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●肥満の定義 

 皆さんは、肥満というとどういった方を連想されますか？多くの方が見

た目に太っている、体重が重いなどをあげると思いますが、肥満にも定義が

あります。 

 まずは BMI。身長からみた体重が多いかを判断する体格指数です。一度

は自分の体重が標準かどうかの計算をしたことがあると思いますが、BMI は

肥満を測定できる国際的な基準として使われています。では実際に自分の

BMI を計算してみましょう。 

  

 BMI＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ） 

 

 日本肥満学会が定める普通体重は BMI18.5以上 25.0未満です。25.0以

上で肥満になります。脂肪細胞は思春期を過ぎると増殖しませんので、太っ

たり痩せたりは、脂肪細胞の大きさが変わるだけなのですが、BMI30.0 以上

で脂肪細胞は増殖を始めます。今日はダイエットの目標体重を決めて頂きま

学習のポイント！ 
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すが、BMI30.0以上の方は、まず 30.0未満に、BMI25.0以上の方は 25.0 未

満にしましょう。 

 次に、標準体重を計算しましょう。標準体重は BMI22で、一番病気にな

りにくい健康体重といわれています。 

 

 標準体重＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×22 

 

 骨太で筋肉質の方はちょうどこの位かと思いますが、女性からみるとち

ょっとぽっちゃりに感じてしまう体重だと思います。 

 BMI22.0 以上の方は目標にされるといいかと思います。 BMI18.5以下

は低体重という痩せすぎになり、イタリアなどでは BMI18.0以下は不健康と

してスーパーモデルも出演禁止になる国もあります。健康美容体重を目指す

のであれば、BMI19.0～20.0位です。 
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肥満の定義  ２（どこからが肥満？私は肥満ですか？）  
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体重からみた肥満は BMI が基準になりますが、どうみても BMIが高い関取

の方々は肥満ですか？違いますよね。彼らはアスリートです。体重は多いで

すが、筋肉も非常に多く肥満ではありません。 

 では、肥満の基準は何かというと、体重の占める脂肪の多い人になりま

す。体重が重い人や太って見える人が必ずしも肥満ではありません。体脂肪

率の高い人です。 

 どこかで一度は計ったことがあると思いますが、正常値を知らない方がほ

とんどです。年齢は関係ありません。一生使う基準値です。必ず覚えてくだ

さい。 

 

           正常     肥満   

 成人男性   15～20％  25％以上 

 成人女性   20～25％  30％以上 

 

 体重と体脂肪率と両方を合わせてみながらダイエットを進めていきます。  

学習のポイント！ 
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肥満の定義  ３（どこからが肥満？私は肥満ですか？）  
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●メタボリックシンドロームの診断基準 

 メタボリックシンドロームの診断基準の必須項目はウエスト周囲長 

 男性≧85ｃｍ  女性≧90ｃｍ  です。 

 これは、内臓脂肪面積が男女とも≧100ｃｍ2（平方センチメートル）に相

当します。 

  高トリグリセリド血症≧150mg/dl 

  低 HDLコレステロール血症＜40mg/dl 

   

収縮期血圧≧130mmHg 

  拡張期血圧≧85mmHg 

   

空腹時血糖≧85mg/dl 

男女共に２項目以上該当するとメタボです。 

学習のポイント！ 
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脂肪ってなに？  １  
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人間の体内に存在する脂肪細胞には、白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の２種類

があります。一般に脂肪細胞と言われるのは白色脂肪細胞です。 

 大人の体内の脂肪組織に白色脂肪は約３００億～６００億個あるといわれ

ています。全身のあらゆるところにあり、とくに下腹部、お尻、太もも、背 

中、腕の上部、内臓の回りなどに多く存在しています。中性脂肪を飢餓など

に備え蓄積する働きがあります。 

 太っている人の脂肪細胞を調べると、その数が多いケース、細胞自体の大

きさが大きいケース、その両方のケースがあることが分かっています。 

 肥満の原因となる白色脂肪細胞は、胎児期（妊娠後期）、乳児期、そして

思春期にとくに増えますが、これらの時期以外でも食べ過ぎが続くことによ

って増えることが分かっています。その後、ほとんど減ることはありませ

ん。成人してからの肥満（子供の頃は普通で、大人になってから太った）の

場合、脂肪細胞の数よりもそのサイズが大きくなることが多いといわれてい

ます。 

 一方、褐色脂肪細胞の分布場所は、首の周り、脇の下、肩甲骨の周り、心

臓、腎臓の周りの５カ所で、体内に蓄積された余分なカロリーを熱に替え、

放出させる働きがあります。 

学習のポイント！ 
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しかし、褐色脂肪細胞は、成長期に入ると少しずつ減少していきます。歳を

