脂肪は燃える、
衝撃はやわらげる。

ノ ル デ ィ ッ ク・
ウ オ ー キング 、
驚 きの
健 康 効 果。

両手にポールを握り、
風を感じて大自然を歩く。
フィンランドや周辺の諸国では５人に１人が楽しむ、
からだに良いことづくめのウオーキングです。
取材／文・野口正信
写真・鶴田孝介

いつでもどこでも
誰でもできるスポーツ

晩秋、東京は快晴で気温が上がり、

夏のような暑さになりました。その日、

品川区の東京都立大井ふ頭中央海浜公

園で、ノルディック・ウオーキングの

イベントが開かれたのです。

アスリートイベント
「ノルディック・

ウオーキング」を主催したのは、日本
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キングに比べて ％程度
増えるといわれます。し
かも両足と片方のポール
ら歩くため、足腰への負

の３点で体重を支えなが
担は逆に ％程度減ると
いうデータがあります 」

ベースボール・マガジン社『コーチン

国連ＷＦＰ協会、フィンランド大使館、

スリートイベント実行委員会。後援は

ノルディックフィットネス協会と、ア

認のインターナショナルコーチの資格

国際ノルディックウオーキング協会公

唯一、世界にも４人しかいないという、

た。なかでも高橋直博さんは日本人で

は日本のトップインストラクターでし

参加していましたが、そのうちの２人

にこう説明していました。

ター准教授もこの日、集まった人たち

ー、藤田和樹・大阪大学教育実践セン

もうひとりのトップインストラクタ

チずつ伸びることも影響しています。

ランスがよくなり、歩幅が２〜５セン

えるのは、ポールのおかげで歩行のバ

エネルギー消費量が増

グ・クリニック』です。
を持っています。

集まっていたのはごく普通の日本人

佐々木巌

以 来、生 活 習 慣 病 患 者 を 対 象 に 運 動 療 法

（ささき・いわお）日本大学医学部卒。開業

を取り入れ、世界スポーツ医学会議などで

東京都板橋区幸町

・

☎

発表、高い評価を得た。ウェルネス ササキ

クリニック

りません。５人のインストラクターも

ーキングは初めてという人も珍しくあ

でもできることです。簡単だという意

は何といっても、いつでもどこでも誰

「ノルディック・ウオーキングの長所

その高橋さんが、話しています。

ますが、関節にはやさしい。 分以上

メージなので日常使わない筋肉を使い

に健康的ですよ。四つ足歩行をするイ

「ノルディック・ウオーキングは本当

「かなり効果がありますね。高血圧と

ウオーキングに取り組んでいます。

では、 人ほどの患者がノルディック・

ネス ササキクリニック」の運動教室

高橋直博

歩けば内臓脂肪も燃えます」

佐々木さんが院長を務める「ウェル

０３・３９７３・１１５５ 写真・毎日新聞社

13

20

味ではなく、さまざまな目的に合った

の男女 人ほど、ノルディック・ウオ

47

20

クロスカントリー・スキー選手として輝かし

糖尿病に苦しんでいた 歳の男性の患

30

スによってトップアスリートのトレー

運動が可能なのです。歩く距離やペー

ーキング協会公認のマスターインスト

藤田さんも、国際ノルディックウオ

重と腹囲を大幅に減らしました。血糖

者さんが、９か月のトレーニングで体

「両手でスキーのストックに似たポー

ランドで生まれたスポーツなのです。

の夏のトレーニング法として、フィン

もとはクロスカントリースキーヤー

えたことがきっかけです。

安全にできる有酸素運動はないかと考

ったのは、生活習慣病の患者が手軽に、

佐々木さんがインストラクターにな

師の佐々木巌さんが参加していました。

の公認インストラクターとしては、医

日本ノルディックフィットネス協会

この日の 人も会話ができるペース

血圧の高い人が急に歩くとさらに上が

すから、オーバーペースに注意します。

「予想より歩いてしまう特徴がありま

ただ、注意が必要な人もいて、

佐々木さんが着目した理由なのです。

高 齢 者 が 無 理 な く で き る こ と も、

値も改善されましたよ」

ルを握って歩くので、下半身だけでな

「探すうちにノルディック・ウオーキ

で休憩をとりながら、１時間程度のウ

高橋さんが続けます。

く上腕筋や肩甲骨周辺の筋肉、大胸筋

ングを知り、自身の健康管理も兼ねて

オーキングを楽しんでいました。

ることはあるでしょう」
（佐々木さん）
など上半身の筋肉も動きます。そのた

昨夏にライセンスを取ったのです」

ハビリテーションにも向きます」

ラクターです。

80
ニングにもなりますし、病気からのリ

20

めエネルギーの消費量は普通のウオー

30

（たかはし・なおひろ）同志社大学神学部卒。
い経歴を持つ。
フィンランドでノルディック・
ウオーキングと出合い、今年１ 月の日本ノ
ルディックフィットネス協会（ http://japan.
）設立に尽力した。
nordicwalking.com/
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30

