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中高年女性を対象とした 2 種類の Nordic walking による
機能的体力への効果
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Eiji Fujita1, Masaki Takeda2, Mohammod M Islam1 and Nobuo Takeshima3: Comparison of the exercise effectiveness on functional fitness of 2 different styled Nordic walking in community-dwelling middle-aged and elderly
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Abstract: The objective of this study was to clarify the effectiveness of exercise on functional fitness for 2 different styles of Nordic walking (NW). Twenty-five community-dwelling middle-aged and elderly women (mean
age: 61.8 ± 6.5 years) volunteered for the study. The subjects were divided into a diagonal-style NW (DIA) group
(n = 13) who walked by pressing the poles against the ground diagonally backwards, and a defensive-style NW
(DEF) group (n = 12) who used the poles pointing forward as if using assistive canes. In both groups, the exercise
intervention consisted of supervised NW for 60 min/day, twice a week for 9 weeks. Subjects were encouraged to
engage in non-supervised NW in their neighborhood in addition to the supervised sessions. They were then required to record the frequency and duration of such exercise in their record books. No significant difference was
noted in recorded heart rate, %heart rate reserve (%HRR) and the number of steps (DIA group: 121 ± 8 bpm, 58.2
± 2.8%HRR, 7,671 ± 408 steps and DEF group: 124 ± 13 bpm, 61.6 ± 9.2%HRR, 7,405 ± 269 steps) between the
2 supervised NW groups. There was also no significant difference in the frequency and duration of non-supervised
NW between the 2 groups. Exercise effectiveness was evaluated using functional fitness tests at pre- and post-intervention levels. Among various functional fitness tests, there was significant group effect in the chair stand (CS).
Moreover, in terms of time, there were significant differences in the arm curl (AC), CS, sit & reach (SR), back
scratch (BS), up & go (UG), and TW tests. The interaction was significant in the CS and UG tests. Following the
intervention, the improvement in lower limb muscle strength index (CS) was greater in the DEF group than in the
DIA group; the dynamic balance and agility indices (UG) were greater in the DIA group. Many of the measured
variables showed a similar level of improvement while performing short-term NW. However, a significant difference in improvement was noted in some variables, and this is an issue that will require further study.
Key words : diagonal styled Nordic walking, defensive styled Nordic walking, exercise effect
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行するノルディックウォーキング（Nordic walk-

1．緒

言

ing，以下「NW」と略す）が注目されている．NW は，
クロスカントリースキー競技の夏季トレーニング

近年，健康づくりのために実践するウォーキン

方法として考案されたものであり，当初はアスリ

グの様式の 1 つとして，両手にポールを持って歩

ートがトレーニングとして行う運動であった．
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Tschentscher et al.（2013） が 行 っ た systematic

