ユッコラ体験記 〜2008年6月フィンランドでの生活〜
2 008年、5 月のヨー ロッパ 選手権（EOC )と7月の世界選手 権 （WOC) へ 。その 間にあた る6 月の 1ヶ月をフィン
ランドで過ごした。 フィンランドでの目的は２つ。１ つは世界選手 権 へ向 けた技 術の仕上 げをするこ と 。そしても
う１つはユ ッコ ラへ 参加するこ と 。このレポートではユッコラへの 参 加 体験を 中心に、 フィンランドでの１ヶ月 の生
活を報告。（ EOC、 WOCについては別途報告）

ことのはじめ

0 7年秋、 チェコでのトレキャンから帰ってきて、 08年のチェコでの WOCで結果 を出 す ためには もっと高 いレベ
ルでのオリエン テーリングをしなくては 、そのた めには 現地 テレインや WOCレベルの スピ ードへの 慣 れ が必 要
だと 考え、 5月のラトビア での EOC 参加と、 なるべく早い時期からのチェコ入 りを決 定。さらにそ の間 の1 ヶ月、
日本 に帰ってく ることもできるが２回行 く費用 と 1ヶ月滞在する 費 用は同 じ くらい、ヨー ロッパ で 調整 できればベ
スト、よいスケジュー ルが 組めないかと世界のウェブサイトをネ ットサ ーフィ ンしているとEOC とWOC の間 にユ
ッコラがあるこ とに気づ く。
ユ ッコ ラ（Ju kola n Viesti）は憧れの大会。オリエン テーリングのリレーは 陸上競 技で言 えば駅伝 と同 じ で、な
んとも言えないドラマがあり、 もっとも好きな種目 である 。そのリレー 大 会のなかでもスウェー デンの ティオミラ
（1 0人リレー）とシュッヘマンナ（2 5人リレー）、それからフィンランドのユ ッコ ラ（7 人リレー）が世界３大 リレー大
会で１万人を超える 参加者が世界中 から集まると 聞いて以来、 ぜひ出 てみた いと思 うようになった。
2 008年1月、 ひとま ずフィン ラン ドにいるかつての 日本チームのヘッドコーチである イーキ スに連絡 をしてみ
た。
「ユ ッコ ラを走りたいんだけど、どうす ればいいと 思う？」
彼からの返事は
「もし望むなら、トゥルン ・メチヤンガヴ ィヤット （Tu Me ：彼の所 属するクラブ）で走 れ るようにしてやる ぞ」
というものだった 。とにかくユ ッコ ラに出てみたかったので 「そうし たい」と返事 をした 。
３月になって再び 連絡。
「TuMeでユッコラを走る こと、その 他の大会に参加す ること、 そし てフィン ラン ドでの1ヶ月間の滞 在 先、 移動、
すべてOKだ。」
お願いしていたこ と以上の内容にび っくりした。 実際のとこ ろ彼はもうコーチではないので 現地 でもコー チ的な
アドバイスはなかったのだが 、 それでも遠まわしにア ドバイスをし てくれ る 彼の 言いっぷりがなん だか 日 本人的
で本当にナイスガイ 。 仕事に子育てととても忙しい中、 友人 とし ての 彼 の協力 には とても感 謝し ている。
職場にも2ヶ月の遠征計 画を考えている ことを伝えた。 1人が 2ヶ月抜 ける こと が厳 しいこと は 十分に分 か った
上での決意、迷惑 がかかる なら職を辞してでもという申し 出に「その 覚 悟と 目 標を応援 し たい」と いって休職 扱
いで対応していただ ける ことになった。職場 のみなさんの理解 と 協 力にも本 当に感謝。
日本での厳しい 国内選考もなん とか生き残り、 世界選手権 代表へ。遠征計 画 が実現 のものと なった。
ユ ッコ ラに出られる 。1000 人以上のマススター ト、 1万人以 上が集 まる会 場 、そし て7人で70km を超 えるコ ー
スを年齢を超えて継走す る、その 光景を想像す るとワクワクし て夜も眠れなかった 。

フィンランドでの1ヶ月

フィンラン ド滞在の目的 は先述のように２つ。 1ヶ月の滞在のうち 、最初 の 2週間 はユッコラへ の 調 整と して、
次の2 週間をWOCへの調整として捉えた。 なおEOC は最新 の国 際レベルを 把 握す るための参 加、フィンランド
後の旅行 はWOCへ向けたリフレッシ ュ期間、チェコでの 滞在のうち 最初 の1 週間ち ょっと を現 地テレイン での調
整、 残りの1週間 を WOC期間 として遠征プランを組んでいる（表1）。

表1．遠征 プラ ン（2008年）
期間

内容

目的

滞在先

May.23-Jun.01 EOC

国際レースの目安把握 ヴェンツピ ルス ，ラトビア

Jun.02-Jun.15

ユッコ ラへの調整

フィ ンラン ド滞在

Jun.30-Jul.03

エスポー ，フ ィンラン ド

WOCへの調整

Jun.16-Jun.29
旅行

リフ レッシ ュ

スロバキア 〜ポ ーランド

Jul.04-J ul.12

チェコ滞在

Jul.13-J ul.21

WOCへの調整

オロモウツ ，チェコ

WOC本番

フィンラン ド滞在の拠点はイー キスの 自宅のある町の隣町エスポー （ESPOO）の オリエン テーリングクラブ
「エ スポー ・スーン タ（EsSu）」のクラブハウス。 エスポーはヘルシ ンキの西 隣の 町で電 車で30 分弱。Es Su のク
ラブハウスは森の入り口に立ち、キッチン ・シ ャワー・サウナを 完備し た快適 な環境で自炊 生活。 そこ を拠 点に
午前、午後 の２回 のトレーニングセッシ ョン を組み、体調 を見なが ら調整 した 。

Jun.2- 8
最初の1 週間はフィン ラン ドテ レイン、マップへの 対応 に終 始し た。 コ ースを走 る と途中で必 ず１回はコン プリ
ートロ ストをしてしまい、大 きなロ スが 生まれた。途中 でどこにいるのかよ く分 か らなくなってしま う。それを 少な
くしていくための 方策 を考えるので精一杯。平日は自主 トレと 夕 方の練習 会 である イルタラジット（IltaRas ti）、
週末 は大会に参加。 土曜 のオリベン デンポン ニスタス 10 0周年 イベントは ユッコ ラのチームセレクション という
位置 づけだったが 大きなミスを ３つもしてしまう。日曜 のスント・ ゲー ムズ でよ うや く大きなミスが なくなった 。 しか
しスピー ドのあるオリエ ンテー リン グには 程遠 い。

表2．Jun.2-8 スケジュール
日 午前

午後

2 タリン観光

イーキス家へ移動

3 ジムト レーニング（中）

EsSuへ移動

4 自主トレ（中）

ウォーキン グ（ 低）

5 自主トレ（中）

夕方練（ 高）

6 レスト

サイクリン グ（低）

7 オリベンデンポンニスタス100周年 イベント(高）
8 スント・ゲームズ（高）
Jun.9- 15
ユ ッコ ラウィー ク。ようやく 対応できるようになってきた テレインの中 をいか に速く 走るか を考 える。さらにユ ッコ
ラへの 調整 のためトレー ニン グを 抑えるように注意。平日 の自主 トレでは 1週間前 に走ったコ ースをゆっく りと 見
て回り、捉 えられるものが 増えているこ とを 確認。 木曜晩の大 会フォルッサゲームズでは １つ ミスをしたが、 ある
程度 メリハリをつ けスピー ドを 出した レースに 仕上げるこ とが できた。 金曜からユッコラ会 場入り。 詳細は 後 述。

