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オーストラリア
首都特別地域

息を飲むほど美しい海岸に、大スケールの自然、
固有の動植物、洗練された街並みと多様な文化。
オーストラリアはさまざまな魅力にあふれているが、
馬乗りにとってさらにうれしいのが、
気軽に乗馬が楽しめる点。
日本にもアメリカにもヨーロッパにもない、
その自由で素朴であたたかな風を馬上で受ければ
いつしかこの広大な大地のトリコになるはず。

AUSTRALIA　オーストラリア　DATA
正式名称／オーストラリア連邦 　Commonwealth of Australia
首都／キャンベラ
面積／ 769 万 2,024㎡（日本の約 20 倍・アラスカを除く北アメリカとほぼ同じ）
人口／約 2,405 万人（2016 年 3 月）
言語／英語
通貨／ 1 オーストラリアドル≒86.4 円（2016 年 12 月 12 日時点）
時差／時差：3 つの時間帯があり、東海岸：＋1 時間、中央部：＋30 分、西部：−1 時間
日本からの飛行時間／成田空港からシドニーまで約9.5時間、ゴールドコーストまで約8.5時間、
ケアンズまで約 7 時間

歴史とメンタリティに彩られた

オーストラリア
独自の馬文化
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外乗派日本人ライダーを
トリコにする馬大陸

　私とオーストラリアとのつながりは、80年
代半ばまでさかのぼる。通訳・翻訳とコ
ンサルティング会社の経営者として、東京
とシドニーに事務所を持ち、10年間にわ
たって日豪間を行き来する日々を過ごし
た。そのうち７年間は、タスマニア州の
駐日代表業務を兼任している。
　オーストラリアにいる時は、暇を見つけ
ては馬に乗りに行った。シドニーの日本人
会で乗馬サークルを作り、週末ごとに仲
間と外乗を楽しんだこともある。乗馬施設
や馬の牧場はどこもフレンドリー。気楽に
馬に乗れたことも、そうした活動に拍車を
かけた。
　95年に仕事をセミリタイアし、FRCの活

動を始めた。フランス、スペイン、英国、
アイルランド、アメリカ、ハンガリー、モン
ゴルなどあちこちへ行ったが、オーストラリ
アは常に、FRCの海外活動の中心だ。
通常の外乗に加え、エンデュランス普及
のための講習会を開催。大会へは仲間
とともに何度も出場している。
　FRC小淵沢（山梨県）では６頭のア
ラブ馬を管理しているが、全頭オーストラ
リアからやってきた。皆よい馬で、会員の
方には八ヶ岳南麓の外乗やエンデュラン
スを楽しんでもらっている。中でも10歳に
なるフリーダム・ビスコッテイ号は2016年９
月、長野飯綱高原で開かれたエンデュラ
ンス全日本選手権で優勝。地元・八ヶ岳
大会では３連覇という快挙だ。
　ここまで私がオーストラリアを「ひいき」
するのは、FRCを始める前からこの国と

縁が深かったから、という点はある。しか
し、外乗が好きな日本の馬乗りにとって
オーストラリアは、特に親しみやすく魅力
的な場所だというのも、大きな理由となっ
ている。
　

歴史的背景を知ると
乗馬はさらに興味深く

　オーストラリアは英語圏にあり、治安もよ
く、小学校から日本語の授業があるほど、
とても親日的な国だ。羽田空港からシド
ニーまでの飛行時間は約９時間30分。
しかし日本との時差は30分〜１時間とわ
ずかなので、体に負担がかかりにくい。
長期休暇をとりにくい方でも、快適な旅が
楽しめるだろう。
　美しい海や固有の自然の中、さまざま
なアクティビティーが体験できる”アウトドア
天国”として知られているが、乗馬もその
ひとつ。ただ、オーストラリアの乗馬事情
はアメリカともヨーロッパとも違う、独自のも
の。それを知るうえでポイントなるのが、
歴史的背景である。

