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海外乗馬ツアーの同好会フリーダム・ライディング・クラブ（FRC）は
2014年10月29日～11月4日、スペイン・アンダルシアへ第一回目のツアーを行なった。
この馬旅が叶ったのは、FRCを主宰する田中雅文氏と親交があった
故・俳優の宇津井健さんが出演したテレビ番組がきっかけだったという。

文と写真＝田中雅文
by Masafumi Tanaka

アンダルシアの大自然の中を行く。

俳優の宇津井健さんが導いた
アンダルシアへの馬旅

スペイン・アンダルシアへ馬の旅に出た
きっかけは、俳優の宇津井健さんが出演
したテレビ番組だった。2011年11月にBS
プレミアムで放映された、「旅の力　宇津
井健80歳、馬上人生を過ぐ」という番
組だ。馬に乗れる俳優として知られる宇
津井健さんが80歳の誕生日を祝うため、

長年憧れていたスペインの馬アンダルース
（109ページ参照）に乗ってアンダルシア
を旅するという企画だった。

私は、海外乗馬ツアーの同好会フリー
ダム・ライディング・クラブ（FRC）を主宰
している。20年にわたり活動し、世界各
地を馬で旅してきたが、これまでスペイン
に行ったことはなかった。宇津井さんの
番組を見て感激したFRCのメンバーたち
が、「ぜひアンダルシアに行ってアンダルー

スペイン
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◦面積／ 50.6万平方キロメートル（日本の
約1.3倍）

◦首都／マドリード
◦言語／スペイン（カスティージャ）語
◦通貨単位／ユーロ（€）
◦1ユーロ＝約135.6円（2015年5月7日現在）
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憧れの馬・アンダルースと行く
誇り高き馬の国
スペイン・アンダルシアの旅
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へレスの王立馬術学校のタックルーム。

へレスの王立馬術学校の前庭で。
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スに乗ろう。できれば宇津井さんが乗った
あの馬で、あのコースを旅したい」という。
忙しさにかまけて先送りにしていたが、番
組の再放送を機に、メンバーからの圧力
が強まった。放ってはおけない。

大学の先輩でもある宇津井さんは、か
つて10年間、山梨県の小淵沢に別荘
と馬を持っていておつき合いがあった。
FRCの定例会に参加してもらったこともあ
る。久しぶりに連絡してみると、マネジャー
を通して、すぐに現地に連絡を取ってくれ
た。2013年の年末のことだ。

宇津井さんに馬を提供したアンダルース
のブリーダー、カンダオ牧場のイグナシオ・
カンダオ氏が、FRCのメンバーのために
宇津井さんと同様のツアーを行ってもいい
と言ってくれた。JTBのマドリッド支店長、
高木哲さんも仕事として手伝ってくれること
になった。2014年1月に早速現地へ視察
と打合わせに行き、同10月末に1週間の
日程で、FRCの第一回アンダルシアツアー
を行なうことを決めてきた。

宇津井さんに報告を兼ねてお会いした
いと思っているうちに、彼は昨年3月、病
気で突然この世を去ってしまった。FRC
の第一回スペイン・アンダルシアツアーは、
宇津井健さん追悼ツアーになった。

見どころ満載のスペイン
だが、目的を絞らないと……

現在、日本からスペインへの直行便は
ない。我々はルフトハンザ航空を使い、ド
イツ・ミュンヘン経由で、スペインの首都マ
ドリッドへ飛んだ。マドリッドで1泊し、翌朝
スペインの新幹線「AVE」で、アンダル
シアの州都セビリアへ向かった。2時間半
の快適な旅だった。

セビリア到着後、車で1時間ほどかけ
て、馬の町へレス・デラ・フロンテーラへ。
目的は王立馬術学校の見学だ。葦毛の
アンダルースによる華麗にして感動的なシ
ョーを楽しんだあとは、学校前にあるシェ