結果としてより安定した歩行が可能であると仮定

review では，一定期間 NW を行った場合に，安

され，主に身体的に虚弱な高齢者や歩行に障害が

静心拍数，血圧の低下，体力の向上，および最大

ある者に対してのリハビリテーション手段として

酸素摂取能力の増加をもたらすとともに，様々な

有効であるとされている．本宮・山本（2017）に

疾患を有する人への quality of life の向上が示され

よると，DEF による NW は，高齢者において前

ており，健康づくりにも有用な運動方法であると

額面上での安定性が高いものであったとしている

している．本邦でも，特別な運動習慣のない健常

が，これは DEF と DIA を比較しての研究ではな

な高齢者に対して 12 週間の NW を指導し，上肢，

い．

下肢の筋力と柔軟性，および全身持久性が改善し

NW において 2 種類の歩き方が存在するが，両

たという報告（仙石ほか，2012；Takeshima et al.,

運動様式を取り上げて，その生理的応答や運動時

2013）があり，NW は有酸素性運動とレジスタン

の安全性に対するメリット，および運動の効果な

ス運動として，双方の効果が期待される複合運動

どについて検討した先行研究は少ない（長谷川ほ

様式である．これらの NW におけるポールの使

か，2016）．前述したように，DIA はクロスカン

い方は，踏み込んだ足とは対側の手に持ったポー

トリースキーの夏季トレーニング法として，DEF

ルを身体後方に向けて斜めに突く方法が基本で

は身体的に虚弱な高齢者や，歩行に障害があるも

あり，diagonal style（以下「DIA」と略す）と呼

のに対してのリハビリテーション手段として用い

ばれている（田中ほか，2012）．DIA は，これま

られることが多い．このことから，もし両運動様

でにポールを使用しない一般歩行（ordinary walk-

式において高齢者が一定期間の運動を実施した場

ing: OW）や，ジョギングなどとの相違が検討さ

合には，DEF より高い運動強度での実施になる

れてきた．

であろうと予想される DIA において，運動の効

OW と同一条件で行った生理的応答の比較か
ら，NW は OW より上肢の筋活動水準が高いが
（Je-Myng et al., 2013; Sugiyama et al., 2013），下肢
の筋活動水準が低く（Je-Myng et al., 2013），酸素
4

，およびエネルギー消費量が高い
摂取量（VO2）
（Sugiyama et al., 2013）と報告されている．しか

果が高くなるであろうと予想されるが，この点は
不明である．
そこで本研究は，過去に運動経験のない中高齢
者を対象に，DIA と DEF による NW の運動介入
を行い，機能的体力を指標とした運動の効果につ
いて検討した．

し，DIA による NW は，OW による歩行と比べ，

2．方

膝関節に働く圧縮力や剪断力といった力学的負荷

法

が大きい（小泉ほか , 2009）とも報告されており，
高齢者や虚弱者への適用には，過大な負荷が加わ
らぬよう注意が必要とする見方もある（田中ほか，
2012）
．

2.1 研究対象者
過去に特別な運動習慣がなく，かつ呼吸循環
器，内科および運動器疾患で医師より運動の制限

一方，本邦では従来のポールの使い方とは異

がない，K 県 T 市在住の中高齢者を研究対象者

なり，踏み込んだ足とは対側の手に持ったポー

とした．研究対象者は，大学が NW 研究プロジ

ルを身体前方で突く歩き方が普及してきており，

ェクトを立ち上げ，T 市が主催する介護予防事業

defensive style（以下「DEF」と略す），またはポ

（一次予防事業）の一環として共催する運動教室

ールウォーキングとも称されている（川内ほか，

を計画し，その参加者を市報にて募集した．応募

2010； 松 谷・ 中 谷，2009）
． こ の DEF は， ポ ー

した参加者のうち研究の趣旨に賛同し，運動教室

ルを突く動作を推進力として利用する DIA に対

期間の前後において機能的体力などの測定や，運

し，前方に杖のようにポールを突く歩行様式であ

動中の強度測定に対して同意を得ることのできた

る．このことから，歩行時の支持基底面を広げ，

者を研究対象者とした．その結果，全運動教室の
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参加者のうち，仕事の都合で測定に参加できない
男性 1 名を除いた中高齢女性 25 名（年齢：61.8
± 6.5 歳，身長：152.4 ± 5.3 cm，体重：55.5±9.2
kg，
体脂肪率：33.5 ± 6.5%）を研究対象者とした．
研究対象者は，運動教室参加の時間帯から DIA
群（午後の部）と DEF 群（午前の部）の 2 群に
分けた．DIA 群は 13 名（年齢：60.4 ± 4.3 歳，身
長：150.8 ± 4.3 cm，体重：56.1±10.3 kg，体脂肪
率：32.2 ± 5.7%）であり，DEF 群は 12 名（年齢：
63.3 ± 8.0 歳，身長：150.8 ± 4.8 cm，体重：54.8±
8.2 kg，体脂肪率：34.8 ± 6.7%）であった．群分
けは仕事上の都合で，午後の部を希望する人など