重ねるとともに身体に脂肪がつきやすくなるのは、褐色脂肪細胞が減ってく

ることも要因の一つです。 
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脂肪ってなに？  ２  
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●内蔵脂肪と皮下脂肪 

 体脂肪には内蔵脂肪と皮下脂肪の２種類があります。基本的に、男性は内

臓脂肪が溜まり易く、女性は皮下脂肪が溜まり易いと言われています。しか

し、更年期後は女性も女性ホルモンが減少し、内臓に脂肪が付き易くなりま

す。病気になりやすい肥満は同じ肥満でも内臓脂肪型の肥満です。 

 

○内臓脂肪（リンゴ型肥満） 

 内臓脂肪とは、胃や腸の周りに付着している脂肪のことを言います。内臓

脂肪は、加齢などにより代謝が衰えてくると増加しやすく、特に女性は更年

期が過ぎる頃より増加が著しくなってきます。また、糖質の過剰摂取や運動

不足によっても増加します。一般的に、年をとると代謝が低下し始めます。

代謝が低下すると、エネルギー消費量が減る為に、摂取したエネルギーは消

費しきれず脂肪になってしまいます。 

 内臓脂肪が溜まると、前に張り出すようにお腹が出てきます。 

内臓脂肪が増えてしまうと、高脂血症や動脈硬化などを引き起こす確率が高

くなります。皮下脂肪も増えすぎると生活習慣病になりやすい傾向にありま

学習のポイント！ 
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す。内臓脂肪は皮下脂肪に比べ、貯まりやすく、皮下脂肪よりも燃焼しやす

い脂肪です。皮下脂肪は保温や備蓄用に対して、内臓脂肪は即エネルギー源

となるからです。しかし、体が必要としているエネルギー以上を取り入れて

しまうと、内臓脂肪は燃焼されることはなく、体内に加えたエネルギーを消

費できずに脂肪は増加してしまいます。 

 

○皮下脂肪（洋ナシ型肥満） 

 皮下脂肪とは、言葉の通り皮膚の下に蓄えられた脂肪の事で、エネルギー

貯蔵や保温の為に重要な働きをしています。皮下脂肪は皮膚のすぐ下にあ

り、体温を逃がしにくくしています。また、女性は妊娠時などに備えて子宮

を冷やさない為、また外的衝撃から守る為に、男性に比べて皮下脂肪が多い

と言われています。皮下脂肪は内臓脂肪に比べ、貯まりづらく、燃焼しにく

くなっ ています。皮下脂肪が燃焼しにくいのは、緊急時に備えてエネルギー

源として備蓄されている脂肪だからです。女性は特に、授乳期など母乳のエ

ネルギー源にする為に、男性よりも皮下脂肪を蓄えておく必要があるので、

皮下脂肪が女性に多いのは、この為でもあるのです。主に皮膚の下に付く脂

肪は、お尻や太もも、下腹部が出やすくなります。 
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肥満ってなに？  ３  
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同じ肥満でも、体脂肪がどこに蓄積されるかによって、2つに分けられま