表3．J un.9-15 スケジュール
日 午前
9

レスト

10 レスト

午後
サイクリン グ（低）
自主トレ（低）

11 ウォーキン グ（ 低） 自主トレ（中）

Jun.16- 2 2

12 レスト

フォ ルッサ・ ゲームズ（高）

13 ウォーキン グ

ユッコ ラへ移動

14 ユッコ ラ準備

モデルイベント（低）

15 ユッコ ラ（高）

EsSuへ帰宅

ユ ッコ ラが終わり、 WOCへ向けた最後 の調整期間へ。 WOCではスプリン トも走るこ とになったの で 、ヨーロ ッ
パにきてしていなかったスピー ドトレー ニン グを ポイントトレー ニン グと して 組 み込 む。 週末は 夏至祭のため 大
会もなくカウニアイネ ンとエスポー近郊 でイ ーキス家の改装後 の掃除 を手 伝いつつ自主 トレ。疲 れを 感じる ので
週末 は量と 強度を抑えたトレーニングにした。

表4．Ju n.16-22 スケジュール
日 午前

午後

16 レスト

ジョグ（中）

17 サイクリン グ（低） 雷雨のた め中止
18 ペース走（中）

夕方練（ 高）

19 自主トレ（低）

インターバルラン（高）

20 サイクリン グ（低） レスト
21 自主トレ（中）

サイクリン グ（低）

22 ペース走（中）

ジョグ（低）

Jun.23- 2 9
WOC前最後の追い込み期間。 引き続きスピー ドトレー ニングを組 み込 む。 水曜 日にはスント社のパ ーティー
に招かれた。
週末にイー キスに別れを 告げEsSu クラブハウスを離れ、 トゥルクの隣 町ムーミン 谷 で有名 なナーン タリに住
むアリの 家に移動 する 。 ユッコラにて「ぜひ おいでよ 」と 誘ってもらったため。 そ の後、スウェーデ ンに渡 り、スロ
バキ ア 、ポーランドと 渡りチェコ 入りする旅行 に出発。

表5．Jun.23-29 スケジュール
日 午前

午後

23 レスト

自主トレ（中）

24 自主トレ（中）

イーキストレ（高）

25 サイクリン グ（中） ウォーキン グ（ 低）
26 自主トレ（中）

インターバルラン（高）

27 ジョグ（低）

ナーン タリヘ移動

28 自主トレ（中）

ウォーキン グ（ 低）

29 ウォーキン グ（ 低） スウェ ーデンへ渡航

ユッコラ 〜準備〜

ユ ッコ ラへの出発は6 月12日、 木曜 の夕方から。この 日は トゥルクとタ ンペレの間にある フォル ッサ でワールド
ランキン グイベント（WRE)であるフォルッサ・ゲ ームスがあるのでそれ に参加 し、 その ままタ ンペレに向 かい、
週末 まで滞在するのだ 。エ スポー に住むTuMe のハリと 一緒の 会場 へ行 くこ とに。ハリは湖のそばの 大きな屋
敷を改造 したア パートに 美人の奥さんと住んでいる。 ハリもかなりのイケメン。職 業 は数学 教 師。し かも現在 10
週間 の夏休み中！次 に学校に行く のは8月だ、といっていた 。 休職中の俺 より夏 休みが長いなん て。 。。 さら
に秋休 みと 冬休 みがある というのだからなんともうらやま しい。
そ んな話をしていたら会場へ到着。この 日のスター トは 19 :3 0過 ぎ。 それ でもH21 Aの真 ん中あたり。ユッコラ
が近いので世界中 からなじみの顔が集まっている 。 WREだけどエ リー トクラスはなくてH 21Aが最高 クラス。 な
のでスタート 待機所には 普通の人もいる 。 こ の日はなかなか 良い感 じ で走れて集 団をひっぱたりもっし たが 、 1
ヶ所ま たも大きなミスをしてしまい、 3 4分。 トップは 22分なのでまだま だダメな感じ 。それでも先週 末 の レースに
比べればよい感じになってきている 。対応 できるものが増え、遠くを 見なが ら走れる のだ 。

レー ス後、会場にはTuMeのメンバーもチラホラ。日本 から来たコイ です 、と 挨拶し、 いよいよ ユッコラなん だ
なぁと 気分が盛り上がる。ハリは 途中で目に枝が入って違和 感 を感じる ので途中 で止めてきたそうだ 。 「大 事な
のはユッコラだからね 」と言っていた彼はTuMeのBチームを 走るトップランナー 。「 さ あ行 こ う」と 促されて彼の
車に乗る 。これから宿に行くん だよね、 と確認 しなかったのが まずかった 。 彼と レースの内容について話をす
る 。 行きとは違う道なので宿に向かっているんだなと思っていると 、 なんと なく見覚 えのある風 景。 標識を見 る と
ヘルシ ンキに 近づいている 。
「今 エスポーに向かっているの？」
と 聞くと
「だ ってエスポーに住ん でいるん だろう？」
と 答えるハリ 。ガーン 、タン ペレに行くんじゃなかったのか 。そう言 うと
「でもユッコラ会場には 早い人でも金曜夜 から泊まる はずだよ 。今日 から行 っても泊まる 場 所が ないよ。」
んん ？イー キスからはそう聞いているんだ が、どこ でどうそうなったん だろうか ？聞 き間違 ったの かな ？ イ ーキ
スに電話す るもつながらない。結局 イー キスの家まで戻ってしま ったが 、 す でにイー キス一家も家族で旅行 に
出かけてしまっている。 一人であたふたしていると 、 ハリが
「よ し、 明日トゥルクへ 行くといい 。 明日の昼ごろにバスが出 る はずだ」
と 言ってTuMeのメン バー の 連絡先を教えてくれた。そ の日は結局EsSuのクラブハウスの 寝 床の 戻ってきて 就
寝。帰ってきた のは24時。 明日 は何時にトゥルクにたどり着けば いいの か不 安なまま眠る 。
翌朝、 金曜日。 朝起きてすぐに 教えてもらった番号に電話す る。 「今 日ユッコラの 会場 に行きた いん だ。 トゥル
クに行けばバスが 出る って聞いたん だけど」と朝早 くから起こ されたであろうよくわ からない電話に怒 りもせず、
彼は
「OK、英語 はよくわからないからあとで連絡する、 とにかく昼までにおいで 」
と 言ってくれた。 とりあえず行き先が決まった。 エスポーからトゥ ルクまで急行で1 時 間半 。電車の 中でハンヌ と
いうTu Me のユッコラマネ ージャから 電話。
「1 4時半 に駅に迎えに行くよ」
なんとかユッコラには 行けそ うだ 、とホッと 一安心。昼前には着いたので、 5年 ぶりのトゥルクの街 をブラブラ。約
束の時間 にミニバスに乗ってハンヌ が現れる 。
「私 は明日行くこ とになっている んだ 。だからこれから君は英語 の 話せないおじいさん といっしょに 会場 へ行くん
だ 。でも大丈夫。 彼 らの言うとおりにしてればいいよ 。 」
その 後TuMeのメン バー の家で待ち合わせ。お茶をご馳走 になり日本 につ いて話 し ている と3人のメン バー が
集ま ってきた。

1人はラウリ。英語 がまったく話せないおじさん。それから陽 気なライネ 。いつもビ ール を片手 に下 ネタ を連発
する 。 それと無口なペッテリ。どうやらこ の 3人と 行動をともにす るらしい。 ライネ とペッテリは少 し だけ英語 が 話
せる 。 2台の車に分乗。 ラウリの運転する ミニバスに乗る。ラウリは 英語 が 分からないの でま ったく 会 話をするこ