Fig 1. Exercise seen of Nordic walking by defensive style

が生じたため，無作為割付ができなかった．しか

運動教室における NW 中の運動強度を，心拍

しながら，介入前の年齢および身体特性には，両

計（PL-6000，CATEYE 社 製 ），3 軸 式 加 速 度 活

群間で有意差はみられなかった．

動量計（メディウォーク，テルモ社製），および

本研究は鹿屋体育大学倫理審査委員会の承認を

Borg（1970）が作成し，小野寺・宮下（1976）が

得た上で，規定に基づき事前に十分な説明を研究

改変した主観的運動強度（rating of perceived exer-

対象者に対して行い，書面にて参加の同意を得て

tion: RPE）を用いて評価した．

実施した．

NW 中の心拍数は，4―5 名の測定補助員が全
ての対象者に対して，3―5 分毎に記録を行った．

2.2 実験手順

得られた NW 中の心拍数は，運動開始から 10 分

ポールを使用した介入期間は，平成 27 年 9 月

経過以後の平均値を算出した．事前に測定した安

から 11 月までの 9 週間に亘り，週 2 日の監視型

静時心拍数，および 220 から年齢を減じた予測最

運動（運動教室）と，家庭で実践する非監視型運

大心拍数から心拍予備量（heart rate reserve: HRR）

動（自主運動）を併用した．運動教室は T 市内

に対する相対値（%HRR）を求めた．さらに，3

の施設（T 市中央運動公園体育館，M 体育館およ

軸式加速度活動量計を腰部，ズボンポケット内，

び S 渓谷森の駅敷地内ウォーキングコース）を

もしくは胸ポケットに装着してもらい，NW 時の

利用した．運動教室の 1―2 週間目は，ポールを

歩数，消費カロリー（長谷川ほか（2015）の研究

使っての歩行に慣れることを目的とし，徐々に時

から NW 時の値を補正した），中等強度（3 METs

間を増やしながら連続した歩行ができるようにし

以上）運動時間を測定した．運動中の RPE は，

た．1―2 週間目は体育館内で運動を行い，それ

NW の終了直後に聴取した．

以降は雨天を除き屋外（各体育館併設グラウンド

自主運動は，研究対象者全員に記録用紙のファ

および S 渓谷森の駅敷地内ウォーキングコース）

イルを渡し，NW 実施の有無および運動時間を記

で実施した（Fig 1）．運動教室では DIA 群，DEF

録させた．介入期間の前後で身長，体重，体脂肪

群のそれぞれに対して 1 日 60 分（30 分のセッシ

率，機能的体力テストの測定を実施した．

ョンを 10 分の休憩を挟み 2 回実施）ずつ，同じ
時間の NW を実施させた．運動教室および自主

2.3 身体特性と体組成の測定

運動における NW の運動強度は，主観的運動強

身長はデジタル身長計（DSN-90，ムラテック

度で「ややきつい」を目安とし，会話がとぎれな

KDS 社製）を用いて，0.1 cm 単位で計測した．

い程度の運動強度（歩行速度）を維持するように

体重および体脂肪率は，タニタ社製のデュアル周

指示した．

波数体組成計（DC-320）を用い，0.1 kg，および

308

藤田ほか

0.1% 単位で計測した．体脂肪率の測定にあたり，

指との距離を 0.1 cm 単位で求めた．0 cm を超え

アルコールティッシュにて研究対象者の両足底を

た部分（中指が重なり合わさる以上になった場合）

良く拭かせ，
十分に乾かした上で測定を実施した．

をプラス表記とし，超えない場合はマイナス表記
とした．測定肢はどちらか一方のみの上肢側とし，

2.4 機能的体力テスト
高齢者が日常生活を自立して生きるための身体

研究参加者に選択させた．測定は 2 回行い，数値
が大きい方（マイナスの場合は少ない方）を採用