す。 

１つ目は、お腹周りの上半身へ脂肪が蓄積される「リンゴ型肥満」、もう 1

つは主に下半身に蓄積される「洋ナシ型肥満」です。では、それぞれの特徴

を説明していきます。 

まず、「リンゴ型肥満」ですが、昔から俗に「ビヤ樽型」とか「ビール腹」

などとも呼ばれ、お腹の周りを中心に上半身に脂肪がつくものです。圧倒的

に男性に多く見られる肥満です。女性でも、更年期を過ぎて太ってくるとき

には、男性と同じくリンゴ型肥満が増加します。いわゆる「三段腹」です。 

次に、「洋ナシ型肥満」ですが、おしりや太もも、下腹などにふっくらと脂

肪がついている太り方です。思春期以降の若い女性に多くみられ、女性ホル

モンの影響で下半身に脂肪がつくものです。これは主に皮下脂肪が多く、妊

娠や出産のときにエネルギー源となるため、むしろ女性にとって大切な脂肪

といえます。ですから、洋ナシ型の場合、この大切な脂肪を減らすのは健康

上かえってマイナスになる場合があります。 

つまり、病気に関係が深く、危険といえる肥満は「リンゴ型肥満」といえま

す。 

学習のポイント！ 
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また、「リンゴ型肥満」には、ＣＴ検査で腹部の断層写真を撮ると、おなか

の中の内臓の周囲に脂肪が溜まる内臓脂肪型肥満と、皮膚の下に集中してつ

く皮下脂肪型肥満の２つのタイプがあることがわかっています。 

内臓脂肪型肥満はなぜ生活習慣病を引き起こす原因となるのでしょうか。こ

こではその過程を説明します。 

 内臓脂肪を構成する「白色脂肪細胞」には、大きく分けて２つの働きがあ

ります。１つは体内で余ったエネルギー貯蔵庫としての役割と、もう１つは

アディポサイトカインという生理活性物質を分泌するという内分泌器官の役

割です。 

サイトカインとは細胞から作られる生理活性物質で、体の恒常性維持に必須

であり、きわめて微量で作用を発揮します。しかし、過剰に産生されると病

態形成に関与するという特徴があります。脂肪細胞から分泌される生理活性

物質、アディポサイトカインには善玉と悪玉がありますが、通常は均衡を保

っています。しかし、脂肪細胞が過剰に蓄積されるとアディポサイトカイン

の分泌異常が生じます。それが糖尿病などの生活習慣病を引き起こす原因の

一つとなるのです。  
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どうして太るの？  
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スライド 16 

 

 

●摂取エネルギーと消費エネルギー 

 私たちの体は食べたものだけで出来ていますので、太る原因は、摂取エネ

ルギーと消費エネルギーのバランスの崩れです。 

私たちは食物から栄養素を取り込み、エネルギー源として生命を維持し、活

動しています。エネルギー源は３大栄養素のたんぱく質、糖質、脂質から得

られ、これらから得られる熱量を「摂取エネルギー」と言います。それに対

し、日常の活動や運動を行うために使われる熱量を「消費エネルギー」と言

います。 

 

摂取エネルギー・・・たんぱく質、糖質、脂質 

消費エネルギー・・・基礎代謝 6～7割、生活活動代謝 2～3割、食事誘導

性熱代謝 1割  

 

 この摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスが肥満予防の基本になり

ます。 

学習のポイント！ 
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摂取エネルギーは余ると中性脂肪になり、脂肪細胞や肝臓に蓄えられます。

逆に消費エネルギーが摂取エネルギーを上回れば、中性脂肪は分解、燃焼さ

れ、活動のためのエネルギーとして使われます。 

例えば、2000Kcalを毎日消費する方の場合、2000Kcal 食べていれば、シー

ソーのバランスが保たれ太ることはありません。しかし、この方が毎日

2500Kcal食べているとなると、一日 500Kcal余分に摂取していることにな

り、計算上では一年で 25kg も太ることになります。  
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栄養素  
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スライド 18 

 

 

●摂取エネルギー 

○たんぱく質（１ｇ＝４ｋｃａｌ） 

 たんぱく質は、内臓器官や筋肉、皮膚、爪、髪など、身体の活性組織を作

っています。また脳内の情報伝達にも関わっている栄養素です。減量する為

には、たんぱく質を保持しながら、余分な脂肪を減らすことが大切です。た

んぱく質は毎日代謝される為、供給されないと組織の摩耗や萎縮の為、全身

倦怠感や脱力感を招き日常生活に支障をきたすことになってしまいます。た

んぱく質をきちんと摂取せずにダイエットをすると皮膚がたるむなど老けて

見えてしまいます。 

○糖質（炭水化物）（１ｇ＝４ｋｃａｌ） 

 体のエネルギー源になっているのが糖質です。糖質は体温をつくり出した

り、筋肉を動かすための力を生み出すもとになっています。私たちが摂取す

るエネルギーの約 60％は糖質が占めています。それなのにダイエットでは糖

質を控えるようにいわれることが多く、炭水化物抜きダイエットをされる方

がいますが、絶対に止めてください。この方法は確かに痩せます。その理由

は、糖質と脂質が結びついて脂肪になるからです。脂質だけでは脂肪になり

にくいのに対し、糖質は取りすぎるとそれだけで脂肪として蓄えられるから

学習のポイント！ 
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です。しかし脳のエネルギー源になるのは糖質です。このように糖質を抜く