とがなく会場へ。ユッコ ラの 会場には18時ころに到着。 ライネ たちの車 はまだ到着 し ていない。 滑走 路に車 が ポ
ツポツ と 止まっている 。 先のほうにミリタリーテント、あそ こに泊 まる んだな、 と思 っていたらラウリはその反対 側
の野っぱらに降りてウロ ウロ している。 よ く見る とテン トのサインが立 っている。 もしかしてこの何 もないと ころに
寝る のだ ろうか。ラウリは 持ってきたテー プを使って陣地 を張 る。 コイ、 コイ と呼んでテープを 引っ張るの を手 伝
ってとジャスチャー 。そ うしている うち にライネ たちのワゴ ンも到 着。 タ ンクを下 ろして、飲み 水場ま で水を汲 ん で
きて、と 指示。 任せろ、と 競技会場の方へ向かう。すでに会場 は出 来上 が っていてユ ッコ ラ通りという出店 の 列
やステージ 、巨大 スクリー ンが並んでいる。すべてがビ ックスケール ！

水を 汲んでく ると 、 彼らはす でにテン トを組み立て終わっていた。今日 はこれだけ、 と言って２つの テントが で
きていた 。
「コ イ、これから走りに行くぞ」
とライネ 。今日 は動いていないからちょ うどいい、とみん なと ジョ ギングする。 す ると2 kmくらい 走って農家 の 中
へ入っていく 。 知り合いの家か？と思っている とTuMeのメン バー で 顔見知 りの ウクライナのスラヴァが 出 てき
た 。おお 、ここが 昨日泊 ま るはずだ った宿？？ 中に入るとトップチームの 面 々。農家 を 借り切って準 備し てい
るん だな。スラヴァ が
「ご めん、昨日はお前を乗せていくことになっていたらしいん だが 、 知らずに先に出 てしまったんだ」
そういうこ とだったのか 。まあ俺は今ちゃんとユッコラに来ているからノープロブレム、と 答えてテントへ 戻 る。シ
ャワー を浴び て夕食。ライ ネは 相変わらずビ ールを飲ん でいる。これはフィンランドの 特別 なフルー ツを 使った
ケー キだ 、とか 、このビー ル 会社は俺のスポン サーになるべきだ 、とか お互 い片言 の 英 語ながら楽しく 夜が 更
けていく 。
そ して就寝時間。
「さて、コイ はどこで 寝る んだ？」
神妙 な面持 ちで聞いてく る。 え？多分 こ こだと思うけど、 と言 うと
「冗談 だ よ、 もちろん ここで寝る んだ。寝袋はあるよ な」
とみんなで笑う。いやいやまた 寝床がないのかと 思ってしま った 。悪 い冗 談だ。この 日 は快晴。 その おかげで野
っぱらのテン ト村の晩はかなり冷え込んだ。寒 す ぎて熟睡 できず 。しかも周りのテントは 夜中 を 過ぎても騒がし
い。 3時すぎに夜が明けて暖かく なってきたこ ろによ うやく眠 れ る。

8時に起きて朝食。朝食後 にユ ッコラ 通りに買い物へ。今 晩の寒 さに耐える ためセールに 出ていたシ ャツ とト
レーニン グパンツ を買う。 それからトレイルラン シュー ズ。日 本 ではなかなかサイズ がないデカ足君にはこ ういう
機会は重要なのだ。 シ ョッピ ングから戻ってくると 3人はテント設営 を始めていた 。 三角 屋根のイン ディア ン 風の
テントを 4人でどんどんと組み立てていく。気づ いた ら回りにもたくさ んの テントが 出来 ている。昼 すぎにテントが
設営し 終わり 、 開会式が始まる音が聞こ える。
「俺、 チー ムメン バー の名前も顔も知らないん だけど、紹介 してもらえるの かな 」
と 着いたばかりの 同じチームの ３走 ティモ にあいさつ したあとに聞くと 、スタ ートの 前にイントロ ダクシ ョン があ
る 、と 言う。ひとまず夕方 まではフリー タイムのようだ。女子 リレー のヴェン ラ（Ven lojen Vies ti）の スタ ートを見
に行く。こち らも900 人のエ ントリーというからかなりの 迫力。 ユッコラは これ の1.5 倍で、さらにみんながランプ
をつけている 。 どん な感じなんだろう。期待 は膨らむばかり。そしてモデ ルマップで 軽 く トレー ニングへ向かう。
16 時ころに戻ってく るとトゥ ルクからのバスが到着。 さらに多くのテン トが 設営 さ れていた。ハン ヌと も再会 。 忙し
そうに必要 なものを 確認している。

どこ かで見た顔、 と思ったらナー ンタリのアリとその子供た ちだった。 ア リはか つて高 橋善徳 さ んが滞在 し てい
たゲストハウスのご 主人。こち らの 顔を見ると
「日本 から来たコ イズミだろ？」
と 話しかけてくれた 。実はあなたとは会ったこ とがある んです、 と言 うと
「ヨ シノリがいる ときに遊びにきた奴だ な。 」
と 当時の話で盛り上がる 。 ぜひ遊び に来いよとお誘いを受けたの でお言葉に甘える ことにし てフィンランド 最 後
の数日を過ごす ことにした。
「俺 とお 前は同じチームだな 。俺 はヨ シノリとも同じチー ムだ った。 今回はお 前と 一緒 。いいこ とだ」
そういえばアリは 英語 はあんまりしゃべれなかった 気がす るのだ が 、こ の5年のうち にし ゃべれ るようになった
のかな。
再び 競技会場へ向かいウロ ウロ。 ヴェン ラはすでにウイニン グランが終 わ っていた。会 場で食事を取って、
18 時ころに仮眠を取る べくテ ントに潜り込む。 何人かの 若者 も入ってきた。 おかげで少し 暖かく 、寝 不 足のため
かいつの 間にか眠っていた。