的能力を，機能的体力として定義して開発し（Rikli

した．

and Jones, 1999）
，竹島・ロジャース（2006）が改

5） 動的バランスの指標：ファンクショナルリー

変した機能的体力テスト（藤田ほか，2016）を，

チ（functional reach : FR）

運動介入効果の判定として用いた．すべての機能

研究対象者を壁の前に両足を揃えて横向きに立

的体力テストは，事前に十分な説明と練習を行っ

たせ，両上肢を肩の高さで真直ぐ前に伸ばした状

た上で実施した．

態（肩関節前方挙上 90 度位）から，上体をでき

1） 上肢筋力の指標：アームカール（arm curl :

る限り前に倒させた．その姿勢で両中指が前方に

AC）

届いた距離（測定開始からの差）を，1 cm 単位

AC は利き腕に 2.3 kg（5 lb）のダンベルを持た

で測定した．上体を前に倒した姿勢から元の姿勢

せ，30 秒間でアームカールが出来た回数をカウ

に戻せない場合は失敗試技とした．測定は 2 回行

ントした．測定は 2 回を行い，最高値を採用した．

い，数値が大きい方を採用した．

2） 下 肢 筋 力 の 指 標： チ ェ ア ス タ ン ド（chair

6） 動的バランスと敏捷性の指標：アップアンド

stand : CS）

ゴー（up & go : UG）

CS は座面高 43 cm の椅子を用い，30 秒間での

研究対象者には椅子に座った状態から，検者の

座り立ちの回数をカウントした．AC と同様に 2

合図で椅子から立ち上がり，できるだけ早く 3 m

回測定を行い，最高値を採用した．

先のコーンをまわり，もとの椅子に戻って座る様

3） 下肢柔軟性の指標：シットアンドリーチ（sit

に指示した．スタートの合図から研究対象者が完

& reach : SR）
研究対象者を椅子に座らせ，一方の下肢は膝関

全に座るまでの時間を，手動式のストップウォッ
チを用いて 0.1 秒の単位で計測した．測定は 2 回

節を直角に曲げ，もう片方の下肢は膝関節を完全

行い，所要時間が短い方を採用した．

伸展させた肢位で，下肢を伸ばしたつま先に向か

7） 全 身 持 久 性 の 指 標：12 分 間 歩 行 テ ス ト

ってゆっくり前屈させた．両手の中指がどこま

（twelve-minutes walking : TW）

で届くかについて，靴の先端からの距離を 0.1 cm

1 周 80 m の長方形のコースを設定し，12 分間

の単位で測定した．靴の先端部（0 cm）を超えた

で歩行できる距離を 5 m 単位で記録した．研究対

場合はプラス表記とし，先端部まで届かなかった

象者には，もし疲れたり休養が必要であれば，立

場合はマイナス表記とした．測定肢は研究対象者

ち止まったり，椅子などで休んでもよい旨をあら

に選択させた片足側のみとした．測定は 2 回行い，

かじめ指示した．測定は 1 回のみのとした．

数値が大きい方（マイナスの場合は少ない方）を
採用した．
4） 上肢柔軟性の指標：バックスクラッチ（back
scratch : BS）
測定肢の上肢を，上方から肩関節外旋・前腕回

2 . 5 分析方法および統計処理
得られた数値は全て平均値および標準偏差で
記述した．2 群間の運動実施状況，ならびに介
入前の機能的体力テストの比較は，対応のない

外位にて背部にまわし，もう一方の手を下方から

Student-t 検定を用いて比較した．運動の効果は，

肩関節内旋・前腕回内位にて，下方側の中指の先

繰り返しのある二元配置分散分析により検討し，

を基準（中指先端を 0 cm とする）に上方側の中

介入前の値において 2 群間で差が認められた場合

異なる歩行様式における NW の機能的体力への効果
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には，介入前の値を共変量とした．主効果（群），