ダイエットをすると、必要な糖質が体から 不足し、思考が正常に働かなくな

ります。そこで筋肉を溶かして糖に変える糖新生をしてしまいます。結果的

に筋肉が減少しますので、一時的に体重は減りますが、より太りやすい体に

なってしまいます。世界中どこの国でも、物は違えど主食は糖質です。一日

の摂取栄養の内 60％も必要な糖質を抜くダイエットは体によくありません。 

 必要な糖質とは、主食になるお米など多糖類の糖質です。お米も精製され

た白米はほとんど栄養が無く、血糖値を急激に上げてしまうので、玄米や胚

芽米にしましょう。  

 口から入った糖質は、小腸を通り肝臓を経由し、やがてブドウ糖に変換さ

れます。砂糖やジュースによく使用される甘味料も吸収が早く血糖値を急激

に上げるため、低血糖症や糖尿を引き起こす可能性がありますので、体に必

要な糖質はインスリンが緩やかに上がる多糖類で補います。 

 摂取した糖質は必要であればエネルギーとして使用されますし、必要なか

った分は肝臓に貯蔵されたり、筋肉中にグリコーゲンという形でストックさ

れたりします。それ以上糖質を摂取した場合には、体は「いつか必要になる

はずだ」と判断して、ブドウ糖を脂肪に変換させ体の中に貯蔵し、体外に排

出されることはないのです。これが肥満の原因になります。ですからダイエ

ットをするには、糖質を減らす必要がありますが、減らす糖質は甘い物や小

麦粉類です。どうしても甘い物が食べたいときは、まず５分我慢してくださ
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い。それでも食べたいときは、干し芋や果物など自然の甘みのものを選んで

ください。 

食品の成分は同じでも、種類によって摂取後の血糖値の上昇に違いがあると

いうことが発見され、これを表す方法として、血糖値を上げる時間的な早さ

を、ブドウ糖を１００として他の食品と比較したものがあります。 

その指数を GIと呼び、指数が高い食品ほど糖質が吸収されやすく、血糖の上

昇が早いことを意味します。 

 身体のエネルギー源となるブドウ糖は、食物では炭水化物（糖質・でんぷ

ん）から吸収されます。食物から消化吸収されたブドウ糖は、血管を通り肝

臓、筋肉組織、脂肪組織やその他の器官へと運ばれます。それと同時に、血

中ブドウ糖濃度（血糖値）に応じてインスリンがすい臓から血液中に分泌さ

れます。 

 

 細胞は、インスリンを感知するとブドウ糖を取り込もうとします。肝臓や

筋肉組織では、取り込んだブドウ糖をグリコーゲンという形で蓄積し、蓄積

しきれない分を脂肪細胞が、トリアシルグリセロール（中性脂肪）という形

で貯蔵します。 

 また、インスリンは、細胞が蓄えているグリコーゲンや中性脂肪の分解の

抑制にも作用します。血糖値が下がって、インスリンの分泌量が少なくなる

と肝臓は、蓄えているグリコーゲンを分解し血液中にブドウ糖として放出し
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血糖値を維持しようとします。しかし、蓄えられているグリコーゲンを使い

果たすと、今度は、たんぱく質や中性脂肪が分解され始めます。たんぱく質

の分解で生じたアミノ酸は、肝臓まで運ばれブドウ糖に変換されます。 

 中性脂肪が分解され生じた脂肪酸もエネルギー源として利用されますが、

ブドウ糖には変換されません。 

 インスリンの分泌量が少なかったり、細胞のインスリンに対する感度が低

下していると、ブドウ糖を取込む量より、細胞内に蓄えているグリコーゲン

や中性脂肪を分解する量が上回り、蓄えているグリコーゲンや中性脂肪が減

少していきます。 

 GI値の低い食品は、血糖値はゆるやかに上昇するのでインスリンは、少量

ずつ分泌されます。そのとき、血中のブドウ糖は、細胞に蓄積することなく

燃焼されていきます。 

 

