
インストラクターにとって理想の食事は ?

インストラクターのための

栄春 学

栄養の科学

これまで、毎回話題を決めてインス トラクターのための栄

養学を書いてきましたが、最終回は「フィットネス初心者の

おばさんは、なぜ太る ?」 というテーマからいろいろ考えて

みたいと思います。

■50代の月巴満女性が入会してきた

クラブに50代の肥満女性が入会してきました。本人の希

望は「スリムになって美味しいものを食べたいし、オシャレ

もしたい」。それで「初めてのエアロ」というクラスに出て

いるが、希望とは逆に、体重が増えてしまった。そんなメン

バーさんに、あなたはどんなアドバイスをしますか ?

おそらく、この女性は長年運動をしていなくて、初心者用

クラスの運動強度であっても強度が高すぎたのでしょう。本

来ならば、 トレッドミル (ラ ンニングマシン)を利用 した

ウオーキング等から始めて、体力がある程度ついてきてから

初心者クラスのエアロに移行するべきだったと思われます。

図 1を ご覧ください。横軸は最大酸素摂取量に対する活

動・運動の強度で、左端から姿勢として寝る、座る、立つ、

そして歩く、速歩、ジョグ、ランという具合に運動強度が上

がっていきます。ダッシュになると無酸素運動になるので、

酸素摂取ができませんから、右端を振 り切ってしまいます。

そして、縦軸は呼吸商といって、その活動強度のときに吸っ
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た大気中の酸素が、エネルギー源を燃やしたときに、どのく

らいの二酸化炭素を産み出すかで決まります。

続いて図 2を ご覧ください。ブドウ糖を燃やすときは、6

分子の酸素から6分子の二酸化炭素を産み出すので、6/6=
10と なります。呼吸商が10な ら、図 1よ り体内では100%
糖質が燃えていると推測できるのです。また、脂肪が燃焼

した場合は、例えば炭素の数が16のパルミチン酸の場合は、

23分子の酸素から16分子の二酸化炭素ができるので、約07
となります。このように、各強度の呼吸商を求めれば、糖質と

脂肪がどのくらいの割合でエネルギー源として使われたかが

わかります。

ここからわかることが、いくつかあります。例えば、次の

3つです。

1.普段は糖質と脂肪が 1:1に。運動強度が上がると脂肪

は使われなくなる

座るとか立つ強度のときの呼吸商からわかるエネル

ギーの割合をご覧ください (図 1の右倶1の軸)。 我々は

普段は糖質と脂肪を 1:1く らいで消費しています。と

ころが、運動強度が上がると、糖質をエネルギーにする

割合が増えます。

2.脂肪を燃やす(フ ァツ トバーニング)と いう目的であれ

ば、なるべく図 1の曲線が右肩上がりになるかならない

かの強度で運動するのがよい
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図 ]運 動強度と使われるエネルギー源 (浅野勝巳ほか訳、

オス トラン ド運動生理学、大修館書店、1972 より)

この図では、ジョグあたりの強度であると、じっとし

ているときよりも、カロリー消費は増えるし、そのカロ

リーは脂肪からも半分くらい費やします。

3.持久的 トレーニングを行つてその人の最大酸素摂取量が

高まれば、あるペースは以前よりも楽になる (相対的強

度が低くなる)

呼吸商も低くなるので、脂肪がより多く燃えるように

なり、強度の高い運動で使われる糖質の利用を節約し、

ラス トスパー トで運動強度を上げて糖質を使うことが

できます。したがって、持久的競技の選手は走りこみや

泳ぎこみ、自転車のロングライ ド等を行って、持久力、

すなわち最大酸素摂取量を増やそうとするのです。

■運動するのに太るのはなぜ ?

話を戻して、先ほどの中年女性のケースです。このような

女性は体カレベルが低いため、初心者用のエアロであっても、

本人にとっては高強度だったのでしよう。もう少し若い人や

体力のある人にとっては糖質と脂肪が半々で燃えるような運

動であっても、本人にとってはほとんど糖質が燃えるいっぱ

いいっぱいの運動(図 1の 曲線が呼吸商 1に近いところ)だっ

たと思われますこきっと大汗をかいたのでしょう。からだも

熱くなったのでしょう。そして体脂肪が燃えた気になったの

でしょう。汗をかいて運動した気になって満足した→やせた

気になった→クラブでお風呂に入った後体重が減っていた→

やっぱりやせた→でもお腹がすいた→これだけ効果があった

のだから、クラブの帰りにケーキを食べてもいいはず。そう

よ、自分へのごほうびよ…。

実際は、からだの中では脂肪はあまり使われていません。

糖質が使われました。そして血糖値が低下しました。 1時間

のエアロをしても、おそらく250kcalも 消費 していません。

でも、ケーキは400kcal以上です。さらに、糖質を消費した

のにケーキには糖質に加えてバターや生クリームなどの脂肪

が多いものです。このような体力の問題、 トレーニング強度

のミスマッチ、間違った体感、そして栄養に関する無知が重

なると、思うように目標が達成できません。笑い話のようで

すが、10年以上前には少なからず聞かれた話です。

インストラクターのための :鋪実
'き

手:嗜β

糖質酸化(ブドウ糖の場合)

66H1206+602-→ 6ε02+6H20+38ATP

呼吸商(RQ)=6/6〓 1.0

脂質酸化(パルミチン酸の場合)

