
乗馬の基本は
実はすっごく
シンプル！

本当は難しく、
実は重要な「常歩」

この “非常識”乗馬上達法、今回は常歩についてご紹介します。
馬に乗って始めに習ったのが常歩、という方がほとんどだと思います。
しかし、容易だと思っている常歩こそ実は難易度が高く、
非常に重要なのです。まさに“非常識“と思われるでしょうが、
常歩のメカニズムを知ると、大いに納得できるはずです。

世界の馬乗りたちから学んだ
乗馬の基本は
実はすっごく
シンプル！目からウロコの

“非常識”上達法
第4回

文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライディング・クラブ主宰）　モデル＝塚本真由美とフリーダム・ビスコッティ号

常歩は簡単？

「常歩なんて簡単、鞍に座っていれば
いいのでしょう。乗馬上達法として 1 回
を割くほどのことでもないでしょう」と思っ
ていらっしゃる方はいませんか？
実は、常歩を馬にきちんとさせるのは、
決して簡単ではないのです。「常歩をきち
んとさせられるのは上級者」と言うベテラ
ン馬術家もたくさんいます。

鞍を置かず、裸馬騎乗用パッドを使用してバイタルウォークの練習。

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
に出あって以来、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。

同時に常歩は、人馬にとって重要なト
レーニングにもなるのです。

常歩の動き

ここで問題です。常歩の時、馬の四
肢はどの順番で動きますか？
騎乗者資格試験受験のために暗記し

たけれど、忘れてしまった、普段は考えも
しない、という方いませんか？

Q. 左後肢が最初に動く時、2番目以降
に動く肢の順番は？

１：右前肢→右後肢→左前肢
２：右前肢→左前肢→右後肢
３：左前肢→右後肢→右前肢

正解は３番です。
ここからの解説は、高名な馬学者・青
木修先生（日本ウマ科学会会長）の受
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け売りとなります。
青木先生のバイオメカニクス理論は、
私の乗馬上達に大きく役立ちました。
馬の動きを頭で理解することにより、な

にもわからずただ鞍数を重ね、体で覚え
ようとしていた時より、乗馬が上達したの
です。乗る時間は、むしろ減ったのにも
かかわらず！

常歩は人のハイハイと同じ

左後肢→左前肢→右後肢→右前肢
の順で肢を動かすのには、理由がありま
す。
これは、脊椎動物が魚類→両生類→
爬虫類→哺乳類と進化する過程で受け
継がれてきたものなのです。
魚は背骨を左右にくねらせて前進しま

す。陸に上がって両生類（イモリやサンショ

ウウオなど）へと進化した際、ハラビレが
小さな後肢になり、ムナビレが小さな前肢
になりました。彼らはお腹を地面につけ、
体を左右に揺すりながら、小さな四肢で
地面をつかんで前進したのです。
爬虫類（トカゲやワニ、恐竜など）へ

と進化すると、腹は地面から離れ、手足
は少し長く発達。速歩ができるようになり、
前進のスピードも増しました。
哺乳類（ヒト、馬など）へと進化すると、

四肢はさらに発達し、駈歩ができるように。
つまり、脊椎動物は背骨を左右にくね

らせながら進化してきたのです。
馬を含めた哺乳類の常歩の動きは、
私たち人間が「ハイハイ」してみるとわ
かります。本当にやってみてください。頭
を右に振って、体を右にくねらせながら左
脚を前に出してみましょう。後ろから押し

出されるように、左手が前に出ますね。
次に頭を左に振って体を左にくねらせま

しょう。自然と右脚が前に出て、つられて
押し出されるように右手が前に出ます。
そう、馬の常歩は、われわれのハイハ

イと同じなのです。

青木修先生（2015年3月・FRC定例会での講演に
て）。

左後肢を上げる 左前肢を上げる 右後肢を上げる 右前肢を上げる

馬の常歩

爬虫類の歩き方
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常歩の際、肢の動きに合
わせて体の重心もその順
番で移動する。この動き
は、数字の「８の字」を
横にした動きになる。