○脂質（１ｇ＝９ｋｃａｌ） 

 脂質の重要な役割は、細胞膜の成分となっていることです。細胞の機能は

細胞膜で決まると言われるくらいです。もう一つの役割は、脂質もエネルギ

ー源として働いています。脂質はエネルギー量が多い為、ダイエットには制

限が必要です。しかし、脂溶性ビタミンＡ・Ｄ・Ｅ・Ｋは脂質と一緒に吸収

される為、脂質の極端な制限はこれらの吸収を妨げることにつながります。
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この脂溶性ビタミンの欠乏は、夜盲症、骨粗鬆症、皮膚の光沢喪失等の原因

になります。 
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栄養素  ２  
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●ビタミン 

 ビタミンは、たんぱく質、糖質、脂質の代謝、および正常な生理機能の維

持に欠かせない栄養素です。ビタミンは全部で 13 種類あり、脂溶性と水溶性

に分けられます。         

 水溶性ビタミンは必要以上に摂取しても尿で排泄されるので、毎日摂取す

る必要があります。 

 ビタミン Eは代表的な酸化防止作用のある栄養素です。ビタミン Eを多く

含むのが、お米の種子の胚芽です。ビタミン Cはガンや老化の原因である活

性酸素への抗酸化作用に優れていますが、ビタミンＣはちょっと驚いただけ

でも 600mg も消費するという説もあります。ストレス社会ではビタミン C

は多めに必要でしょう。 

 葉酸不足は年間 10万人もの先天性疾患の原因にもなっているとも言われ、

日本でも妊婦に警告が出されるようになりました。妊娠中はサプリメントを

使ってでも補う必要があります。 

 脂溶性ビタミンは、油で炒めるなど脂分と一緒に調理すると吸収されやす

いビタミンです。ただし、脂溶性ビタミンの摂りすぎは過剰症を引き起こす

学習のポイント！ 
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可能性があります。摂りすぎの害としては、生活習慣病、頭痛、吐き気、下

痢などの症状が現れます。通常の食事では過剰症にはなりませんが、気をつ

けてください。  

●ミネラル 

 有機質であるたんぱく質、糖質、脂質の中の酸素、炭素、窒素を除いた無

機成分で、カルシウム・カリウム・鉄・亜鉛・・・など「大地そのもの」の

栄養分です。人間の体内で合成することができないため、必須ミネラルは 22

種類ありますが、現代人のほとんどがミネラル不足ということが、アメリカ

のマクガバンレポートにもあります。カルシウム、マグネシウムなどが骨や

歯を構成していることはご存知だと思いますが、亜鉛の不足は、男性では精

子減少症を招き、不妊が女性だけの問題ではなくなっています。そしてミネ

ラルもビタミン同様、活性酸素を除去する優れた栄養素です。飽食の現代に

おいて、現代人は栄養失調といわれていますが、ビタミン、ミネラルがとも

に不足しているのです。食の欧米化に伴い、偏った食生活で野菜や果物が不

足してしまいます。上手にサプリメントなども活用しましょう。 

 栄養はバランスが大切です。これだけ食べれば大丈夫といったものはあり

ませんし、口から入れることで痩せるものもありません。 

・エネルギーを作るのは、糖質＋脂質＋たんぱく質＋ミネラル 

・体の構成成分は、水分+脂肪+たんぱく質＋ミネラル（主にカルシウム、リ

ン） 
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・体の調子を整えるのは、たんぱく質（酵素）＋ビタミン＋ミネラルです。 