ユッコラ 〜レース〜

仮眠から覚めたらすでに10時。 1走のスタートまで1時間。 1走のメ ンバー はす でにヘッドランプの バッテリー
を 背負ったり、靴紐 をしっかりと止めたりと 準備を始めている 。トップチームの メンバーだけではなく、 すべての1
走メ ンバー が緊張感を漂わせている。あの 優しそうなハンヌ（Cチーム1走） や 我がチームのアリも興奮 ぎみ 。 ち
なみにTuMe からは7チームが参加。AとBは上位 を 狙うチーム 、Cと Dは競技 的 なチーム、 Eはまだ 若干 競技
的、 F,G はあん まり競技的 ではない、 とはイー キスの弁。私 は セレクシ ョン レースがボロ ボロだっただけになん
とか D チームの7走に入れてもらった。そういえばイントロ ダクシ ョン は ？誰がどのチームかわ からない。まあD
チームの 6走はラウリだから、 彼の動きさえ見てればなん とか なる はず。
そ していよ いよスタート時間が迫る。 スタート2 0分前 に競技会場 へ向 か うが、す でに観客 が何重 にもなってい
てスタートレーン が 遠い。なん とか 中へ中へと潜り込み、様子が 分かる とこ とまで 近 づく。 すでに選手 は 中にい
てウォーミングアップをしている 。スタートを 待っていると 雨粒 がポツ ポツ、 あれ？ 昼はいい天 気だったのに。通
り雨か本降 りか 、とにかく 雨足は強く なりはじめる。そしてスタ ート 5分前のコー ル。
3 分前
1 分前
30 秒前
20 秒前
10 秒前
バン バン バン バン ！
大きな号令とともに湧き上がる観衆。ラン ナー はまだ 見えない。し かし すぐに大 きな明 か り。先導車 のようだ 。
その 後ろから続く光の群れ。 スピードもかなりのものだ。おおー 、 こ れがユッコ ラか！ 興奮気 味にランナーを 見
送る。先導車 は脇に逸れ、 選手たちは 森の中へと吸い込まれ ていく。数 分 後、すべ てのラン ナー が 森の 中へ 消
え、観客はそ れぞれの 場所へ戻っていく。しばらくスクリーン を眺 める。 森の中 で待 ち構 えるカメラ。 最初は 暗い
森しか映っていない。やがて遠くから一筋の明かり。すぐに光 の列 と なり、 次々とパ ンチ。 トップが過ぎていく。
TuMe のAチー ムも順調だ。 100 位以下はもうよ くわからない。 画面 は光 の群 れで埋め尽 くさ れている。なんだ
かオリエン テーリングではなくて 何かの 芸術 パフォーマンスを 見 ているようだ。ヤン ネ・ サルミが トップだ ！とい
ったことを伝える実況。 1走の帰還を待っていた かったが、 雨が どんどん強くなるのと 、翌 朝 の長 いコ ースを走 り
きるためには 今からしっかり寝ておかないと、 と思いテントへ戻 る。雨 雲 の おかげで昨 日ほ ど冷 え込 ん ではいな
い。 しかし野っぱらなのでやっぱり寝にくい。こんな寒い中、ゆっくりとも寝 られない、 そし て雨の 中、長く 辛いコ
ースを 走る。 どうしてこの人た ちはこ んなにま でしてオリエンテー リングをする のだろう。 そし てどうして俺 は今 こ
こにいるのだろう。なん だか 不思議な感じがした 。

次に起きたときは4時。 8 時過ぎにスター トだろうと聞いていた ので、 いつもどおりレー ス4時 間前には 起床し、
朝食 を 取る。 しかし7走は14km ち かくある。きっとメシバテする だろう。そう思って日本か ら持ってきたサプリメ
ントで糖分補給 の準備。いつもどおりの 準備。どんな状況でもそれが 一番なんだ 。 6時 過ぎに3走 のティモか
ら、 15分前に5走がスター トした 。 順調なら1時間 でゴ ールす る 。6走 は ちょっと長いから君 は8 時 半頃かな、 と聞
かされる 。 まさに予定通 り。 でも8:30といったらウム （繰上げ）スタートの時間 だ。間 に合 うのだろうか心配だ。
ひとまず6 走のラウリを 応援しようと 会場を探すも見つからない 。アナウンスは TuMe の 名前を連呼し ている。 優
勝争いをしているのだろうか 。 会場内には 自分 たちのチームが 何 走の何 キ ロ地点 を通過し たかが分 か るマシン
が置いてある のだが 、 うちのチー ムは途中でうまく EMIT が反応していなかったらし く（通 過 は証明 され ているけ
ど）そ の機械では確認する ことができなくなっていた。そ うこ うし ている うち に7時 が過 ぎた。 ラウリはもう行って
しま ったのだろうか 。優勝チー ムのウイニングラン。 ヴ ァレンティン ・ノビコ フが抜 いてきた！ と アナウンス。優勝
はデ ルタのよ うだ 。TuMe のAチー ムも 戻ってきた。 ひとまずテントに戻り、出走 準備 。 ま だ8時前 、 スター トまで
は3 0分以上 あるだ ろうけどラウリをチャンジ オーバーで待たせ てしまうよりは いいや。
8 :2 0頃、 チェン ジオーバー のリミットを 8:30から9:00に繰り下げま す 、マススタ ートは9 :1 5にし ます 、とア ナウ
ンス。 ラウリはまだ現れない。 けど30分余裕が出来た。一時止 んでいた 雨が 再び 降り出 す。ラウリ 、来ないか
な。ゴー ルレーン の 反対側からはア リが 様子を見守ってく れている。 40分 、5 0分、 時間 は 過ぎて行 くもラウリは
現れず、 9時が過ぎてしまった 。チャン ジオーバー ゾーンを 区 切っていた木 枠が 取り崩 さ れていく。 そうか、リミッ
トからウムスタートまで 15分も時間がある のはこの準備 がいるからなんだな 、 と思 いながら眺 めていると、ゴー
ルへ 向かうラウリの姿！懸命 に走る 。パンチン グフィニッシ ュ後、 地図 置き場 までダッシュをし ようとする ラウリ。
しかしす でに 時間が来てしまったことを知り、 肩を落とす 。遠 目 か らそん な彼の 姿を見 ていて、やはりリレー はよ
い、 と心が熱くなってきた。地図置き場が開放 され 、各自 の地図の 前へ、 と アナウンス。地 図 の前 に立 って待っ
ている と 、 同じくウムスター トのライネが「コ イ！グッドラック！」と声 をか けてく れた。いよ いよスタート 。
スター ト5秒前、 というア ナウン ス。いざ 、と 構える と 周りの 人 た ちは すでに地図 を持って動 き出してしまった 。
ええー 、いいの ！？と思うも、 馬群に沈んでは 最初から躓いてし まうと 慌ててスタ ートし 、 少し でも前のポジ ショ
ンを 取ろうとダッシュ。 しかし時は既に遅く、 あっという間に詰 まってしまい大渋滞 。のろのろとスタートフラッグ
まで進む。なんとか 合間を縫って前に進み出る 。1番ま では短 い。 ひ とまずそこ までには なん とか前 に出 た い。
スタートのトライ アン グルでプラン 通りの 方向に進み出る。 し かし その先にはすでに道 のように人の 列 。ア タック
ポイン トにしていた 傾斜変換で一度地 図を 見直す 。しかしそのときに人 の動 きの渦 の真ん 中が 目に入る 。 地図
が示すのと 同じ 位置。あそこ がコ ントロー ルね 。。 。
そ んな感じで中盤 までオリエン テーリングというよ りもランニング 大会 が続 く。9番 で少 し ミス。後 戻 りす ると少
しずつ 抜いてきた 人々がどんどん先へ向かう 。やれやれ、また 一から抜 き直しだな。 そん な感じ 。12番 は2 キロ
ちかいロン グレッグ。気づ いた ら大集団ではなく 数人のグルー プに。 「お、 抜け出 し たか？ 」と思 うもコントロ ー
ル付近で再び大集 団。 。。 しかも明らかに60 歳くらいの 年配 の 人が 前を走 っていたりして、「 こ んな人 でも俺と
同じくらいで走るのか 」とショ ックを 受ける （もっとも同じ時刻 にスター トした 人かは 不明 だが ） 。その後 も森 の中
を 進む長めのレッグが続き、少 しずつ人数が減っているこ とが 分 か る。 きっと悪くはないはずだ 。 適度な人数 が
いるので速いスピ ードを維持 でき 、ナビ ゲーシ ョンへのヒントにもなってく れている 。 15番 くらいでよ うや く折り返