DIA 群と DEF 群の 2 群間における運動実施状

主効果（経時効果）と交互作用（群×経時効果）

況の結果を Table 1 に示した．運動教室への参加

を求め，有意性が認められた場合に Bonferroni の

回数（DIA : 15.3 回，DEF : 15.8 回，ES : 0.39（中）），

多重比較検定を行った．

運動教室を含む週あたりの運動頻度（DIA : 3.7 回

ま た，2 群 間 の 比 較 に お け る 効 果 量（effect

/ 週，DEF : 4.6 回 / 週，ES : 0.21（小））および時

size : ES）の算出には，以下の式（水本・竹内，

間（DIA : 224.9 分 / 週，DEF : 233.6 分 / 週，ES

2008）
を用いて t 検定における効果量 r を求めた．

: 0.05（無）），運動中の心拍数（DIA : 121 bpm，
DEF : 124 bpm，
ES : 0.18（小））および %HRR（DIA

=

: 58.2 %HRR，DEF : 61.6 %HRR，ES: 0.32（中）），

+

運動教室での歩数（DIA : 7,671 歩，DEF : 7,405 歩，
ES : 0.38（中）），中等度運動時間（DIA : 45.6 分，

t：t 値，df：自由度

DEF : 46.3 分，ES : 0.09（ 無 ））， エ ネ ル ギ ー 消

効果の程度は，「0.10 ≦ 小 ＜ 0.30」
，
「0.30 ≦

費 量（DIA : 6.0 kcal/ 分，DEF : 5.7 kcal/ 分，ES :
0.27（小））ならびに主観的運動強度（DIA : 11.9，

中 ＜ 0.50」
，
「0.50 ≦ 大」とした．
全ての統計処理には，統計解析ソフトウェア

DEF : 11.5，ES : 0.17（小））となったが，これら

（SPSS ver.15.0 for Windows）を用い，有意水準は

にはいずれも 2 群間で有意差はみられなかった．
運動教室実施中の両様式に対する参加者の感想と

5 % 未満とした．

して，「颯爽と歩けて気持ちいい（DIA）」，「背筋

3．結

果

がのびて歩きやすい（DEF）」などがよせられた．

運動教室への出席率は，DIA，DEF 群それぞれ

3.2 2 群間における運動介入効果とその相違

95.7 ± 6.4%，98.4 ± 2.8% であった．介入期間を通

DIA 群，DEF 群の運動介入前後の身体特性な

して，運動中に事故や怪我は 1 例も認められなか

らびに機能的体力テストの結果を Table 2 に示し

った．

た．運動介入前後の体重，体脂肪率には，主効果（群
および経時効果）および交互作用の有意性がみら
れなかった．

3.1 2 群間における運動実施状況の相違

Table 1. Implementation status of exercise in DIA group and DEF group
DIA group (n = 13)

range

DEF group (n = 12)

range

P-value

ES

Number of participation in class (times/16)

15.3 ± 1.0

13 ～ 16

15.8 ± 0.5

15 ～ 16

0.18

0.27

Number of exercises per week (times/week)

3.7 ± 1.6

1.8 ～ 6.2

4.6 ± 2.5

1.7 ～ 9.1

0.32

0.21

Exercise time per week (min/week)

224.9 ± 68.1

118.5 ～ 317.4

233.6 ± 106.7

118.9 ～ 415.0

0.81

0.05

HR during exercise I class (bpm)

121 ± 8

105 ～ 128

124 ± 13

104 ～ 152

0.39

0.18

%HRR during exercise in class (%)

58.2 ± 2.8

54.6 ～ 65.4

61.6 ± 9.2

42.6 ～ 77.2

0.23

0.32

Number of steps in class (steps)

7671 ± 408

6947 ～ 8246

7405 ± 269

6992 ～ 7997

0.06

0.38

Moderate intensity exercise time in class (min)

45.6 ± 2.4

42.8 ～ 49.2

46.3 ± 6.3

35.9 ～ 55.6

0.74

0.09

Energy expenditure during exercise in class (kcal/min)