ε15H31600H+2302-→  16`02+16H20+130ハ TP

呼吸商(RQ)=16/23≒ 0.707

図2 糖質酸化と脂質酸化

もう一度、図 2を ご覧ください。ブ ドウ糖とパルミチン

酸の酸化反応の化学式です。ブドウ糖 1分子を燃やして二酸

化炭素と水とエネルギーを生成するには 6分子の酸素でい

いのに、パルミチン酸には23分子も必要です。それはブ ド

ウ糖には炭素 6つ水素12に対して酸素が 6つあるのに対し、

パルミチン酸には炭素や水素に比べて酸素が 2つ しかない

(C00Hの00)か らです。外から酸素をたくさん補わないと、

きれいに燃えてくれないのです。生成物がC02と H20で すか

ら、酸素0がたくさん必要なのです。それで有酸素運動をし

ましょうと言うわけです。

そして、脂肪をうまく燃やすと、たくさんのエネルギー

(ATP)が できます。ここでも持久的競技の選手が走りこん

で脂肪をうまく使えるようにする意味がありそうです。きっ

とインストラクターの方も、初′こ、者の頃は、現在指導してい

る運動を今のようにしゃべりながら何レッスンも行うなんて

考えられなかったと思います。これも皆さんの持久的 トレー

エングの賜物だと思います。

■低カロリーとカロリーゼロ

さて、カロリーについてよく質問されることに「カロリー

ゼロの食品なのに甘いのはなぜ ?」 「カロリーゼロって本当

にゼロカロリーなの ?」 というのがあります。

100

吸気 :大 気(02:209%′ 602:003%)

呼気〈02:159%′ 602:42%)

/
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適切な摂取ができる旨の表示について遵守すべき規準値一覧

栄養成分 (第 1欄 )

含まない旨の表示は次の基準値に満たないこと

(第 2欄 )

低い旨の表示は次の基準値以下であること

食品1009あ たり

( )内 は、―般に飲用に供する液状の食品100mlあ た

りの場合

食品1009あ たり

( )内 は、一般に飲用に供する液状の食品100mlあた

りの場合

熱量 5 kcal(5 kca) 40kcal(20kca)

脂質 0.59 (0.59) 39 (159)

飽和脂肪酸 019(019) 15g (o759)
かつ飽和脂肪酸由来エネルギーが全エネルギーの10%

※コレステロール 5m9(5m9)
かつ飽和脂肪酸の含有量 *

159 (0759)
かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が10%*

「*」 は、 1食分の量を159以下と表示するものであつ

て当該食品中の月旨質の量のうち飽和月罰方酸の含有割合

が15%以下で構成されているものを除く

20m9(10m9)
かつ飽和脂肪酸の含有量 *

159 (0759)
かつ飽和脂肪酸のエネルギー量が10%*

「*」 は、 1食分の量を159以 下と表示するものであつ

て当該食品中の脂質の量のうち飽和脂肪酸の含有割合

が15%以下で構成されているものを除く

糖類 05g (o59) 59 (25g)

ナ トリウム 5 mg(5m9) 120mg(120m9)

表 1 栄養成分表示 (健康増進法第31条 )

(注)ドレッシングタイプ調味料 (いわゆるノンオイルドレッシング)について、脂質の含まない表示については「059」 を、当分の間「39」 とする。
本表は栄養表示基準別表第4及び第5を整理したものである。

まず、このような食品の甘さは砂糖などの糖質ではなく、

人工甘味料によってもたらされています。よく用いられるも

のには、アスパルテーム、ステビア、アセスルファムカリウ

ム、スクラロースなどがあります。これらは、化学の研究の

途中で偶然にできたものが多く、砂糖の数百倍の甘さを持っ

ていたりするものですから、ほんの少量で強い甘味をもたら

します。よって、ほとんどカロリーにならないのです。

さて「無Jと か「低」とかの基準は健康増進法の第31条、

栄養成分表示によって規定されています (表 1)。 この表の

第 1欄は含まない表示です。熱量のところが、ノンカロリー

とかカロリーゼロの基準になります。食品100gあ たり、あ

るいは飲料 100mlあ たりで、5 kcal未 満であれば、含まない、

入ってないと表示できます。

第 2欄は低いという表示です。こちらは、食品100gあた

り40kcal未満、あるいは飲料100mlあ たり20kcal未満となり

ます。 ドリンクでペットボトルの場合は、多くが500ml入 り

ですから、 1 00kcal未満なら低カロリー、カロリーオフと表

示できるのです。これは知っておいてもいいと思います。

例えば、10omlあ たり1 9kcalの スポーツドリンクは、カロ

リーオフと表示しています。しかしペットボトル 1本を飲め

ば、95kcalあ るのです。これは、バナナ 1本分です。カロリー

が低いと思っていたらバナナ 1本分のカロリーだったという

のは、体重の軽い女性にとっては大きな問題かもしれません。

ついでに言うと、米国では人工甘味料を用いたカロリーゼ

ロの ドリンクしか飲んでいない肥満女性が、やせるどころか

ますます太るということが問題視されています。いくつかの

研究が始まっていますが、甘いという刺激は、栄養が入って

きたというサインになるはずですが、人工甘味料ではそれが

裏切られてしまう (栄養がありません)ので、実際に食事を

したときに、必要以上に貯蔵エネルギーとして貯め込むよう

になるのではないかと言われています。人工甘味料に頼りす

ぎるのもどうかという問題提起になっているようです。

以上、いろいろ書いてきましたが、インス トラクターは

指導者で影響力があるので、栄養についてもご自身の食事 。

飲料・サプリメントについて科学的にも理解し、そのうえで

楽しく前向きに生きている姿を示していただきたいと思いま

す。
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