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誰もいない砂浜を、颯
さっ

爽
そう

とギャロップしたい！――外乗ファンはもちろん、

乗馬をこれから始めようという人にとっても、海岸はまさに

憧れの外乗フィールドと言えるのではないでしょうか。そこで今回は、

海岸での騎乗について考えます。日本でも馬に乗れる場所は、いっぱいあるんですよ。

乗馬をすることは、そう簡単でないの
が現状です。
　なぜなら、馬をのびのびと走らせる
ことのできる浜辺が、年々減っている
からです。私が国内外乗を熱心に行っ
ていた80年代前半、ホームグランドに
していた千葉県の九十九里浜を例に挙
げましょう。
　九十九里浜は房総半島の太平洋岸
に、全長66kmにわたって伸びる海岸

かつては九十九里浜で
海岸外乗を楽しんでいた

　馬に乗ったことがない人でも、松平 
健主演の時代劇「暴れん坊将軍」や、
さまざまな映画に出てくる浜辺での騎
乗シーンには、強く惹かれるのではな
いでしょうか。中には、海岸外乗がし
たいがゆえに乗馬を始めた人もいるよ
うです。
　かくいう私も、そのひとり。海岸、
特にまわりにさえぎる物のないだだっ
広いビーチでのギャロップは、“精神の
浄化”といえるほどの解放感が味わえ
ます。やみつきになるのも、無理はあ
りません。
　FRCの海外乗馬ツアーでは、南仏・
カマルグの地中海に面したビーチ、ア
イルランドの秘境・コネマラの海岸、
オーストラリアの宝島・タスマニア島
など、ビーチで騎乗が楽しめる場所に
よく行きます。
　では、日本はどうでしょうか？　日
本は周囲を海に囲まれているので、本
来は海岸外乗のフィールドに事欠かな
いはずです。ところが、国内の海岸で

です。その最南端・一
いちのみや

宮海岸で、私は
地元乗馬クラブの馬を借りて、海岸外
乗を楽しんでいました。当時は、海水
浴シーズンが過ぎると浜辺に人影はな
く、浜千鳥の群れを蹴

け

立
た

てて爽快な
ギャロップを楽しんだものです。
　ところが、85年頃になるとアウトド
アがブームとなり、ビーチには四輪駆
動車にバーベキューセットを積んだ若
者や、サーファーたちが多く訪れるよ

文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライティング・クラブ代表）

非日常の解放感と爽快感が味わえる海岸外乗

第9回 外乗のフィールド２海岸
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世界各地での外乗
歴は40年 超。オー
ストラリアでエンデュランス、英国でTREC、アメリカ
でCompetitive Trailを学び、これらの日本での普及
活動を続けてきた。エンデュランスでは2005年ドバイ、
2008年マレーシア世界選手権日本代表チームの監督
を務めた。山梨県小淵沢で外乗中心の乗馬施設「FRC
小淵沢」を運営、「裸馬騎乗会」などユニークな指導を
行なっている。著書に、日本語で書かれた唯一のエンデュ
ランス教本『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。本誌には20
年以上にわたり、さまざまなテーマで執筆を続けている。

千葉外房九十九里浜で、海岸外乗を楽しんでいた頃の筆者。馬の後方に、４本の肢による水しぶきが4つ
上がっているが、それほどのスピードを出していた。
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ようとすると、「馬が海岸にいる」と驚
いて、警察に通報する人もいるそうで
す。
　海岸利用に関するルールが確立して
いないことも、大きな原因でしょう。
　では、日本の海岸は一体、誰のもの
なのか？　それは、国民のものです。
海岸は公共物であり、誰もが自由にア
クセスし、利用できるはずです。日本
は自然災害が多いため、海外によくあ
るプライベートビーチのように、海岸
を私的に占有する開発がほとんど行わ
れてこなかったという背景もあります。
　前回は〈外乗のフィールド１〉とし
て、林道の歴史についてお話ししまし
たが（2019年３号）、林道も本来、国
民が自由にスポーツやレクリエーショ
ンに使える場所です。
　海岸に関する法律「海岸法」を紹介
しましょう。海岸法の目的について、
以下のように記されています。

この法律は、津波、高潮、波浪、そ
の他海水又は地盤の変動による被害か
ら海岸を防護するとともに、海岸環境
の整備と保全及び公衆の海岸の適正な
利用を図り、もって国土の保全に資す

うになりました。海岸の浸食を防ぐた
め、岸から水面に突き出た堤防「突

とっ

堤
てい

」を数百mおきにつくる工事が始ま
り、工事現場へと続く建設用道路には、
何台ものダンプカーが行き来するよう
にもなりました。
　かつて、ひとつの広大な浜だった
九十九里浜 一宮海岸は、突堤によっ
てズタズタに寸断されてしまったので
す。日本の海岸の中では、とても残念
な例だと思います。
　その頃から私は、外乗のフィールド
を主に海外に求めるようになっていき
ました。

日本の海岸は一体誰のもの？
ビーチで馬に乗りにくい背景

　とはいえ、全国には外乗に適した海
岸がまだまだ残っています。
　ただし、ネックになっているのが、
他の海岸利用者とのトラブルです。残
念ながら今の日本では、一般の人が馬
に対する理解を十分得ているとはいえ
ません。海水浴シーズンでなくても、
クレームにつながるケースは増えてい
ます。浜辺に馬を連れて行って騎乗し