ミネラルは酸素・酵素・ビタミン・ホルモンの触媒作用もしています。どれ

か一つが欠けても脳は栄養が足りないと判断し、お腹を鳴らして空腹サイン

を出します。ラーメンやパスタ、丼物やファストフードなど一品ものはボリ

ュームがあっても腹持ちが悪いのはそのせいです。お肌や髪のために、また

は筋肉を付ける為にとせっかく食べた肉や魚のたんぱく質もミネラルがない

と働きません。そうすると体の中では必要なときのために脂肪として蓄えま

す。 

 ●食物繊維 

 食物繊維はタンパク質・糖質・脂質・ビタミン・ミネラルの５大栄養素に

加わり、６つ目の必須栄養素と言われています。 

食物繊維とは人の消化酵素では分解されない食品成分の総称です。 

 摂った食物繊維は一部が腸内細菌で分解されますが、殆どが便として排泄

されます。食物繊維は水溶性と不溶性の２つに分けられます。 

 「水溶性」は小腸で消化（他の栄養素の消化）や吸収（分解された栄養素

の吸収）を抑えますので、コレステロール値を下げ、血糖値の急な上昇を防

ぐといわれています。一方「不溶性」は膨張して便量を増やしたり、便を柔

らかくして便秘の解消に効果が大きいと考えられています。水溶性食物繊維

は海藻や大麦、果物などに多く、不溶性食物繊維は野菜、豆類、きのこ類な

どに多く含まれています。実際には色々な食物繊維があり作用も複雑となっ
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ています。私たちの食事では、一般的には、【水溶性１：不溶性４】の割合

で、「不溶性」食物繊維の方を多く摂っています。 

 食物繊維自体は消化されませんので 栄養にもエネルギーにもなりません

が 体の中を通過する とき体に良い影響を与えます。例えば 、胃の中で水

分を吸収して膨らみ便の量を増やし排便を促し、便秘の予防や体内の老廃物

の排泄に役立っています。 

 水溶性の食物繊維は大腸の粘膜の保護をします。 不溶性食物繊維は便量を

増し便の硬さを適度にしながら移動し腸内にビフィズス菌などの良い菌を増

やす働きがあり便秘の予防と同時にどちらも大腸癌予防には効果的に働きま

す。さらに、食物繊維にはコレステロールや血糖値を安定にさせる作用があ

るため、糖尿病・高脂血症・高血圧・肥満などの生活習慣病の予防にも効果

を発揮しているのです。食物繊維は昔から穀類や芋・野菜・海藻などを多く

摂る日本人の食卓には欠かせないものでしたが、最近では食生活の内容の変

化などにより摂取量が減ってきています。 

 私たちの体は 100％口から得た物で出来ています。栄養をきちんと摂るこ

とが明日・一年後・三年後の体を作ります。そこで私たちの体を作る栄養素

を理解して、今日この後からの食事に活かしてください。 

 今日食べたものの栄養がわかるようになれば、今、空腹を満たすためだけ

の食事から、明日、明後日、半年後の体やお肌を作る食事に変わります。そ

うなれば当然体型も変わります。今日からの食事はビタミン・ミネラルをし



31 

っかり補い、良質のたんぱく質を欠かさず食べ、油を控えた調理法を実践し

てみてください。 

 

※参考：食品成分データベース：https://fooddb.mext.go.jp/ 

 

  

https://fooddb.mext.go.jp/
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ダイエットの運動  １  
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運動は、エネルギー供給機構の違いから有酸素性運動と無酸素性運動に大別

できます。 

 有酸素性運動とは、酸素を体内に取り入れ、糖や脂肪を代謝してエネルギ

ーを発生させながら長い時間行うことのできる運動のことをいい、有酸素性

運動の代表には、ウォーキング、ジョギング、水泳やエアロビックダンスな

どがあります。 

 無酸素性運動とは、もともと筋肉に貯蓄されているエネルギーを利用しな

がら行う短時間の運動と、酸素が充分に供給されない状態で、糖からエネル

ギーを発生させながら行う短時間運動のことをいい、酸素が供給されずに糖

からエネルギーを生産する過程では、乳酸と代謝物質が産出されます。無酸

素性運動の代表には、レジスタンス運動（筋トレ）などがあるが、ジョギン

グや水泳なども全力に近いレベル（運動強度が最高のレベル）で行うと無酸

素性運動に近づきます。 

有酸素性運動は、抹消を動かし、心臓や肺、血管を活発に働かせ、酸素を充

分に身体の各器官で消費させます。その結果、運動中の脂質代謝およびエネ

ルギー代謝を高めます。レジスタンス運動は運動中のエネルギー代謝は有酸

学習のポイント！ 
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素性運動よりも少ないが、運動後の安静時エネルギー消費量が運動前よりも