リー酒の販売店へ。試飲をし、一同お土
産用のシェリーを買いこんだ。

時間に余裕があれば、シェリーの代表
的ブランド「ティオペペ」の工場にも行け
るのだが、以前ハンガリーツアーを訪れ
た際、貴腐ワインで有名な「トカイワイン」
の工場見学に行ったりしているうちに、乗
馬の時間が減ってしまったことがある。そ
れを教訓に、今回はあきらめた。マドリッド
のプラド美術館見学も、断念した。日本
的ホリデーは残念ながら1週間程度なの
で、目的を絞ることがコツだ。

セビリアのホテルにチェックイン後、夜は
フラメンコのディナーショーへ。フラメンコ
の本場アンダルシアで、老舗中の老舗と
いわれる「タブラオ・エル・アレナル（Tablao 
El Arenal）だ。ここのショーは本当に素
晴らしい。もっと書きたいが、フラメンコに
ついて語ることが本稿の目的ではないの
で、これも我慢しよう。

息を飲むほど美しい
憧れのアンダルースに対面

10月31日、車で約1時間かけて、モロン・
デラ・フロンテーラにあるカンダオ牧場に赴
いた。カンダオ牧場は150年続くスペインを
代表する名門生産牧場で、二度の大戦、
スペイン内戦、疫病、近年の経済危機な
ど、さまざまな困難をくぐり抜けてきたという。
14頭の種馬と35頭の繁殖牝馬がおり、生
産馬は世界各国に輸出されている。広大
な麦畑とひまわり畑の中にあり、赤褐色の
屋根瓦と白い漆

しっ

喰
くい

壁が、コバルトブルー
の空に映えて美しい。

当主のイグナシオ・カンダオ氏以下の出
迎えを受けて、一同憧れのアンダルース
に初対面。

ずらりと並べられたアンダルースは、み
な息を飲むほど美しい。葦毛が多く、がっ
しりとした太い首、豊かなタテガミとウエー
ブのかかった尻尾は、純白のシルクのよう
に輝いている。

各自、馬を選び、1時間ほど牧場の周
辺をトレッキングし、翌11月1日からの旅に
備えた。

その後は屋内馬場で、牧場スタッフに
よる馬場馬術のデモンストレーションを見な
がらの歓迎レセプション。

イグナシオ自らが、生ハムの原木を削っ
てくれる。シェリーを飲みながらしばし歓談
したあとは、イグナシオのオフィスに移動し
ての昼食会。専門のスタッフが作ってくれ
た、3種類のパエリアを堪能した。午後2
時、歓迎レセプションから始まった昼食会
は、午後4時半まで続いた。

馬の旅1日目　おもてなしの
心溢れるピクニックランチ

朝、カンダオ牧場の近くの闘牛牧場に
集合し、馬運車で運ばれてきたアンダルー
ス10頭に、メンバー 7人とイグナシオを含
めたガイド3人が騎乗して、1泊2日の馬旅
に出発した。この日の行程は約32㎞。2
時間ほど南に向かい、オリーブ畑、ヒマワ
リ畑、闘牛用の牛牧場を通り抜ける。ピ
クニックランチを済ませた後、トレッキングコ
ースに入り、さらに2時間ほど西に向かう。

このトレッキングコースは、もともとは1900
年代初期に計画された鉄道建設予定ル
ートだった。山間の土地に石造りの立派
な橋を架け、30カ所ものトンネルを掘削、
駅舎の建物も作った。レールを敷けば開
通するばかりだったが、スペイン内戦によ
り計画は頓挫、結局列車は走ることはなく、
現在では人馬のトレッキングとサイクリング
のためのコースになっている。このコース
のほぼ中間にある駅舎を改造した「コリスペインの新幹線「AVE」。

