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趣味に生きる（第２７回）～･ ～･ ～･ ～･ ～･ ～･

ノルディックウォーキングを極める
－生涯現役の体づくり－
舩

渡

忠

男

(東北福祉大学医療経営管理学科学科長，予防福祉健康増進推進室室長，
日本ノルディックフィットネス協会理事)

6 年前，肉体改造には運動と食事の改善が必要

◆はじめに
毎日，着替えの時，入浴前，鏡に写るだぶだ

だと一念発起したのです。まずは，早速スポー

ぶのお腹，二重あごを見るたび，何とかしたい

ツジムに通い，毎朝ウォーキングをするように

と思い始めて，十数年が過ぎました｡「恰幅が

なりました。しかし，それでも体重は現状維持，

いいですね｣，と言われ，そうかなと思うくら

体型が変化したという実感は全くありませんで

いでしたが，気がつくと，立派なメタボ体型と

した。ウォーキングだけでは少しもの足りず，

なっていました。こんな体を筋肉ムキムキまで

また，ジムで一人マシーンに黙々と取り組むこ

いかなくとも，スーツの似合うダンディな体型

とは楽しくなく，ついつい怠けるようになって

になればと思ったのは自然の流れです。そこで

いきました。

写真1

ノルディックウォーキング
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京都から仙台に戻り，ある時，本学にある予

長距離のハイキングや，ゲレンデの上り坂や湿

防福祉健康増進推進室が主催する仙台元気塾に

地でのトレーニングに取り入れられました。そ

おいてノルディックウォーキング(NW)という

して 1997 年，フィンランドのスポーツ協会，

ものを知りました(現在はそこの室長になって

ポールメーカー，スポーツ専門研究所の共同事

います)。そこで，いろいろ試した結果，歩く

業で，現在の「ノルディックウォーキング」の

よりも手応えがあり，ジョギングほどきつくな

概要が確立されました。その後加速度的に普及

いため続けやすく,「これだ！ 」と思いました。

しましたが，日本国内ではまだ認知度が低いの

とくにポールを持って，地面を蹴っていく感じ

が現状です。

はこれまでのウォーキングでは味わえなかった

2．効

果

ウォーキングは，安全で，身体を良い状態で

醍醐味です。
今では，必ず毎朝 5 時にはぱっと起きて，雪

維持するために毎日行う運動として最も効果的

が降っても，雨が降っても，1 時間約 4 km の NW

とされています。ウォーキングの効果は，科学

を行っています(写真1)。お陰で，健康に生活

的にも実証されており，血液の質の向上，体質

することが，自分の人生にとって，最も重要な

の改善などに効果があります。

ことであるとの認識を持つようになりました。

NW は，専用のポールを用いるだけの至って
簡単なスポーツです(写真2)。ポールは雪面を

◆ノルディックウォーキング(NW)とは

ストライドするクロスカントリースキーで用い

1．発

るポールと比べ，短くなります。グリップも，

展

NW は,「歩く(ウォーキング)」の中のエクサ
サイズの一種ですが，運動量のバリエーション

腕のスイングができるよう，ウォーキング用の
デザインとなっています。

が歩くだけでなく，跳ぶ，走るなど多彩で，ポ

NW の資格には，国際ノルディックウォーキ

ールを使うため技能的にもいろいろなレベルが

ング連盟(INWA)とその傘下の日本ノルディッ

あります。趣味として，運動として追求して続

クフィットネス協会( JNFA)1) が認定する，イン

けていくのに，NW は,「ポールを使って歩く」

ストラクター資格があります(表1)。最初は，

という単純で誰でもできる運動ながら，なかな

NW サークルのリーダーとしての正しい NW 技

か面白く，奥深いものがあります。

法の理解を要求されるアクティブリーダー(AL)