6.0 ± 0.6

5.1 ～ 7.3

5.7 ± 0.5

5.1 ～ 6.7

0.20

0.27

RPE during exercise in class

11.9 ± 0.8

10.9 ～ 13.4

11.5 ± 1.4

7.9 ～ 13.9

0.43

0.17

DIA: diagonal style
DEF: defensive style
ES: effect size
HR: heart rate
HRR: heart rate reserve
RPE: rating of perceived exertion

32.2 ± 5.7

23.3 ± 4.9

19.5 ± 2.8

12.7 ± 7.1

-3.3 ± 10.5

30.3 ± 4.9

4.7 ± 1.0

Body fat (%)

Arm curl (times/30 sec)

Chair stand (times/30sec)

Sit & reach (cm)

Back scratch (cm)

Functional reach (cm)

Up & go test (sec)

n.s.: not significant

‡: significance difference between groups (P < 0.05)

*: significance change between Pre and Post (P < 0.05)

DEF: defensive style

DIA: diagonal style

Twelve minutes walking test (m) 1129.2 ± 35.7

56.1 ± 10.3

Body mass (kg)

Pre

21.7 ± 3.1
11.2 ± 5.7

*

19.2 ± 4.0*

1101.5 ± 58.1‡

4.5 ± 0.6

4.0 ± 0.4*
1258.2 ± 47.3*

31.1 ± 4.5

32.8 ± 6.7

-1.4 ± 8.8

-1.9 ± 10.5

24.6 ± 5.6

26.2 ± 4.5*
27.2 ± 3.3

34.8 ± 6.7

54.8 ± 8.2

Pre

1192.7 ± 70.5* ‡

4.3 ± 0.5

31.6 ± 5.0

-0.1 ± 7.3

17.7 ± 4.6*

32.6 ± 5.2* ‡

29.8 ± 4.4*
7.953

Functional fitness test

34.7 ± 6.2

54.7 ± 7.5

F

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

0.009

P-value

Main effect (group）

Characteristics

Post

DEF group (n = 12)

32.6 ± 6.0

56.1 ± 9.6

Post

DIA group (n = 13)

98.550

11.390

6.528

59.585

273.537

23.342

F

0.030
< 0.001

n.s.

0.017

< 0.001

< 0.001

< 0.001

n.s.

n.s.

P-value

4.479

8.708

F
n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

0.045

0.007

P-value

Main effect (time) Interaction (group × time)

Table 2. Exercise intervention outcomes (physical characteristics and functional fitness test) of DIA group and DEF group

DEF (Post) ＜ DIA (Post)

DIA (Post) ＜ DEF (Post)

Post-hoc test
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機能的体力テストでは，TW において介入前の