か、それより少し短めのものを選びま

しょう。一般には身長×０・ が目安

といわれています。

握り方はストラップの下から手を入

ので歩きやすいでしょう。カーボン性

かさがあれば、衝撃を自然に吸収する

ことが大切です。それに加えてしなや

かかります。軽くて丈夫である

重すぎるとひじや肩に負荷が

いても、ポールが自然と手に戻ります。

ると腕を後方へ押し切った時に手を開

調整し、固定します。正しく装着され

プがきつくもゆるくもないよう長さを

け、ストラップを巻きます。ストラッ

リップの縁に人差し指程度の隙間をあ

れ、グリップを軽く握ります。手とグ

などが理に適っています。

いよいよポールを
買うことにしました。
どんなことに
注意が必要でしょう。

歩 き 始める 前に、
知 って お く べ き こ と は
でしょう 。

何
ノルディック・
ウオーキングを
始めるためにまず
何をすればよい？
ポールを買っていきなり自己
流で歩くのではなく、まず各地

で開かれている講習会やイベントに参
加して、インストラクターの指導のも
と歩いてみることをお薦めします。
講習会は日本全国、かなりの頻度で
開かれています。ウェブサイトなどを
チェックして、参加してください。参
加無料の講習会もあります。
高橋直博さんの日本ノルディックフ
ィットネス協会のウェブサイト
（ http://japan.nordicwalking.com/
）
にも、イベントの情報は載っています。
講習会にはレンタル・ポールの用意
があることも珍しくありません。レン
タル・ポールで試してみて楽しく続け

68
グリップを握って目の前の地面に垂直

長さは背をのばしてまっすぐ立ち、

などはウェブ上を参照してください。

ＬＥＫＩのポールが有名です。取扱店

価格は１〜３万円ほど、ＥＸＥＬや

A

に立ててみた時、ひじが 度に曲がる
90

られそうだと思ったら、自分の道具を

2

A

そろえてみるとよいでしょう。

Question.

1
Question.

30

背筋を伸ばし、やや前傾の姿勢をと
ります。足を地面に下ろす時はかかと
からつけるようにし、最後に足の指で

リズミカルに歩くことだからです。歩

ノルディック・ウオーキングの基本は、

たずに歩くことから始めます。

講習会ではまず、ポールを持

にして後ろへ押します。この時、反対

面を押し、最後はグリップを放るよう

ため少しずつ手のひらを広げながら地

地面を突きます。ひじを自然に伸ばす

に出した逆側の手で頭の真下あたりの

かかとをつけるのとほぼ同時に、前

地面を自然に押し出すように蹴ります。

行がスムーズになってきたらポールを
側の手は前方へスイングしています。

ノルディック・
ウオーキングの
基本的な歩き方を
教えてください。

握って歩きますが、ポールはからだの
上体はポール動作で前傾を維持します。

緊張しすぎるのがもっともよく

クールダウンも忘れないでください。

初心者や気軽に運動したい人は、一

緒に歩く人と会話ができる程度のペー

スで 分〜１時間弱、歩くとよいでし

ょう。無理なく続けられるなら、毎日

歩いてもかまいません。持病がある人

は、医師などに相談してください。

ノルディック・ウオーキングの健康

ることも大切です。ノルディック・ウ

も５分程度はウオーミングアップをす

リラックスするには、事前に最低で

れます。効果を最大限に引き出すには、

筋肉がやわらかくなることなどがいわ

をやわらげる、首から背中にかけての

姿勢がよくなる、首や肩のこりや痛み

効果としてはダイエット効果のほかに、

オーキングはポールを使ってより効果

自然に歩くことが一番なのです。

首に負担がかかります。

15

3
近くに保つように気をつけます。

どのスポーツでも同じですが、

初心者が陥りやすい
間違った歩き方や、
効果があがりにくい
歩き方はありますか。

4

ありません。力を入れすぎると、肩や

Question.

的なストレッチが可能です。運動後の

31
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Question.
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