）

e-mail  :   infogene@genelife. jp

本報告書の無断転載を禁じます。

科学的根拠について
当社では遺伝子検査サービス分野におけるリーディングカンパニーとして、科学的根拠の妥当性を評価するにあたり、あらゆる角度から

ベストプラクティスを試みています。

検査結果については、現時点において最も適切であると判断した学術論文の内容を反映させています。当社では、当社の検査機関である

ジェネシス遺伝学研究所（以下「当社遺伝学研究所」という）が、次の項目に重点を置き、学術論文の科学的妥当性を評価しています。

1. 対象集団：主に東アジア人もしくは日本人で科学的根拠がある

2. 論文名・著者・発行年

3. 参考としている論文の評価

但し、遺伝的要因と環境要因の関係については現在も研究が進められているため、完全なものではありません。もし、将来的に新しい研

究成果が得られた場合、検査結果は関連する科学的知見の更新に基づいて適宜変更される場合がありますので、予めご了承ください。

また、遺伝子解析には最新の解析技術を使用していますが、検査には技術的な限界があり、検査結果から得られる情報が限定的なもので

あることをご理解の上、ご活用ください。

本検査は医療行為に該当しないものであり、検査結果は診断ではなく、医師の診断内容や処方箋を置き換えるものではありません。医師

の診療を受けている、もしくは医師の診療を受けた場合には、医師の指導を優先してください。また、遺伝子解析の結果のみをサービス

として提供しており、医療情報等は含みませんので予めご了承ください。

解析技術について
当社では自社の研究所及び解析センターを運営しており、解析の品質を左右する最新及び最先端の解析機器が備えております。当検査に

は PCR もしくはシーケンサーを使用しております。
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