馬は首を横８の字に動かすことで、体をあまり揺すらず
に重心を移動している。

重心の移動

常歩の際、馬が左後肢→左前肢→
右後肢→右前肢の順で肢を動かすには、
それぞれの肢に順に体重をかけていくこ
とになります。体の重心も、当然その順
番で移動します。この動きは、まさに数
字の「８の字」を横にした動きです。
では、馬はどうやって重心を移動させ

るのでしょうか？　体を８の字に揺するの
でしょうか？　
牛はそうです。しかし、馬は違います。
馬は長くて柔らかい首を、「横８の字」

に動かすことにより、体をあまり揺すらず
に重心を移動しているのです。人間が乗
るのに、牛よりも馬のほうが適しているの
はこのためです。　
人馬の重心の話は、次回以降で詳し

く解説していきます。

バイタルウォークで
 馬を健康に

馬がしっかりと大股で踏み込み、元気
に速く常歩することを、「バイタルウォーク」
と言います。バイタルウォークの際、馬の
背骨の左右の動きは速歩よりも駈歩よりも

大きく、ストレッチ効果は最大となります。
青木先生を馬学者として世界的に有

名にした研究のひとつが、馬に筋電図を
取りつけ、世界で初めて、歩行中の筋
肉の動きを解析したことです。
馬が時速 4 ～ 5km程度の馬なりで

ダラダラと歩いている時、筋電図はほとん
ど動かず、筋肉がほとんど使われていな
いことがわかりました。心拍も上がりませ
ん。しかし時速 7km程度以上のバイタ
ルウォークをさせると、筋肉は突然活発に
活動し始めます。心拍も上がります。バ
イタルウォーク20 分の消費エネルギーは、
ギャロップ 2 分に当たるそうです。
つまり常歩は、脚を痛める可能性が一
番少ないトレーニングなのです。

常歩でライダーも健康に

乗馬が人の健康にいいのは、言うまで
もありません。誰もが手軽に乗馬を楽し
める、というわけにはいかない日本で、乗
馬の健康効果を手軽に獲得できるように
と開発された健康機器があります。パナ
ソニックの乗馬フィットネス機器「ジョーバ
（JOBA）」です。
馬の常歩の「８の字動作」を再現し

ています。

「乗馬の動きを再現した『ジョーバ』に
乗って揺られていると、体の重心は大き
くゆっくり前後左右に動かされます。当
然、身体は落ちないよう、反射的にバラ
ンスを取ろうとします。
シートから落ちないようにバランスを取

ることで、反射的に腹筋、背筋、太も
もの筋肉など、普段あまり使っていない
筋肉を使い、鍛えることができます。」
（パナソニック公式サイト「ジョーバ」商
品紹介ページより引用）

イラスト＝勝山英幸

パナソニック「ジョーバ（EU-JA50）」
●オープン価格　
●問い合わせ先／
　0120-878-697（9：00～ 20：00）
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ダイナミックな常歩、バイタルウォークの効果
「常歩なんてつまらない」とまだ思っている方に……

常歩バイタルウォークでは、通常の筋肉
トレーニングで使う表層の筋肉ではなく、
体の奥深くにあるインナーマッスルを主に
使います。速歩、軽速歩、駈歩、襲歩
といったほかの歩様以上に、体幹（コア）
に効きます。
女性はウエストがくびれて美しく、男性

は背筋が伸びて風格が出てきます。腰
痛の防止とリハビリにも最高です。

裸馬での練習

裸馬に乗ると、馬の動きがよくわかりま
す。最初は「8 の字」の動きがはっきり
と感じ取れなくても、馬が腹をゆさゆさと
左右に揺すっているのは、よくわかると思
います。
馬の腹に沿って自然に下に垂らした脚

で、この左右の動きを少し増幅してみましょ

馬は首を左に振って重心を左に寄せ、左後肢、左前肢で順に地面を蹴る。その間に
右後肢、右前肢の順で前に振り出す。その時、馬のお腹は左へ振れるので、馬体
に沿わしたライダーの足は右側が下がり、骨盤の右側が下がる。しかし上半身は水平
を保ち、動きが体幹で吸収されている。

続いて馬は首を右に振って重心を右に寄せ、右後肢、右前肢の順に地面を蹴る。そ
の間に左後肢、左前肢が順に前に振り出される。馬の腹は今度は右に振れているので、
ライダーの腰と足は左側が下がる。上半身は水平のまま。