し 。 長い。そして16 番で再び大人 数のグルー プを形成 してしまう。短 いコースと 合 流し たようだ。 再び渋滞 した
り、 ばらけたり。
でも同じコースを走っている人は同じくらいのレベルの選手 だと 気づく 。 先ほどからスウェーデン のクラブらし
き若者 が前に出たり、後 ろにいたり 。 勝手にライバル 視。よ うやく会場 の アナウスンスが聞こえる 位 置まで戻っ
てくる 。会場脇のスペクテーター コン トロ ールをパン チ。残り1k mち ょっと。スウェーデン の 若 者が前 に出 る。負
けてなるものかと 喰らいつく 。 残り2つ目のコントロ ールで地図 を読むためにスピー ドを 緩 めた彼の 脇を抜 け前
に出る。 ラストコ ントロー ルはとにかく北に直進 すればいい、 と賭 けておいてダッシ ュ。後 ろから追 いかけてくる
若者。 ラストコントロ ールも先にとり、 40 0mのテープ誘導。 2人で猛 然と ダッシュ。 ゴ ールレー ンでも1人抜 い
た 。 最後は息切れした 若者を引き離しゴ ール。久 しぶりに気 持ちの いいゴールだ。 ゴー ル後に軽く握手 し 健闘
を 称え合う。
結局、 最終的なチーム順位 は何位で、自分 の走りがどうだったの かわ からない。でもキロ8分 を切っているの
で、フィンランドに来てからは一番よ いペー スだ。きっと 良かったに違いない、 と いうこ とにして結果 が 張り出 さ
れる のを 見届ける ことなくチームテン トへ 戻る 。す でにトップチー ムは反省 会 を終え、解散 しか けている 。なんだ
か本当に規模が大きすぎて、 自分がどこ でどうしていいのだが よくわ からない 。 自分のチームは 今誰 が 走って
いてどん な 具合なのか、 そうえいば結局自分 のチー ムの 4， 5走 がどんな人だったのか も分からないま まだっ
た 。チー ムメ ンバー やクラブ員が全員揃うこともなく、 パラパラと来てパ ラパラっと 解散 していく。後 で聞いた話
だと 今年 はチーム・スントで 1 走を走ったイー キスも、自分が ゴール する とチームのゴール を見 届けること なく 帰
ってしまい、 あとでネットで結果を調べた のだという 。まだ走 っている人 が いても、 テン トや荷 物の片付 けは始 ま
り、先 に帰っていく 人もいる 。この 辺はだいぶ日本とは習慣が違 う。
そ んなわけで後日調べた 結果、チームの 順位を5 0以上押 し上 げるなかなか良 いレースだったようだ。 こ れま
でがいまいちだっただけにイー キスにも 「す ごいじゃないか」 と ずいぶん驚かれ た 。渋 滞がなければもう少 し よ
かったかな、いや 渋滞になる ほど人がいたから良かったのかな ？同 じくウムスタ ートだったライネと はレー ス 途
中で何度か出くわしたが 最後 は引き離した。「 お前は俺に勝 った」が悔 し そうだった が、調べてみると 1 0分差 。
いやいや 、 あなた は既に50歳を過ぎてるのに1 4kmのコ ースで10分しか 差 が ないのです か！ ？こ れにもま た
驚きであった。さす がフィンランド、層 が厚い。

表6．TuMe4 ユッコ ラ2008 結果
走順 名前

順位
タイム
（ レッグ順位） （レッグタイム）

1

Ari

250位

1:33:47
（1:33:47）

2

Markka 334位

3:34:20
（2:00:32）

3

Timo

367位

5:39:38
（2:05:18）

4

Juss i

326位

6:44:58
（1:05:19）

5

Uldis

463位

8:36:47
（1:51:49）

6

Rauli

428位

10:07:39
（1:30:51）

7

Koizumi

373位
（ 171位）

11:56:20
（1:48:41）

夢の続き

ユ ッコ ラが終わり、 TuMeのテン ト村を片付ける。設 営のと きは 4人で半 日を費 や したのに、みん なで 片付 ける
とあっという間だった。もとの 野っぱらに 戻った 場所を見ると なんだか急に寂 し くなってしまった。夢にまで見た
ユッコラが 終わったん だなぁと 。。。
ハンヌ やライネはまだ戻らない7走の若者 を待ってからバスで 帰ると いう。 「コ イはトゥルクか らエスポ ーまで
帰らなきゃいけないから」と 先に戻る ミニバス、 つま り行きと 同じラウリの 運転 する車 に乗 って帰 れよ、と言 ってく
れた 。 TuMeの多くみん なとは 一晩だけだったけど、 みんな古くか らの仲間 のよ うに接してくれた 。とく に3日間
過ご したライネ たちとの別れは 本当に寂しく 感じた。別 れ際、みん なと あいさ つを 交わし た。
「ま たユッコラに戻ってくる よ」
「来年か？」
「分 からないけど 、 次に来る ときは日本 のチームで 来たい。次はライバ ルだ な ！」
みん な笑ってくれた。

降り続いた雨は会場を出るこ ろには 青空に変わっていた 。美 し い北 欧の 青空。 またここ に戻ってきたい。約 束
どおり日本 の仲間たち を連れてこ よう。夢 の続きが 決まった 。いつか 必ず！

ユッコラ ここがすごい

とにかく参加者が多い！！
今年のユッコラへの参加チームは 1,43 5。 1チーム7人、1人が 重複し て走るこ とは 基本 的 にないの で単純 に
1,435 チー ム*7人=10 ,0 45人！ さらに土曜 の午後に開催 され る 女 子リレーのヴェンラ（Ven lojen Viesti）への
エン トリーが 9 51。 こ ちらは4人リレーなので 総勢3,804 人、合 計13,84 9人 が一日 中 オリエンテー リングを繰 る
広げる ことになるのだ。年 齢層は幅広い。15歳以上からの参加が 認められ、 7 0代 よ り上の 人もいる ようだ 。
ち なみにヴェンラを走っている男子 はいないが 、ユッコ ラを 走 っている女子選手 はけっこ ういた 。しか もウム
（繰上 げ）スタート 回避のためか前半に男子 を配置 し 、 終盤の長い区 間を任 さ れる ことが多 いらしく、なかなか
たいへん そうだ。 なおあく までメイ ンイベントはユッコラのよ うで、 ヴ ェン ラが土 曜の夕方 7時 くらいにはほぼ終わ
りといった感じだったが、それから会場入 りする 人も大勢 いた 。
こ れま での優勝 チー ムはフィンランド、 ノルウェー、スウェーデン のクラブだけ。200 0年前後 は ノル ウェー のク
ラブが 席巻していたが、 こ こ数年はフィンラン ドのチームが 勝っている 。といってもトップチームは 海外からの選
手が多く を占めている。今年 も最後はロ シア のヴ ァレンティン ・ノビコ フが 逆 転してウイニングラン を 決めた 。かく
言う私も外国人選手だが 、 助っ人と呼ばれる ほどの戦力には なっていない。
なんといってもマススター ト！！
そ して大人 数が参加するユ ッコラの 目玉 といえばマススター ト。 土曜の 2 :0 0pmのヴェンラ（ 女子リレー ）１走
のマススタートを 見ただけでも大迫力 であったが、 ユ ッコ ラは それよ りも多いチー ムが 出 場する。 そし てスター ト
時間 は1 1:00pm！まだ薄暗い程度とは言え、 鼻息の荒い男たち がヘッドランプをつけて並 ん でいる。その 光景
だけでも相当なものだが、それがスタートの 号令に合わせていっせ いに 動き出す 。 先導車に導 かれ、 押し寄 せ
る 光の集団。 興奮する 観客。 これを見た だけでもユッコラへ来て良かった、 と思 ってしまう。 し かし これはまだ始
まりにすぎないのだ。
ヴェンラスタートの 動画 → こち ら（free ML の動 画サイトへ リンク）
ユッコラスタートの 動画 → こち ら（freeM L の動 画サイトへリンク）
どの 区間も長くタフ！
そ んな多くの 参加者が集まる ユッコ ラだが完走へのハードルは意外 と 高い。それ はコー ス 距 離を見れば 分 か
るだ ろう 。最短で7.8km 、 多くの区間は10 km以上 を走る ことになる。1 0代 の若者 から60 歳以上 のベテランまで
がこ れに 挑む。いくらフィン ラン ドといってもみんながみんな 速 く て上 手なオリエン テーリングをす るわけではな
い。 TuMeには 4時間ち かくかけて7走を 走ってきた若者 もいた 。
さらに1〜4 走にかけてはヘッドランプの 装着を推奨されている。この 日の タンペレ 地 方の日 の入 りは
11:09 pm 、 日の出は3:42am 。日本 に比べればかなりの日の 長さであり 、 夜と いっても本当 に暗 く なる のは１時
間程度 であとは薄暗闇 だが、 それでも森の中はだいぶ 暗い。 その なか を迷うこ となくナビゲー ション してこなくて
はならない 。また明る いといっても5走以降 は朝の4時、5 時のスタートである 。ゆっくりと眠るこ ともできないま
ま 、 普段とは 違う特殊 な状況の中を走るこ とになる のだ 。
そ してウム（繰上げ）スタートは 8:30am 、 スタートから9時間半（ 実 際は 9:00 amに変 更になったので 10 時
間）。 こ れまでに継走できなかったチームは 走順を問わず 一斉 繰上げスター トになってしま う。ウムスター トまで
に7走がスタートしたチームは実は400くらいで、 ま だ5走が待機 しているチームもある 。 残り1 000近くのチーム
から 1 〜3人が同時 スタートをす るので 、 1走スタートと変わ らないマススタ ートと なる。ちなみにゴー ル 閉鎖は
14:00 。ウムスター トから5 時間も待ってく れる。