  乗馬は庶民のスポーツ

　ヨーロッパやアメリカとオーストラリアでの
乗馬は、一体何が違うのだろうか？　以
下はあくまでも私見だが、述べていこう。
　たとえば英国の場合。英国は日本とは
比較にならないほど乗馬人口が多い。英
国の乗馬人口は240万人で、人口6000
万人に対して４％を占める。日本の乗馬
人口は、総人口１億3000万人のうちわず
か0.05％の７万人だ。
　英国のライダーの乗馬歴は、子どもの頃
にポニークラブへ通うことから始まり、誰も
が気軽に乗馬を楽しんでいるように見える。
しかし実のところ、英国における乗馬は
“貴族のスポーツ”。乗馬の最大スポンサー
は競馬と同じく英国王室で、労働者階級
にとって身近なスポーツとはいいがたい。
　アメリカは言わずと知れた馬大国で、
乗用馬の頭数は世界一。多くの人が乗
馬に親しんでおり、映画の影響からか、
カウボーイやカウガールに憧れる人はたく
さんいる。しかし、実際には乗馬は、“お
金持ちのスポーツ”。
　ハリウッドのセレブや政官財のトップ、
歴代大統領には、自分の馬牧場を持っ
ている人が少なくない。元ニューヨーク市
長マイケル・ブルームバーグの娘、ロック

本誌連載でおなじみの田中雅文氏は、海外乗馬ツアーの同好会である
フリーダム・ライディング・クラブ（FRC）の代表を務めている。
世界各国さまざまな国に赴き、乗馬ツアーを実施しているが
最も頻繁に訪れている国は、オーストラリア。
中でもタスマニアでの乗馬ツアーは、かれこれ20年も続いているという。
なぜそこまで惹きつけられているのか。その魅力と背景について語ってもらった。

歴史とメンタリティーに彩られた

オーストラリア
独自の馬文化

ヨーロッパともアメリカとも違う

写真・文＝田中雅文　参考＝オーストラリア政府観光局、外務省
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スター ブルース・スプリングスティーンの娘
など、大富豪の子女が乗馬メディアを賑
わせているのを見れば、その意味が分か
るだろう。
　ではオーストラリアの乗馬はというと、と
ことん“庶民のスポーツ”と言える。
　というのも、オーストラリアには英国や他
のヨーロッパの国々のような皇室文化がな
い（実際には立憲君主制で、オーストラ
リア元首はイギリスの女王・エリザベス２
世）。　
　日本の約20倍という広大な国土に比べ
て人口が少なく（約2400万人で日本の約
６分の１、アメリカの13分の１）、経済規
模が小さいため、事業で成功してもアメリ
カほどの大富豪がいない点も、乗馬文化
に影響を与えているだろう。

  独特のメンタリティー

　オーストラリア人のメンタリティーもまた、
馬・乗馬文化を語るうえで無視できない。

　元はアボリジニが暮らすこの大地に、
英国のジェームズ・クック船長がたどり着
いたのが1770年。英国の刑務所の過密
状態とアメリカ独立による混乱への解決
策を名目に1788年、1500人のうち流刑囚
が半数という船団がシドニー湾に到着し
た。
　1790年代初頭からは一般の入植者が
やってくるようになったが、1868年に流刑
囚の輸送が終わるまで、およそ16万人の
男女流刑囚がオーストラリアに入植。そ
の生活は非常に過酷なものだったという。
　囚人のほか兵士や冒険心に満ちた移
民が次 と々入植したが、厳しい自然環境、
治安の悪化や権力闘争、反乱などが勃
発。そうした歴史を刻む一方で、人々は
助け合い、よりよい国にすべく力を合わせ、
現在のオーストラリアを造ってきたのだ。
　そうした過去があるからか、オーストラ
リアには連帯感と平等意識が強く、権威
を嫌う反骨精神の塊のような人が多い。
　オーストラリアにおける乗馬は貴族や一

部の富裕層のスポーツではなく、庶民の
もの。たくさんの人々が普段着で、気軽
に楽しんでいる様

さま

が見られるはずだ。

「オーストラリアは、

私にとって特別な場
所です」オーストラリアに住むジェレミー（写真中央）宅の敷地内で、ビール片手に気

楽に外乗を楽しむ。こうしたことができるのも、私有地ならでは（公道ではやり
ません）。筆者（写真左）が乗っているのは後日、日本に来たマーリン。裸蹄
で、前肢のみフーフブーツ、ロープホルターを使用していることにもご注目を。