うことにより，より多くの運動量が確保された（仙

値に有意差がみられた．繰り返しのある二元配置

石ほか（2012）は 30 分程度）ことが，大きな変

分散分析の結果，CS は主効果（群）が有意であ

化率として示されたものと考えられる．Parkatti

っ た．AC，CS，SR，BS，UG，TW で は， 有 意

et al.（2012）は，少なくとも運動期間が 9 週間以

な主効果（経時効果）が示された．交互作用（群

上の場合において，その効果が期待できると推察

×経時効果）は，CS および UG に有意性がみら

しているが，本研究はその下限である 9 週間の運

れた．

動期間にて運動の効果が確認されており，短期間
でも運動量の確保が十分なされれば，体力の改善

4．考

察

が期待できると推察される．
本研究結果からは，CS および UG において交

本研究は，同じ地域に在住し，過去に特別な運

互作用（群×経時効果）が認められ，2 種類の

動習慣のない中高齢女性を対象とし，9 週間の短

NW による運動の効果に相違が示された．CS は，

期間ではあるが NW の介入を試み，機能的体力

DEF 群 の 方 が DIA 群 よ り も 高 い 変 化 率 を 示 し

を指標にして，2 種類の NW による運動の効果を

た．この理由に関し，詳細な機序を裏付けるデー

検討した．その結果から，2 群間でいずれも AC，

タは採取していないため，推察にとどまるが，長

CS，SR，BS，UG および TW への運動介入の効

谷川ほか（2016）はトレッドミル上での NW に

果が明らかとなった．しかしながら，CS および

おいて，DIA と DEF による両様式の NW の下肢

UG において，両群間で運動介入効果の差異がみ

筋活動の違いとして，DEF では大腿二頭筋の活

られ，交互作用が認められた．先行研究の多くは，

動が高かったと報告している．大腿二頭筋は立

OW と NW の生理的応答の相違を示しているが，

ち上がり動作時の膝伸展にも作用し（藤田ほか，

本研究の結果から，過去に運動経験がない中高齢

2009），速い速度での立ち上がり条件にて急激な

女性を対象とした場合には，DIA と DEF のいず

筋活動の増加を示す（藤澤ほか，2010）．これら

れも機能的体力の改善において，ほぼ類似した効

のことが，DEF 群における高い CS の変化率に影

果があることが明らかとなった．しかしながら，

響している理由かも知れないが，さらなる検討が

一部の運動様式による効果の相違も示されたこと

必要である．

から，今後さらなる研究も必要であろう．

UG においても交互作用が有意であり，DIA 群

仙石ほか（2012）は，地域在住高齢者（平均年

においてより大きな改善が示された．我満ほか

齢 70 歳）を対象に DIA を用いて 3 回 / 週，30―

（2014）は UG の成績に与える因子として，歩行

40 分 / 週，12 週 間 に 亘 る NW を 行 わ せ，AC と

速度，平衡性，筋力（握力）が重要であるとして

CS の変化率がそれぞれ 12% 程度であったとして

いる．本研究の結果では，同じ運動時間で行った

いる．本研究では，AC の変化率が DIA 群で約

運動教室での歩数が，DIA 群で 400 歩程度多か

14%，DEF 群で約 25% であった．また，CS の変

った．このことは，DIA による NW の方が DEF

化 率 が DIA 群 で 約 40%，DEF 群 で 約 51% と な

よりもやや歩行速度が速い，もしくはピッチ数や

り，先行研究と比較して高い変化率が示された．

ステップ長が大きかったことを示唆している．

本研究では 2 日 / 週，60 分 / 日の監視型運動を 9

これらが歩行速度や平衡性が求められる UG に対

週間指導したが，他に自主運動として行っていた

し，改善が認められた理由かも知れない．しかし，

分を加えると，DIA 群が 3.7 回 / 週で 224 分 / 週，

CS と同様に，この点もさらなる検討を要すると

DEF 群が 4.6 回 / 週で 233 分 / 週の運動を行って

思われる．

いたことになる．これは，先行研究と比べて短期

柔軟性の指標である SR と BS は，両群で運動

間（12 週と 9 週間）ではあるが，1 回 60 分の監

後に改善がみられた．しかしながら，SR と BS

視型運動に加え，自主運動を促して実施してもら

ともに，両群における変化の程度は類似してい
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た．レジスタンス運動により柔軟性が改善された
という報告が散見される（Fatouros et al., 2002）が，