NW のルーツは，1930 年代初めのフィンラン

の資格を取得することになります。必要とされ

ドで行われていた，クロスカントリースキー選

る要素は，初めての参加者に，ポールの装着方

手の夏場のオフシーズンのトレーニング法です。

法，ウィーミングアップ，クーリングダウンな
ど，安全面からのアドバイスができることです。
表1

ノルデックウォーキング(NW)の資格

インターナショナルコーチ

* INWA 認定

ナショナルコーチ

* INWA 認定

マスターインストラクター

* INWA 認定

アドバンスインストラクター

** JNFA 認定

ベーシックインストラクター

** JNFA 認定

スキルアップ
ベーシックインストラクター

** JNFA 認定

アクティビティリーダー

** JNFA 認定

* INWA: International Nordic Walking Federation
写真2
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ポール

** JNFA: Japan Nordic Fitness Association
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また，インストラクターのサポート役としての
基本的な知識，注意事項などに関する知識が要
求されます。AL の資格を取得すると，ベーシッ
クインストラクター(BI)の資格取得が次の目標
となります。BI になると，インストラクターと
して教室での直接指導や，イベントの指導を行
うことができます。JNFA にはだれでも入会でき，
6 段階のレベルのライセンス取得が可能です。
運動量としては，通常のウォーキングとジョ
ギングの中間で，バリエーションやその時の体
調によって適宜負荷を変えられるのが魅力であ
り，長く続けられる理由だと思います。さらに，
自然やすれ違う人たちとのふれあいなど，ジム
では味わうことのできない魅力もあります。
私の場合，毎日同じ約 4 km のコースを 1 時
間ほどかけてウォーキングするわけですが，朝
5 時に起きることが習慣となり，欠かせないも
のになっています。NW をしていると，健康で
あることが実感でき，同時に精神的にも充実し
た思いになり，仕事にも良い影響を与えてくれ

写真3

NW 大会(2010 年 6 月, 秋保)

ています。
本学においては，教職員に NW の有資格者が

ともに，好天のもと，初夏の爽やかな空気を味

多いため，NW を講義やゼミに積極的に取り入

わいました。4 km, 7 km, 10 km とそれぞれの体

れています。

力に合わせたコースを選択できるようにし，全

フェルデンクライス(Moshe Feldenkrais; 1904

員完走を目指しました(写真3)。80 歳以上の方

～1984)は,「身体が最高の状態なら，脳も効率

が数名，妊婦さんの参加があったのは驚きでし

的に働く｣，と言っています。体を動かすこと

た。また，これを機に NW の完走を目指す高齢

で，精神状態，脳の機能が変化することを発見

者同士のサークルもできたとうかがっています。

しました。
3．ノルディックウォーキングの大会を主催
NW を行っている人を見かけることはあまり
ないと思いますが，宮城県はとくに NW が盛ん
で，資格者が一番多い県となっています。

これからも積極的にイベントに参加し，NW
の楽しさを満喫し，多くの方々と交流していけ
ればと思います。
4．ノルディッウォーキングと健康
・NW と自分

本学予防福祉健康増進推進室での取り組みと

若い時に，前十字靱帯を断裂し，その後時々

して ， 地 域 に お い て ， 初 心 者・ 経 験 者 向 け の

膝痛があるため，膝をかばい，足に負担をかけ

様々な健康教室やイベントによる普及啓発活動

ないよう，思い切り走らないように気をつけて

を行っています(写真3)。

いました。そのためジョギングはあきらめ，ウ

平成 22 年 6 月 6 日仙台市の秋保地区で「仙

ォーキングでの運動を続けていました。朝早く

台ノルディックウォーキングフェスティバル in

起きる習慣は，京都に住んでいた時，毎朝鴨川

秋保」という大会を主催しました。その実行委

沿いを歩くのは，大変気持ちがよく，日課とな

員長を務め，全国からの 300 名を越す参加者と

っていきました。
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NW に切り変えたのは，ポールにより膝や腰
に負担が少なく，しかもポールを使うことでウ