セビリヤ

ヘレス

モロン・デラ・
フロンテーラ

ポルトガル

大西洋 地中海

アンダルシア Andalucia
　スペインと聞いて思いうかぶもの――フラメンコ、
闘牛、陽光輝くコスタ・デル・ソル（太陽の海岸）
に白い村、馬関係者なら馬の都へレス。これらが現
実に目の前に迫ってくるのが、アンダルシアだ。8
世紀初めから800年にわたってイスラム教徒に支配
されたこの地方には、グラナダのアルハンブラ宮殿
などイスラム時代の遺産が残っており、今もアラブ
のエキゾチックな香りが漂う。どこまでも続くオリーブ
畑には太陽の光が一年中降り注ぎ、夏には40度を
超える。シエスタ（昼寝）の習慣がアンダルシアか
ら始まったというのも、納得できる。

フラメンコショーの老舗「タブラオ・エル・アレナル」。
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ペ駅舎ホテル」が、我 の々旅の宿となった。
どんぐりの大木の下でのピクニックランチ

は、宇津井さんの番組で見ており期待し
ていたが、我 の々期待を完全に上回った。
先回りしたスタッフによって予め設営された
立派なテーブルとイスはクロス掛け、シル
バーのナイフとフォーク、陶磁器の食器に
クリスタルのワイングラス。視察ツアーの時
にイグナシオが、「“ノープラスチック”でやる」

と言って、ウインクしたことを思い出した。
席には名札があり、それぞれ赤いラッ

ピングのフラメンコ用の扇
せん

子
す

が置かれてい
た。広げてみると、参加者一人ひとりの
名前が記されている。「おもてなし、ここま
でやるか！」と唸った。

昼食後、トレッキングコースに入ってから
は、サイクリングを楽しむグループやハイキ
ングの家族たちと、気軽に声を掛け合い
ながら、速歩・常歩で軽快に旅を続けた。
いくつかの石橋を渡り、数多くのトンネルを
抜けて午後6時頃、宿舎のコリぺ駅舎ホ
テルに到着。

馬を近くの牧場に預けてこのホテルに

一泊したわけだが、驚いたのが夕食のス
タートが午後9時ということだった。フランス
ツアーの時も、本格的なレストランでは夕
食が午後8時頃にならないと始まらず、し
かも2 ～ 3時間は続くことに辟

へき

易
えき

したメンバ
ーがいた。しかし、スペインはその比では
ない。さすが、シエスタ（昼寝）の習慣
がある国である。日本の旅行会社が作っ
た日本人向けのツアーにしか参加したこと
がない人には、現地の人 の々時間の流れ
は、ちょっとしたカルチャーショックを受けた
ことだろう。

馬の旅2日目　石橋を渡り
トンネルを抜けて終着点へ

前日に続いて快晴の日曜日、駅舎ホテ
ル前は早朝からトレッキングやサイクリング
を楽しむ人 で々賑わっていた。

午前11時頃にホテルを出発、トレッキン
グコースをさらに西へ進む。途中コースか
ら脇道にそれ、世界最大の樫

かし

の木と古く
からの教会を見学。その後、トレッキング
コースに戻っていくつかの石橋を渡り、10
カ所ほどのトンネルを抜けた。トンネルの半
数には照明がない。幻想的な闇の中に、
蹄の音が響く。

青空の下での快調なキャンターも入れ
て、20kmほどのコースを無事走破。午
後2時過ぎに、トレッキングの終着点である
プエルトセラーノの村に到着した。

林の中に馬をつなぎ、ビール、ワイン、
シェリーとともにピクニックランチを楽しみな
がら、迎えのバスと馬運車の到着を待つ。
イグナシオはギターを弾きながら、スペイン
民謡を次 と々歌ってくれた。

牧場の6代目当主
イグナシオ・カンダオ氏

今回の馬旅のホスト役、イグナシオ・カ
ンダオ氏は、スペインを代表するアンダル
ースの生産牧場の6代目当主だ。宇津井
さんの番組を見た人は50歳前後と思った
ようだが、まだ37歳。スペイン人の明るさと、
育ちのよさを一身に体現したような男だ。