表7．ユッコラ2008のコース
優勝チーム
ゴール時刻

区間

距離(km ) 登距離(m) 明るさ

1

11.4-11.5 370

明/暗 0:22am

2

12.2-12.3 410

暗

01:45am

3

13.0-13.2 400

暗

3:16am

4

7.8-7.9

260

暗/明 04:10am

5

7.9-8.0

280

明

04:58am

6

9.8-9.9

380

明

05:58am

13.7-13.8 510

明

07:18am

7

Total 76.6

2610

8h18m

とにかく会場がでかい！
ユ ッコ ラ会場には1万人以上 が集まる 。ちなみにイーキ スが 住 ん でいるカ ウニア イネン（KAUNIAINEN）とい
う市の人口 は8千人。1万人 といったらこの 国ではすでに都市 である 。そんな一 晩限 りの街 が森 の中 に現 れ る
のだ 。
今年の会場はタンペレの 北にある軽飛行機用の飛行場 と サー キット場。軽飛行機用 といっても1000 m 以 上
の立派な滑走路が備わっている。

そ の滑走路の両脇にテント 村があり、片方 が軍隊 が設営し たミリタ リー テントで、 もう片 方が自分 たちで設 営
する テントスペース 。ミリタリーテントの 利用 はち ょっと 割高らしいがテ ントを持ち込 むのが面倒な海外 のクラブ
が多く 利用しているよ うだ。 フィンランドのクラブの多くは 滑走路 反対側 の野 っぱらや森 の なか を整地 してクラブ
の宿泊スペースとして利用す る。 こ ちらは区画だけ決まっていてあと は 早い者順。いい場所 をとる べく 先 遣隊が
陣取 りをする のだ 。

滑走路の上は駐車場。ユ ッコラのスタートに合わせて続々 と 車が 集まってきて、 最初はポツ ポツと 止 まってい
た 車が気づけば 満杯に。 それに加えて各地からクラブ員がバスで押し 寄せてくる 。さらに飛行場 の周 辺の 牧 草
地も駐車場。主にキ ャン ピングカー用のスペースになっている。どこからどこ かま で 会場 なのか もうわか らな
い。

そ してメインア リーナにはユッコラ通りと名づけられた商店街が 出来 る。 オリエンテー リング用品 はもちろんレ
ストラン やスーパー、 サウナ、 郵便局までが開設される。 これ らのシ ョップは金曜 の 午後にオープンし、土曜 の
朝から日曜 昼の閉会までは 休みなく開いている。

商店街を 抜けた 先が競技 会場。 大型 のテレビ スクリーン やステージ 、巨大 なゴ ール レーンや 地 図置 き場があ
る 。スタート 脇にはもうひとつのチー ムテン トスペー ス 。こちらはスター ト待機 や 競 技情報を得るためのスペース
で、昨年 の順位によ って良い位置から順に割り当てられている ようだ。 ゴ ールレー ンや地 図置 き場 も人数が 人
数なだけに大きく、戻っていたメン バー を見逃 す 人も多い。チェン ジオーバ ーゾーン で 仲間の名前 を叫 び続 ける
人もいた。またそれ 用にお立ち台があって 、その 上から 仲間を探したりし ている 。
テレビ 中継や専用ラジオ局がある
そ んな大きなイ ベン トなので 当然フィンランド国内でも注目さ れている。テレビ 中継が 入り、競技 の様 子はもち
ろんのこと 、コン サートの 様子やゲ ストの 話などいろん な情報を伝えている 。 特に今年 は 6 0回目 の 記 念大会 で
あった ので、特設 スタジオではゆかりのある 人が呼ばれて、 こ れまでのエ ピソードを紹介 した りイ ンタビ ューに
答えていた りしていた。さながら 箱根駅伝か24時間 テレビの ような 感じだ 。
そ してユッコ ラ専用ラジ オ局まである 。大 きな会場なので放 送も届かない、ということ で 競技情 報や天 気予
報、 迷子 の情報ま で流している のだ 。
軍隊が協力 している
ま あヨ ーロッパではそ れほど珍しいこ とではないが 、テントの 設営 や会 場の 設営 に軍 隊が多 く協 力し ている。
会場には 戦車や対空ミサイルが 飾られ、 子供たちが 戦車に乗 ったりして遊 ん でいる。乗 り物 好きとし ては嬉 し い
企画。 こ ういうことで軍隊の身近 さや 存在意義 を示している のだろうと思う。

TuMe の本気度
TuMeのトップチームは毎年上位 に入る強豪。昨年は16 位に終わってしまい 、今年は雪辱 を 期すべく トップチ
ーム （A,B) はかなり 気合が入っていた。それはスタート 前の 緊 張感からも感じる こと が 出来 たし、 ア ンカー まで6
位につけていたのに8 位でゴー ルしてしまった ときのみんなの 落胆 振りからも彼らの 本 気度 が感 じ取 れた。
さらにトップの2チームは宿舎まで用意してある。町外れの こん な 場 所にホテル なん てあるの かなと思ってい
たら、彼 らの 泊ま っている宿は普通 の農家。 農家を借り切ってまで 最高 の 舞 台に備 えようと している のだ。ユッ
コラの 強豪チー ムではこのく らい 当たり前なのかもしれないけど、そこま でやるんだ 、と 思い知 らされた瞬間 だ
った。 ち なみに農家は本当に普通 の農家。そ こを彼らは 我が家 の ように使いまくっていた 。 日本 人なら遠慮し そ
うなところだけど、 そのへん は文化の違いなんだろう。