う。ただし脚の動きはあくまでも「受動的」
に、左、右、左、右と動かします。両脚
を一度に使ったり、馬体の動きを無視して
「能動的」に圧迫したり、ましてや蹴っ
たりしてはいけません。私がレッスンの時、
「脚を使うな」と言うのはこのことです。
ライダーが馬の重心に正しく座り、腰の
動きとリズムが馬と合ってくると、馬の常歩
はどんどん大きくなり、首が描く「横８の字」
の動きも大きくなり、そのうち馬は、自ら速
歩に歩様を変えます。
馬腹を蹴ることも、舌

ぜっ

鼓
こ

や鞭も使わず、
ライダーの腰の動き、それもほんのわず
かな動きだけで、馬の歩様を常歩から速
歩に切り替える練習です。
最初はうまくいかなくてもがっかりせず、

本連載第 1回（小誌 2016 年４月号）
で紹介した「股関節を中心とした骨盤体

操」、第 2 回（同 2016 年５月号）で紹
介した「しなやかな体幹づくり」を続けて
ください。
馬に乗らなくても乗馬が上達するという

“非常識”を、実感できるはずです。

まとめ

さて、これで常歩の奥の深さ、重要さ
がおわかりいただけたでしょうか？
私が提唱する３つの“非常識”な乗

馬上達法

・馬に乗れる体を作ろう
・馬の動きを頭で理解しよう
・裸馬に乗ろう

今後もますますパワーアップして続きま
す。ご期待ください。

「ジョーバ」は実際に乗ってみるとわかり
ますが、馬の常歩の「８の字動作」を、
本物の馬以上に大きくさせることができま

す。骨盤と股関節を柔軟に動かし、体
幹で動きを吸収しないと、上半身や頭が
大きく揺すられます。

体の奥のインナーマッスルの動きもかな
りのもので、消費エネルギーも多く、続け
るとダイエット効果が期待できます。
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［ADD］山梨県北杜市小淵沢町10110 
バッファロー砦内

［TEL］090-3048-8828　
［FAX］045-543-2624
［Email］tanakapal@xj8.so-net.ne.jp   
［アクセス]
車 ：中央自動車道小淵沢ICから5分
電車： ＪＲ中央線特急で新宿から小淵沢まで2時間。駅からタクシー5分

当連載著者・田中雅文氏の裸馬レッスンが好評開催中です。
八ヶ岳南麓の外乗も合わせてお楽みください。

FRC小淵沢の裸馬レッスン

裸馬レッスンでのひとコマ。馬の背中の動きを感じながら、
外乗もエンジョイ。

I n f o r m a t i o n

TRECのコントロール・オブ・ペース
馬の常歩の速さを競う競技があるのをご存知でしょうか？　

それが、「TREC（トレック）」です。
幅２m、長さ150mの走路で馬を往復させます。往路は
常歩でその速さを競い、復路は駈歩させてその遅さを競いま
す。
それぞれのタイムによってポイントがつけられるのですが、
常歩での満点・30ポイントを獲得するには、時速約８㎞で馬

を歩かせなければなりません。馬なりの時速５キロ程度では
０ポイントです。
ちなみに駈歩での満点・30ポイントを獲得するには、馬を
時速 16キロ以下で走らせる必要があります。馬なりに時速
20キロ以上で走らせると、０ポイントです。走路からはみ出し
たり、速歩になると失権です。

TREC （トレック）
TREC（トレック）は、

現在ヨーロッパを中心
に世界中で急成長して
いる野外馬術競技。

この競技名はフラン
ス 語 の「Technique 
d e  R a n d o n n é e 
E q u e s t r e  d e 
C o m p é t i t i o n

（T.R.E.C）」 からきて
いる。直訳すると「野
外騎乗の技術競技」。

もともとは、フラン
スで馬を使ったトレー
ルガイドの資格試験と
して行なわれていた
ものが、「Le TREC」
という競技として発展
した。

馬に乗ってのオリエ
ンテーリング、クロス
カントリー障害物競走、
歩様コントロールの 3
部門からなり、合計ポ
イントを競う。

TREC全欧選手権にて、コントロール・オブ・ペースの模樣。

TREC全欧選手権での障害物クロスカントリー。
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