ることを目的とする。（第一章総則、第
一条）

「公衆の海岸の適切な利用を図り」と
あるように、海岸法にはパブリックア
クセスの概念が反映されています。と
ころが、利用に関して具体的なルール
がほとんど定められていないため、既
得権を持つ人や、権限を持っていると
思い込んでいる人の裁量権が優先され
がちなのです。
　現在、私がホームグランドにしてい
るオーストラリア・タスマニアではど
うでしょう。ウミガメの産卵地や貴重
な動植物が生息する海岸では、車の乗
り入れが規制され、それらを傷つけな
いように呼びかける看板があちこちに
立てられています。国立公園に指定さ
れている海岸はさらに厳しく、レン
ジャーが定期的に見回りをして、違反
者がいないか目を光らせています。
　しかし、ルールさえ守れば誰もがい
つでも自由に、海岸外乗を楽しむこと
が可能です。ビーチが近ければ、自宅
で飼っている馬に騎乗して、遠ければ
トレーラーに乗せて、海岸に馬を連れ
ていきます。ピクニックができる施設

オーストラリア・タスマニアの海岸。馬繋ぎ場などが設置されている場所もある。
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だけでなく、馬繋ぎ場や馬の水飲み場
が用意されている場所もあり、馬乗り
にはとても便利です。
　さまざまな事情があるので、単純に
比較はできませんが、日本の海岸でも
いつか、こんなふうに乗馬が楽しめる
ようになればいいなと思います。

国内で海岸外乗が可能な場所の例

北海道
石狩海岸
浜中海岸
網走海岸

東北・北陸
相馬（福島県）
千里浜（石川県）

首都圏
三浦海岸（神奈川）
館山平砂浦（千葉県）
九十九里浜（千葉県）

関西 淡路島（兵庫県）

九州以南
玄界灘（福岡県）
石垣島（沖縄県）
与那国島（沖縄県）

油断は禁物！
海岸で外乗する際の注意点

　海岸外乗に出る際は、馬を貸してく
れる乗馬施設の方針とガイドの指示に
従いましょう。参加者の騎乗レベルに
もよりますが、ガイドの後ろについて
走るか、横に広がってもガイドを追い
越さないようにするのが、一般的な
ルールです。
　開放感からか、つい注意力が散漫に
なってしまうかもしれませんが、浜辺
の砂には用心を。非常に柔らかくて馬
の肢が埋まるような砂（ソフトサンド）
は、馬の心肺機能のトレーニングには
いいのですが、時に屈

くっ

腱
けん

が伸びすぎる
ことがあります。
　反対に、硬く締まっている砂、大型
観光バスが乗り入れられるような海岸
は、馬の肢にそれなりの負担がかかり
ます。ギャロップをしすぎると肢を痛
めることにつながるので、十分に気を
つけましょう。

一見何もない海岸にも
危険がいっぱい潜んでいる

　ゴミひとつないような美しいビーチ
にも、流木や海藻の固まりといった天
然の障害物が結構あるものです。小さ
な川が、海に流れ込んでいる場所もあ
ります。そんな場所でギャロップして
いると、馬は突然、障害物を避けるた
めに曲がったり、ジャンプすること
も！　広々した海岸であっても、漫

まん

然
ぜん

と乗っていては危険です。
　ご存知のように、波は一定ではあり
ません。波打ち際に馬を乗り入れてい
て、突然大きな波をかぶることも考え
られるので、片時の油断も禁物です。
驚いた馬が立ち上がり、ひっくり返る
こともあるのです。タスマニアのビー
チの波打ち際で落馬し、ズブ濡れに
なった旅のメンバーもいました。ウエ
ストポーチに入れていたパスポートが
水浸しになり、宿に帰ってドライヤー
で乾かしたそうです。ウエストポーチ

オーストラリア・タスマニアの海岸での騎乗。その爽快感は格別！
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のジッパーをうっかり締め忘れていた
ら、パスポートが大海に流された恐れ
も……。
　以前、山の中のトレイルで、ウエス
トポーチの中身をひとつずつ、点々と
落としていった人がいました。その後、
ほかのメンバーと一緒に逆戻りし、順

に拾っていきましたが、海では回収は
まず不可能でしょう。
　海岸外乗は、乗り手が楽しいだけで
はなく、馬にもメリットがあります。
たとえは、肢が海水につかるところま
で馬を連れていき、波に肢を洗わせる
「海漬け」。これは、競走馬の静養・ト

レーニング法として行われています。
　ライダーにも馬にもうれしいビー
チ・ライディング。馬に乗る人も乗ら
ない人も、お互いが楽しめるルールを
模索しながら、これからもっと多くの
人が気軽に、より安全に、海岸外乗の
醍醐味を堪能してほしいものです。

INFORMATION
FRC小淵沢の裸馬騎乗会&クリニック
当連載筆者・田中雅文さんの裸馬レッスン、野外騎乗やエンデュ
ランスについてのクリニックが好評開催中です。八ヶ岳南麓の外
乗もあわせてお楽しみください。

［ADD］  山梨県北杜市小淵沢町10101 FUJII STABLE内
［E-mail］ frc.kobuchizawa@gmail.com
［URL］ www.frckobuchizawa.com
［Facebook］www.facbook.com/frckobuchizawa
【 車 】中央自動車道［小淵沢IC］から5分
【電車】 JR中央線特急で［新宿駅］から［小淵沢駅］まで2時間。 

駅からタクシー5分

アイルランド・コネマラ。大西洋に面した海岸で、ギャロップを楽しんだ。

地中海に面した南フランス・カマルグ。潮風が気持ちいい。
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