オリエンテーリング

必要なオリエン テーリング
フィンラン ド（北欧）のオリエン テーリン グで求められる こと について今回 の 印 象をま とめてみる。
フィンラン ドでのオリエンテ ーリングはやはり難しい。何 が難しいの かと いうと 一瞬 も油断 できない難しさが あ
る 。テレイン に対応できないか、というとそ んなこ とはない 。ちゃんと 地 図を見 て現地 と 対応さ せれ ば無難にこな
せる し 、 複雑な地形でもシ ンプルなプランで走る こともできる。とにかく 油断 が できない。集 中力 の使 いどこ ろが
日本 よりも断然に多い。
日本の場合、尾根 まで走る、次 の尾根の分岐 まで走る 、コン トロールのある 岩まで沢 を下る 、といった リズム
で地図を先読みしながらどん どんと 目的地に近づける。チェックポイント （ ＣＰ）での 確認作業 にあまり 時 間を要
さずとも自信を もって次へ進める 。
フィンラン ドの場合、 ア ボカリオのピー クを走る （ここは 正し いピーク？ ）、湿地 の淵 を たどる（ここは 正 し い湿
地？）、 大 きな岩ガケ からコン トロールのある岩を 目指す（ここ は 正しい岩 がけ？） 、 と いった具 合に、必 ずＣＰで
の確認作業に一手間取られる。 これが抜けると 、手前 のピークだった→ 走っているうちによく わか らなくなる、 と
か、 正しい岩ガケ だった けど不安なまま走る →手前 で不安になってその先まで突 っ込 めない、 といったこ とにな
ってしまう。

こ れは別に日本でもフィンランドでもチェコでも 同じだ ったりする 。ＣＰで絶対 正しいと 確信度 を10 0％ ち かくに
保ち ながら走り続ける ことが正確 なナビ ゲーシ ョンだ し 、スピー ドを 上 げて走 れ る自信 となる 。 １点 での集中のし
どころをち ゃんと 押さえていれば 問題なく走れる。
た だ日本 だとライン がはっきりしているので 、そのライン に乗りさえすれ ば ＣＰを確定 する 作業はそんなに難 し
くないし 、かつ不安でもとりあえず進ん じゃえばなん とかなったりする。 たまた ま行 けている、 と いうやつ。 ただ フ
ィンラン ドのようなフラットなうえに同じような特徴物の多いテレインや 、 チェコのように何 もないだだっ広い斜面
の中で自信 をもって進めるというのは 、その 手前での確信度がと ても重要 になってく る。 どん な簡単 なＣＰだ と
思っても、 間違えている 可能性があるし 、不安を 感じてしまう 要素が 含まれ ている 。 １点 での確 認作 業に対する
重要度 が非常 に大きい。
ん？というこ とは結局 のところ地図と 現地との対応ができていない、 と いうこ とじゃないのか？？ そしてさらに
言えば、その中を正確に進ん でいる という技術 に対して信頼性 が ないと いうこ とだ。つまり下手 クソってこ とだ
な。正確 な直進性、正確 な距離感、 正確 な地形判断力、こ の辺が 欠けている 。もっとま じめに練習 しなきゃだ
め。
そ してフィン ラン ドでの本当の難しさはそういう対応力とか 技術 力 と かではなくて、コー スを 通していろんな 場
所にその手の集中 すべき要所が散りばめられていて気が抜けない、ということ だ。相 当 な集中 力、 精神力 が必
要となる。 きっとこ れは、２時間本 当に集中 して地図読み（プランニング練 習）ができる か 、といった精神 力 と同
じものだと 思う。

ところでルートプランニン グではそ んなに劣るとは 思っていない。中間 にある微 地形エリアでも使 えるラインは
必ず存在す る。とくに外枠から攻める、 というのがポイン トだ。 ピ ークの淵 、湿地 の淵、森 の 淵 、微地形エリアの
淵、 こういうライ ンをラインとして 認識 できれば 日光和泉（七里 ）あたりを走っているような感 覚でプランニングで
きる 。
技術的な問題はやっぱりア タックポ イント（ＡＰ）〜ア タックの間 にある。絶 対確 実と 思える ＡＰを設定し、 そこ
から 絶対確実な技術 をもってアタックする 。コン トロールが 見えなくてもあそこだ な 、と 踏み込 める 確信 度 が必要
になる 。 そうしないと手前の岩の中を１つ１つ探すこ とになってしまうし、ヤブのなかをガ サガサするこ とになっ
てしまう。
体力的にはもうた だひたす らタフさが 必要。アップがないと 思 われが ちだが、 ア ップ以上にコー スは タフだ。 ふ
かふかのコケ やブルーベリー 畑の上を走る ため足元 が取られ る 。岩 場や岩 の段差 への 乗 り降りが 多い。湿 地
ではひざ 上まで漬かりながらも高いスピードを保たなければならない。視 界 が遮 られさ らに走 行の邪魔 をする
下枝 の残ったエリアでもスピ ードを落とさず方向 を 曲げずに 最 短距 離を走らなくてはならない。 けれ どこういうこ
とは 日本 でも 準備できる。 ただ そういう場所 を 走っていない （ 走らせていない）だ けである。 日本で本当 に速 く走
るこ とが 出来れば 世界中 どこ でも速く走るこ とができると 思うのだが。
マススター トの 教訓
期せずしてマススター ト（ウムスタート）を体験できたので、すでに 触れた 内容 も含 ま れる が教訓を 簡単 に。
スタート 数秒前 には 動き出す
日本と同じように「10秒前」とコ ールがあるが 、 スタートの号令までまで 待たない。 最初の 5秒くらい前 にもう我
慢できずに地図を取って陣取りが始まる。少 なくとも後ろの 列のほうはそうである 。これ をいちいちルール 違反
だ 、とか 思っていても群集の動きはもはや止められない 。
スタートダ ッシュを かませ
地図を取ったらとにかくスター トダッシ ュをかまして１列でも 前に進むこと だ。 スタートフラッグまでのテー プ誘

導ま でが最初 の勝負。スタート前にトップライ ンに立っていない限 り、 スムーズにトライア ングルまで進 み出 る こ
とはできず 、 必ずどこかで渋滞にはまる。そうなっても相手 にぶつか り、押 し のけ、 前に進 み出 る技術 とが めつ
さが 必要。 でも東京人なら大丈夫。満員電車 で鍛えた技術 の見せ 所。
森の中でも闘いは続く
こ れはマススタートでなくてもユッコラレベルの大規模大 会ならどこ でも言 えるこ とだと思 うが、とにかく 人 だら
け、道 だらけ。もはやオリエンテ ーリングとは 違うスポーツの ようにさえ感 じ る。
スター トフラッグではち ゃんとプランニン グを する。 正しい方 向を確認 する 。そうすると そこには 道が 存 在し、人
の列がある 。あとは just run ning ！もはやオリエンテ ーリングでは なく 、方向 を選んで進 むクロスカントリーレ
ースかトレイ ルランニング 大会。しかし 人の列は突然、人 の群れに変 わ る。そこがアタ ックポイン トだ 。 み んなウ
ロウロ している 。 そこ で地図を見て現地と対応 させる 、なん てこと をする よりも 、人 の 群れの 中心 を探 し たほうが
早い。 動きの渦の中心 にコ ントロー ルがある！ナイト区間ならきっと光の 中 心になっているに違 いない。
コ ントロ ールは戦場だ。 パンチ台に近づくまでは 格闘技術か サッカーの突破 力 が必要 だ。押 しの 強 さ とか体幹
の強さ 、あるいは 力で押してくる 相手を かわす柔らの技術を もってし てパンチ台へと 近 づく。パン チングも戦い
だ 。 手の甲を重ね合わせる 。横入りしてくる敵を いなす。 手の甲 を重ね 合わせて一 番下を目指 す 。 子供のこ ろ
にやった遊び を思い出すにちがいない。
そ んなオリエン テーリングがゴ ールま で続くが 、 順調に走れていれば 少 し ずつ群 衆の 中から抜 け出しているだ
ろう。