す。海はとても穏やかで，永遠が続くようです。
とても贅沢な瞬間です。3 月 11 日を想うと，や

ォーキング以上のフィットネスレベルの運動量

りきれないのですが，1 日の始まりにあの日を

になることを知ったからです。実際，普通に歩

忘れないために海を見るようにしています。

くよりも，ポールを持つ腕や肩に力を入れるた

5．ダンベル体操も一緒に

め，急な坂道もスイスイと登っていけました。

スポーツジムに行くと，ストイックに重いダ

ポールと手足のバランス，ウォーミングアップ

ンベルを淡々と上下左右に上げ下げする姿が見

とクールダウンに気をつければ，すぐに，どこ

られます。
ダンベル体操と出会ったのは，本学特任講師

ででも始められる運動です(表2)。
NW は，通常のウォーキングより運動量は多

の鈴木玲子先生との出会いからでした。ダンベ

くなりますが，フィットネスレベルの運動量に

ル体操は「だれでも，いつでも，どこでも」行

アップすることにより，カロリー消費量が効率

える運動で，力こぶをぎゅーと作ることではな

的に上がるはずです。お陰で始めた当初に落ち

く，皆で楽しくする運動だと知りました。ダン

た体重は維持されており，もう少しダイエット

ベルによる運動は，筋力をアップすることによ

したいという目標に向かっています。

り，脂肪を減らしダイエットに繋がります。

・ノルディックウォーキングお勧めスポット

皆で一緒にする機会はあまりないので，鈴木

広瀬川に架かる澱橋から牛越橋へ続く遊歩道

先生の DVD を紹介してもらいました。約 20 分

は，美しい渓流と周りの緑に，心が洗われます。

ですが，結構良い運動になります。現在 2 kg の

毎日 同じコースを辿ります(写真 1-左)。必 ず

ダンベルを用いていますが，300 g の高齢者でも

NW 愛好者とすれ違い,「おはようございます！」

無理なくできる玄米で作ったダンベルもありま

と挨拶を交わします。他のウォーキングをして

す(写真4)。玄米で作ったダンベルを用いた高

いる方々とも知り合いになっていきます。挨拶

齢者施設での玄米ニギニギ体操も鈴木先生から

を交わすだけですが，朝からとても気分がよく

教わりました。今では，健康の講演を頼まれる

なります。

と，必ず玄米ニギニギ体操を紹介しています。

朝は，5 時に起きるようになりました。前夜
ついつい映画の DVD を観て夜更かししても，

体脂肪率を落とすのに，ダンベルは筋力アッ
プには最も効果的な運動です(写真5)。

すぐに床を離れ，まずは窓から外を眺めます。
晴れた日には，マンションから仙台湾が見えま

表2

ノルディックウォーキングの効果

1．ポールを使用することによって，エネルギー消費量が通常の
ウォーキングに比べ，平均 20 % 上昇する
2．姿勢が良くなる(背筋が伸びる)
3．首，肩にかけてのこりや痛みを解消する
4．首から背中にかけての柔軟性が向上する
5．下半身の筋肉に加え，上腕筋，肩甲骨周辺の筋肉，大胸筋，
広背筋も，活発に活動する
6．関節や膝への負担を軽減する
7．滑りやすい地面では，ポールが杖となり非常に安全
国際ノルディックウォーキング協会(INWA) インストラクター
マニュアル参照
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写真4

ダンベル体操：2 kg と 300 g の玄米

写真5

6．愛用しているグッズと音楽
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健康教室(ダンベル体操)