017UMA LIFE



  オーストラリアの馬

　日本では、馬は馬房に入れるもの、と
いうのが常識だろう。しかしオーストラリア
の馬は、昼夜問わず放牧されているケー
スが大多数。仲間とともに、広い草地を
走り回らせている。馬房に入れることはほ
とんどない。というより、馬房を持っている
馬主のほうが少ない。「あんなに狭い馬
房に入れて、かわいそう」という考え方も
あるようだ。
　自分の敷地で馬を飼う人が多く、コスト
も安い。家族で馬の世話をし、自分たち
で調教する。まさに家族の一員。
　そのため、子どもの時から裸馬に乗り、
遊ぶように乗馬を覚える。自由に乗れるよう
になると、親が最初の鞍を買ってやるという。
　なんとも、うらやましい環境だ。

  ストックマンの伝統

　オーストラリアは酪農国家として、仕事で
馬を使い続けてきた。今でも馬で羊や牛
を追うストックマン（stockman）がたくさん
いる。ストックマンとは、言わばオーストラリ
アのカウボーイだ。彼らは馬で羊や牛を追
いながら長距離を移動し、国を造ってきた。
　アメリカの「テビス・カップ」と並び称
されるエンデュランスの全豪選手権「トム・
キルティー」は、１日160㎞を走る過酷な
レースとして知られているが、ストックマン
魂をたたえる文化事業でもある。
　優勝者に与えられるゴールド・カップは、
普段はクイーンズランド州にあるストックマン
の 殿 堂（Australian Stockman’s Hall 
of Fame）に飾られる。完走者に与えら
れる銀のベルトバックルには、馬で旅するス
トックマンが描かれている。

上：ジェレミーの家の庭では馬のほか、牛も飼っている。
日本の馬乗りには夢のような環境だろう。
左：ジェレミーが使っているのが、象の耳のようなヒザ当
てが付いたストックサドル。“落馬したくても落ちない鞍”
だとか。

左：オーストラリア『OUTBACK』誌上にある「AKUBRA」の広告。
右上：エンデュランス全豪選手権トム・キルティーの完走者に与えられるベルトバックル。馬で旅するストックマンが
モチーフ。筆者が2003年に南オーストラリア州の大会で獲得したもの。
右下：オーストラリアを代表するブランド「アクーブラ（AKUBRA）」のハットをかぶる男性。100年以上の長い歴
史を持つ、ストックマン御用達のハットだ。

オーストラリア人の心に住む
『The Man from Snowy River』と『Walzing Matilda』

　オーストラリア南東部のビクトリア州やタスマニアの山岳
地帯で馬に乗っていると、アメリカやヨーロッパから乗馬に
来た人に会うことがある。なぜオーストラリアに乗馬に来た
のかと尋ねると、「映画『The Man from Snowy River

（ザ・マン・フロム・スノウィ―・リバー）』を見て憧れたか
らだ」という人が多い。ビクトリア州の山岳地帯を舞台に、
開拓時代の人と馬の交流が美しく描かれた映画だ。
　原作はオーストラリアの国民的詩人バンジョー・パターソン

（Banjo Paterson）のバラード（長編詩）だ。
　バンジョー・パターソンは、オーストラリアの事実上の国
歌とも言われる民謡『ワルツイング・マチルダ （Waltzing 
Matilda）』の作詞者でもある。
　これらについて詳しく解説するスペースはないので、ぜひ
インターネットでも検索していただきたい。オーストラリアの
新たな一面が垣間見えるはずだ。

1：『The Man from Snowy River』の
ページ。イラストはOUTBACK ARTIST 
HUGH SAWREY。
2：「The man from snwy river」はカー
ク・ダグラス主演で映画化。邦題は『ス
ノーリバー 輝く大地の果てに』。1888
年のオーストラリア西部を舞台にした青
春アドベンチャーロマンで、全米、全豪
で大ヒットを記録。残念ながら日本語字
幕版は入手困難の模様。英語版の中
古ビデオやDVDでお探しを。
3：バンジョー・パターソンの孫たちがま
とめた 詩 集『THE BANJO’S best-
loved poems』（A.B.PATERSON）。
4：オーストラリアの事実上の国歌と言わ
れる『ワルツイング・マチルダ （Waltzing 
Matilda）』のページ。
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