番外編

そ の他フィン ラン ドでの 生活 についていろいろ。
呼び名
４年前にスウェーデ ンで生活 していたときは “Sh igge ”と 呼んでもらっていたけどなん だか 発音 し にくそうだっ
たのと 、 呼ばれた 自分がいま いちピン とこ なかったので、 今回は “Koi ” と呼 んでもらうこと にし ている。日本 でも
最近 は「コイ ちゃん 」と 呼ばれることが 多くなってきた し 、とくにフィ ンランド人 はJar i 、Pas i、 M ikaなど ２文 字の
名前 が多いし 。おかげでよ く 覚えてもらえ、“ KOI!”と 元気に呼 んでもらっている 。
食事
クラブハウスで自炊。 朝食はミュー ズリーとヨーグルトとパン、 ハ ム、トマト 、キュウリ。 昼は 適当にパン とかフ
ルー ツをかじったりしている 。 夕食はパスタや 米を主食 にしている 。基 本的 にワンプレー ト＋ スープ。こ こに来 て
持ってきた味噌汁が役に立っている。味 噌のうま さを実感。

お気に入りはシ ナモンパン 。スウェーデン のシ ナモ ンパンは 上 から見ての うずま き型だったけど、フィンランド
のはロー ルパンみたいに横から見てうずまき型。
そ れからリゾットを パイで包ん だようなフィン ラン ド伝統料理 のカリヤランピー ラッカ（Kar jala npiir akka）。 こ
れもなかなかうまい。 温めてバター を塗ったり、通 な人はゆで卵 をま ぶし たソー スをつ けて食 べ るらしいが、 バ
ター 醤油がとても合うことを発見した。 まさにおにぎり感覚。
そ して麦のお粥。ま あいわゆる オー トミール。北 欧人はジ ャム （のよ うなお粥 専用 の甘 いソース）をの せて食
べる 。 ラトビアでは塩を かけて「お粥だお粥だ」と言って食べていたが 、ユッコラでの 寒 い朝にご馳走 になったと
きにそのうまさを改めて実感。ジャム粥もたまらなくよい。

気候
気温は20 ℃前後 で過ごしやすい 。 時々暑くなって25℃を超 えるこ とが あり、そんな日 は みん な暑くてた まらん
といった 感じになっている 。朝 晩もそんなに冷え込まない。 けど急 に曇って強 く風が 吹き、 シ ャワーのように雨 が
降る ことがあり、 そん なときはみんな上着を着込むく らい 寒さを 感じる 。しか しそん な 時に限 ってＴシ ャツ ・単パン
で買い物に出かけ、一人空 気を読めない 感じで凍えている。
森の中
EsSuのクラブハウスは森の入り口のトレイ ルの脇に立地 しているため 、 森の中 に入 っていく人 の様子 が良 く
分かる。 午前中から夜薄暗くなるまで 本当に多くの 人が森を訪れる 。 ランニングをし ている人 、M TBに乗 ってい
る 人、ノルデ ィックウォー キン グをす る人、バードウォッチをす る人などなど。森 での 活動 が 日常生活によく結び
ついている 。私 たちのようにハードトレーニングをしている 人 は稀 で、多 くが 気軽に楽 し みながらのエクササイ
ズとして行っている点も興味深 い。 森の中はトレイルが整備 され 、行 き先 案内も丁寧 に設置さ れているため明
るく 開放的 だ。 家から徒歩10分もしないところに広く大きな森がある からこそできる環境 ではあろうが 、日 本 の
都市計 画も壊して作るばかりではない 手法をもっと取り入れて 欲しかったと 悔 や んでしまう。

しかし日が長いというのは素敵だ。 午後のトレーニン グといっても 1 9時 と か20時 すぎとか、日 本 の夜 の トレー
ニングとあまり 変わらない 時間に行うこ とが多かったが 、 それ でも夜 の トレーニングと いう印象はなく夕方のトレ
ーニン グという感じ 。 明るい中を走る と気分的 にもポジ ティブになれ る。 もっともフィン ランドの人たちは 暗 い冬 を
耐えている からこそ この長い夏の日を享受す ることができている わけだが。

しつ け
イ ーキス夫妻 をはじめフィ ンランドでの 子供 のしつけの 様子 を見ている とずいぶん 文化 の 差を感 じ る。ま ず絶
対に叱らない。食 べ物を落としたり、掴んでどっかに投げたりし ても何 や ってんの？ く らいの反応 。逆 にち ゃん と
食べられたり、なにかに 成功する とみんなで拍手をしてあげる。ただ危 ないこと をする と （ 例えば道 路の ほうに
飛び出しそうになったり）、 声を 強めて 「ダメよ ！」と注意 する 。そしてちゃんと その 理由を教 えてや っている（よう
に聞こ える）。
そ れからびっくりしたのが地面（ たとえ土の上でも ）に落とし た食 べ物 を食べても何 も言 わない。 日本ならばっ
ちいからやめなさい、 と取り上げそうなとこ ろだが。。 。 というかそもそも土 に落 と したく らいではまだ まだ食 べ
れる とみんなそのま ま普通 に食べる 。 ア イスは別だ けど。とりあえず 多 少の こと があっても子供 は 育つというこ
とだ 。
テレビ 中継
フィンラン ドではオリエンテ ーリングのテレビ中継が普通に行われている 。6/7に参 加したオリベン デン ポンニ
スタス100 周年イベン トの録画 放送 を 見せてもらった。 スタートし ていく様子 や、森 の 中の 様子 など有力 選手 を
中心 に追いかけている。コントロ ールは 岩などに置かれているの だが、 中継するコ ントロー ルの 脇 にはスポン
サー の 看板が置かれ、 中継時には必ずその 看板が入り込むようになっている 。ユッコラでもテレビ カメラが 入っ

ていた ので同じような看板があったのだが、コン トロ ールより先 に看 板が目 に入 ってきたりし て、なん だがなあと
いう感じだ。
選手はみん なGPS端末を背負い、トラッキングして画面上 に各選手のル ートを 見せている。 随時結果 が出 さ
れ、2km のコントロ ール時点でのタイム差、 4.4km 時点での タイ ム差 、そこ までのル ートの違いなどを 見せてく
れる 。
レー ス前後の解説もよ かった （なに言ってるかはわからなか ったけど） 。ア ナウンサーと解 説のヤンネ ・サルミ
（現 フィンランド代表監督、 かつての名選手） がコ ース図を見なが ら「この レッグは どうでしょ う」 「そうですね、こ
のレ ッグは 右回りが早いでしょう。 ア ップが少なく・・・」といった 感じでしゃべっている 。 きっとヤンネ ・サルミのこ
とだ から辛口 コメン トを しているに違いない。レース後には国 内ラン キングの様子 が出 さ れる。有 力選 手 が途 絶
えた合間 には 森と湖が写され、 反射する 日光が美しい。 なんだかゴルフ中 継のよ うな 感じだ 。
携帯電話
出発前に携帯電話 を機種 変更して3G対応 のものにした 。 はじめは日本と の緊 急連絡用にと思 ってのこ とだっ
たがこれが意外と 重宝した。なぜならほとんどの国（特 にフィン ラン ド）では携帯 が普及 していて、日本 と同 じ よ
うに公衆電話がなく なっている。 むしろ空港など特別 な場所を除いてま ったく 見るこ とがなか った 。公 衆電話 の
あった スペースはす べて 携帯電話 を話す ためのスペースになっている。そのため 駅に着いたとか 、 こ れから向
かうとか 、そういう伝言は携帯電話でする しかないのだ。 しかし日本国内の携 帯をその まま 海 外に持 ち出 し た
場合、 す べての通信が国際料金となってしま う。 少しでも通信料 を安くする ためにメールや ショ ートメールで 連
絡す るよ うにした が、いやはや 帰国 後に請求書を見る のが怖 い。