7．仙台元気塾を主宰

ポールは，現在 Lapin の Start Spirit JP 2011

昨年から，大学が地域住民と交流する場とし

モデルを使用しています。NW 用のポールは軽

て設置している予防福祉健康増進推進室の室長

く，手にフィットすることが基準だと思います。

に就 任しました。 本推進室にあ る「仙台元 気

強く地面を蹴った時に，しなるものがお勧めです｡

塾」は，大学の施設ということもあり，大学で

NW のお供は，イヤホンと本体が一体となっ

培われた資源をより充実させて，スポーツクラ

ているウォークマン W263(SONY)です。ケーブ

ブや介護予防教室とはちょっと違う “すべての

ルがないので NW の邪魔にならず，快適な音楽，

世代” の元気・健康づくりのお手伝いを行って

ジャズやクラシックなどジャンルを問わず，朝

います。さまざまな測定機器が備えられており，

からロックも聴いています。アップテンポな曲

教室に参加する前には，筋肉や骨，脂肪の量な

に合わせて，ポールを蹴って，進んで行きます。

どを測定するので，自分自身の「からだ」を数

最近 NHK で人生における 10 曲という，興味深

値で知ることができます。これらの数値をもと

い番組をやっています( NHK「ミュージックポ

に，それぞれに合った運動プログラムを提供し

ートレイト」)。それにならって，朝限定の私

ています(写真6)。測定結果も楽しみにしつつ，

の 10 曲です(表3)。

個別の健康づくりを支援します。学生が実習で

表3
順位

曲

朝お気に入りの 10 曲

名

ジャンル

Performance

1

My Back Pages

Jazz

キースジャレット

2

It’s My Life
Rolling In ｔhe Deep

Rock

ボンジョヴィ

3

Pops

アデル

4

モーツァルト交響曲 29 番

Classic

ベルリンフィル・カラヤン

5

Girl from Ipanema

Bossa Nova

カルロスジョビン

6

Time To Say Goobye

Classic

サラブライトマン

7

Girls Just Want To Have Fun

Pops

シンディローパー

8

Stand by Me
Sitting On the Dock of ｔhe Bay

Pops

ジョンレノン

R&B
Pops

オーティスレディング
ルイアームストロング

9
10

What a Wanderful World

K. 201
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写真7

予防福祉健康増進推進室のみんなと

これまで大学や病院での仕事は，研究を中心
としたものでしたが，2011 年 3 月 11 日東日本
大震災を経た現在，患者を診ることが天職であ
ると思うようになりました。仙台市休日診療セ
ンター，宮城県健康センター(血液像所見)，宮
城県予防医学協会(健康診断・事後指導)，本学
においてはクリニックの外来，予防福祉健康増
進推進室の健康スポーツ医(写真7)，保健室の
校医，各企業の産業医としての安全衛生と，検
写真6

仙台元気塾

査医から枠を拡げた医師としての診療の仕事に
燃えています。研究も机の前にすわって，本や

教室に入ることもあり，世代を超えた交流を楽

資料を読むことを続け，新たな意欲で臨んでい

しみにする高齢者の参加者もいらっしゃいます。

ます。これも，朝早く起きて，NW を続けるこ
とによって生まれた新たな境地かなと思います。
NW による健康づくりは，逆説的ですが趣味

◆おわりに
だんだん老化を気にする年齢となりました。

ではありません。楽しいことを追求しているの

これから先，仕事も生活も充実させるには，体

ではなく，継続していく意志を培うことが，将

力をつけて健康な体づくりをすることが大事だ

来の自分の人生を決めると考えるからです。NW

と考えます。毎日運動を続けるのは最初辛いも

は趣味として追求していくのではなく，仕事や

のがありましたが，続けていくうちに，朝の素

人生における習慣として不可欠なものになって

晴らしさを知りました。海を見てから，NW で

います。

気持ちのいい空気を吸い，好きな音楽を聴くこ
とは，至福の時です。健康づくりを通じて，楽
しく，生涯現役で仕事を続けたいと思います。
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読者の方にはさまざまな趣味をお持ちの方がおいでかと思います。
編集室では本コラムへのご投稿を心よりお待ちいたしております。
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