高くなることが考えられます。  
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ダイエットの運動  ２  
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●レジスタンス運動のダイエット効果 

 ダイエットで運動というとジョギングやウォーキングの有酸素運動が定番だ

と思いますが、何故、筋トレの無酸素運動をお勧めするのかというと、筋肉

は白筋（速筋）と赤筋（遅筋）の二種類に分かれています。有酸素運動をし

たときに使う赤筋（遅筋）は脂肪と糖をエネルギーとして使うのに対し、筋

トレなどの無酸素運動をしたときに使う白筋（速筋）は糖のみをエネルギー

とし、脂肪を燃焼させません。しかし、蓄えてしまった脂肪 1ｋｇを落とす

のに必要な消費エネルギーは 7200Kcalです。これをジョギングで消費する

場合、体格差や走る時速による違いはありますが、女性で約 20 時間、男性で

約 14時間必要になります。五輪のメダリストでもフルマラソン終了後の消費

カロリーは約 2400kcalだそうです。汗などで水分も排泄されるので、体重は

4～5kg 落ちます。 

それほど脂肪を燃焼させるのは時間がかかります。その必要運動時間を見た

らゾッとしますよね。白筋は動いてるときに必要なエネルギーは糖ですが、

白筋の中には脂肪と糖を燃焼させる物質がいますので、白筋量を増やすと何

もしていな いときでも脂肪と糖を燃焼してくれているのです！なおかつ白筋

はボディメイクをしてくれる筋肉ですので、バストやヒップ、膝上のたるみ

解消にもなります。女性だけでなく男性もたるんだ体は嫌ですよね。張りの

学習のポイント！ 
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ある体を作ってくれ、勝手に脂肪燃焼までしてくれているのが白筋なので

す。 

 また、白筋は高齢になったとき、つまずいたりして急な転倒で骨折をして

寝たきりになってしまうのを防いでくれる瞬間的な動きをする筋肉です。 

 脂肪を燃焼させ、体力を付けるのに効果的で、リフレッシュ効果も高い有

酸素運動とレジスタンス運動の両方あわせておこなうことが、ダイエットの

ためにも健康のためにもお勧めです。まず先に筋トレをします。そうするこ

とで、基礎代謝を即上げてくれ、脂肪を燃焼しやすい状態にしてくれます。

その後にウォーキングなどの有酸素運動をするのが、もっとも効果的ですの

で、是非１日１万歩のウォーキングを生活に取り入れてください。  

56kg 84kg 112kg

睡眠 10 14 20

座位（おしゃべり） 15 21 30

階段降りる 56 78 111

階段上る 146 202 288

歩行（3.2km/時） 29 40 58

歩行（6.4km/時） 52 72 102

ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ（8.8km/時） 90 125 178

著作業 15 21 30

事務職 25 34 50

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ（10分間連続） 56 78 111

ﾀﾞﾝｽ（ゆっくりと） 35 48 69

ﾀﾞﾝｽ（激しく） 48 66 94

ﾃﾆｽ 56 80 115

運動内容
体重

10分間連続運動により消費されるエネルギー（目安）
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ダイエットの運動  ３  
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体は摂取エネルギーが少ないと最大のエネルギー消費者の筋肉を減らして、

体を守ろうとします。体は最初に、筋肉からエネルギーを作りだし無駄な消

費をなくそうとするのです。大人になって、レクリエーションとしてスポー

ツを楽しむことはあっても、よほどでない限り、筋肉トレーニングをするこ

とはありません。食事制限だけのダイエットは、つけるのが大変な筋肉を落

として、その上、体を省エネに切り替えるため、基礎代謝を下げてきます。

ダイエットは脳との戦いです。急激なダイエットで、食事量を減らされ、運

動で消費も始まれば、当然一気に体重は落ちますが、脳はパニックです。必

ず、食べたいという指示を出し、基礎代謝を下げ省エネルギーな体に変え、

溜め込み体制を取って防御してきます。このときの欲望に負けたり、停滞期

で挫折すると一気にリバウンドしてしまいます。計画的にダイエットするこ

とが重要なのです。  

学習のポイント！ 
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