宇津井さんはアンダルースとともに、彼
の人柄にも魅了されたようだ。かくいう私

カンダオ牧場の中庭で。宮澤建治さん（左）と中山修さ
ん（右）。

フラメンコが趣味の矢野由希子さん（先頭）。

宇津井さんも乗ったコサコ号（7歳、セン馬）に騎乗する志賀朋子さん（先頭）。

トレッキングコースの橋。

数多くのトンネルをくぐった。

コリぺ駅舎ホテルに到着。
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牧場の広大なひまわり畑の中を行く。

も視察旅行で意気投合し、今回のツアー
参加者一同も、彼のホスピタリティと人柄
に感動した。

視察旅行の際に彼が案内してくれたの
が、牧場に隣接する先祖代々の家。歴
史的様式の美しい大邸宅で、部屋数は
数知れぬほど。現在ではパーティーの時

などに使っているという。イグナシオのお爺
さんは、なんと15人（！）の子どもと大勢
の使用人とともに、この家に住んだ。お婆
さんはフランスの貴族だったそうだ。

敷地内には教会が建てられており、日
曜日には牧師がやって来て、ミサが執り行
なわれる。庭には、立派なプールとサッカ
ーグランドまである。

視察に訪れた時、レストランに立ち寄る

時間がなかった私のために、イグナシオ
はセビリアの自宅で、美人の奥さんと一緒
にパエリアを振舞ってくれた。南スペイン、
それも田舎の人は陽気で人懐

なつ

っこいとは
聞いてはいたが、イグナシオはずっと楽し
げに、しゃべりっ放し。私がスペイン語を
話したわけではない、彼が流

りゅう

暢
ちょう

な英語を
しゃべるのだ。英語は若い頃、オーストラ
リアに住んだ時に覚えたという。世界を相

スペイン民謡を弾き語るイグナシオ。

屋内馬場での歓迎レセプション。馬を輸出した国の国旗
が並ぶ。右から志賀徹也さん、高須和恵さん、中山さん、
宮澤さん。 専門のシェフが作るパエリア。

どこまでも続くひまわり畑の中
名門として名高いカンダオ牧場は
150年の歴史を培ってきた
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イグナシオの先導でトレッキングに出発。

手に、馬を輸出する仕事を行なうために
は、英語も必要なのだろう。

ちなみに、イギリスで田舎（カントリーサ
イド）に行くと、教養高く品のよい人と出会
うことがある。ロンドンなどの都会で会う人
以上に広い世界を知っており、話題も豊
富で、話が盛り上がる。イギリスの田舎に
住んでいる人のことこそ、“ジェントルマン”
というのがうなずける。

スペインも、本当の魅力はきっと田舎に
あるのだろう。視察旅行に続き今回のツ
アーで出会った人 は々皆、広い世界を知

ピクニックランチのメインテーブル。フラメンコ用扇子には各自の名前が印されていた。

前菜は別なテーブルで。

絵
に
描
い
た
よ
う
な
ス
ペ
イ
ン
男
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田中雅文（たなかまさふみ）
「海外乗馬ツアーを通じ、世界の馬文化を研究す
る」フリーダム・ライディング・クラブ（FRC）代表。
1997年にオーストラリアでエンデュランスに出会って
以来、自身がライダーとして競技に出るかたわら、日
豪両国での講習会の主催など、エンデュランスの普
及活動を続けてきた。2005年ドバイ、2008年マ
レーシア世界選手権で日本チームの監督を務めた。
著書に『完走することが勝つこと（正・続）』（（社）
北海道うまの道ネットワーク協会）がある。現在もフ
リーダム・ライディング・クラブの海外乗馬ツアー（タ
スマニアやウェールズなど）を主催し、自らガイドも務
める。またアラブ種のエンデュランス馬を使ったエン
デュランス合宿・クリニックを通年で開催（小淵沢・
山梨県北杜市）。自ら講師を務めている。