られた．
これまでの NW に関する先行研究は，DIA に

NW が柔軟性へ与える効果に関しては明らかでな

よるものがほとんどであり，DEF に関する先行

い点が多い．本研究の結果から，NW は DIA お

研究は極端に少なかった．また，DIA と DEF の

よび DEF の運動様式を問わず，上肢および下肢

両運動様式を直接比較した研究はさらに少ない．

の柔軟性に対して改善をもたらしうる可能性が示

長谷川ほか（2016）が大学スキー部に所属する選

唆された．

手を対象に，大型トレッドミル上での上肢と下肢

FR は DIA，DEF の両群ともに運動介入による

の筋活動水準，ならびにエネルギー消費量などの

改善は見られなかった．仙石ほか（2012）も DIA

生理的指標を報告したのみである．その結果から，

による NW の介入では，FR は改善しなかったと

上肢と下肢の筋活動水準には若干の差異がみられ

報告している．今回，DIA 群のみならず DEF 群

たが，NW 中のエネルギー消費量には有意差はみ

においても FR の効果が観察されなかった．この

られなかったとしている．この研究は，対象が若

テストは立位姿勢でのバランス能力の指標とされ

年スキー選手であったため，両様式の NW が低

るが，NW での立位姿勢におけるバランス能力の

い強度の運動となった条件での比較であったこ

改善は，その様式を問わず低いとみることが妥当

と，トレッドミル上での比較であったことなどの

といえるかもしれない．

いくつかの限界も生じているが，それらの運動介

先行研究において，DIA を用いた NW 運動に
より TW 等の全身持久性が向上することが多数
報告されている（仙石ほか，2012；Takeshima et

入した差異の結果としては，DIA ならびに DEF
ともにほぼ同等であろうと結論づけている．
今回，地域在住の中高齢女性を対象に行った，

al., 2013）
．NW は本来ウォーキングの様式のひと

DIA ならびに DEF 双方における NW の介入効果

つであり，有酸素運動の代表的なものといえる．

は，多くの項目で同等の結果を示しており，この

したがって，NW による全身持久性の改善は最も

長谷川ほか（2016）の結果を支持するものであっ

期待されるものである．今回は最大酸素摂取量な

た．しかしながら，まだまだ先行研究が少ない状

どの指標を用いていないため，厳密な呼吸循環機

況であることは事実であり，今後もさらなる追試

能への評価を行うことは困難であるが，TW の変

や検討が必要であろう．

化率は DIA 群，DEF 群ともに 10% 前後であり，

本研究は，市が主催する市民への健康づくり事

先行研究（仙石ほか，2012）の結果（DIA）とも

業による研究計画であったことから，コントロー

類似していた．全身持久性の向上には，健常な成

ル群（非運動群）の設定ができなかった．このた

人で 40% もしくは 50―85%HRR の運動強度が推

めに，各運動様式の効果を個別に観察できない研

奨されている（Americn College of Sports Medicine,

究デザインであるという限界を有している．また，

1998）
．本研究では運動教室時の運動強度が DI Ａ

2 群の設定では有職者が含まれていたために，無

群で 58.2 ± 2.8%HRR，DEF 群で 61.6±9.2%HRR

作為に割付が行えていないこと，対象者が少なく

であった．このことから DIA および DEF 群とも

女性のみであったこと，さらには介入前の基本的

に，呼吸循環器系に与える運動刺激は推奨強度の

な対象者の情報が少なかったことも，本研究の限

下限界である低から中等度とみられ，かつ標準偏

界として挙げられる．今後はコントロール群の設

差の値から DEF 群において個人差がやや大きか

定，対象者の無作為割付，運動量の統制などを厳

ったが，平均値で見る限りは，両様群での運動強

密に行った研究の実施も求められる．しかし，同

度がほぼ同じであったと推察できる．従って，短

じ期間，ほぼ同じ年齢で，過去に NW や特別な

期間（9 週間程度）であっても，軽から中程度強

運動習慣を有していない地域住民を対象に，2 種

度の NW による運動を実践できれば，その様式

類の NW を短期間指導した結果は，重要な情報

を問わず全身持久性の向上が期待できるものとみ

を提供できたものとみられる．今後は，NW のポ

異なる歩行様式における NW の機能的体力への効果

ール操作の習熟度の違いなども含め，それぞれの
運動の特徴について，さらなる検討を進める必要
がある．
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動様式による効果の相違が示唆された．しかし，
これらの結果には，NW の習熟度や実施者の体力
などの違いも影響する可能性があり，今後さらな
る研究が必要である．
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