る魅力的な人たちだった。スペイン語でジ
ェントルマンに当たる言葉は何というのだろ
う？

FRCでは2015年にも、この馬の旅「FRC特別ツ
アーアンダルシア馬の旅2015」を行う予定だ。日
程は11月22日～ 28日。詳しくは10ページの広告ペ
ージを参照。

フリーダム・ライディング・クラブ
［ADD］〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町981
［TEL］ 045-541-0467
［FAX］ 045-543-2624
［URL］frc-uma.jp

FRCからお知らせ

先祖代々の豪邸（1月の視察時）。

イグナシオと筆者（1月の視察時）。

イグナシオの自宅で奥さんと（1月の視察時）。

アンダルース（アンダルシアン）
Andaluce（Andalucian）

日本ではアンダルースとかアンダ
ルシアンと呼ぶが、スペインでは
PRE ( Pura Raza Espanola)と呼ぶ。
スペイン純血馬、という意味だ。

この馬の起源についてはさまざま
な説があるが、かつて本種は、馬

ば

産
さん

の世界で最高の地位を占めていた。
比

ひ

肩
けん

できるのは、アラブ種だけであ
った。本種は、ヨーロッパの有名な
馬種の多くに影響を及ぼしている。
スペイン乗馬学校の白馬のダンス
で有名なリピッア種も、本種をもと
に作られたと言われる。コロンブス
に連れられてそれまで馬のいなかっ
た新大陸に上陸し、南北アメリカの
あらゆる馬種の元になった馬でもあ
る。

8世紀にスペインを征服したイス
ラム勢力、アラブの王によって大切
に育てられた本種は、1492年にレ
コンキスタ（キリスト教の再征服）
が終了すると、今度はスペイン王室
のための馬になった。その後、スペ
インは世界帝国を築く。1805年ト
ラファルガーの海戦でネルソン提督
率いる英国軍に負けるまで、世界の
覇者として、その軍事力を支えた馬
であり、帝国の富と権力のシンボル
として、その美しさに磨きをかけて
いった。

しかも、馬旅を手伝ってくれた女性スタ
ッフは皆美女だった。アラブをはじめとす
る多民族の血が混ざり合った美しさだ。

シェリーを飲みながら、かつてどこかで
聞いた言葉を思い出した――アンダルシ
アには、美女と名馬と美味い酒がある。

誇り高き馬の国
スペイン

読者は欧米にある馬の国というと、
どこを最初に思い浮かべるだろうか？
　イギリス、ドイツなど、オリンピック
を中心とした近代馬術競技の強豪国
を思い浮かべる人が多いのではないだ
ろうか？
しかしひとつ言えるのは、スペイン
は馬の国だ、ということ。それも、世
界で最も由緒ある馬の国だ。祭りのた
めの馬、巡礼のための馬、生活の中
に馬がいる。スペインの馬関係者の誇
りは高い。世界の馬の乗り方は、「ヨ
ーロピアンスタイルもウエスタンスタイ
ルも、皆俺たちがルーツだ」といわん

ばかりの誇りである。
なお日本では、乗馬のスタイルを大

きく二つにわけて、「ブリティッシュスタ
イル」「ウエスタンスタイル」と呼ん
でいるが、海外では「ヨーロピアンス
タイル」「イングリッシュスタイル」と
言わないと通じない。
また、今回へレスの王立馬術学校を
訪れたが、ここと並び称されるヨーロ
ッパ古典馬術の学校が、オーストリア
のウイーンにある「スペイン乗馬学校」
だ。かつてJRAの招きで日本にも公
演に来たことがあり、ご存じの方も多
いだろう。オーストリアにあるのに「ス
ペイン乗馬学校」と呼ぶからには、か
つてヨーロッパ中の人が、いかにスペ
インの馬に憧れていたのか分かる。


