
乗馬の基本は
実はすっごく
シンプル！

脚を使うな
今回から、新たな３つの非常識である
「脚を使うな・コブシを忘れろ・姿勢はどうでもいい」を
紹介していきます。まずは、「脚を使うな」についてです。
乗馬にとって脚は、コブシ、姿勢とともに大変重要な要素。
にもかかわらず、なぜ私は脚を使うなといっていると思いますか？

「目からウロコどころではなく
世界がひっくり返るくらいの感覚」

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8回

文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライディング・クラブ主宰）

 大人になって乗馬を始めた人は
上手に乗れなくて当然

「馬の背に乗り、広大な草原や美しい
海岸を、風を切って走りたい」という夢を
抱いて乗馬を始めたのなら、狭い馬場で
レッスンを受け続けるのはやめましょう。
脚、コブシ、姿勢などについて指導員

からいくら指摘されてもうまくいかず、「大
草原の風」や「暴れん坊将軍」になる
のはとうてい無理だと、あきらめていませ
んか？　年のせいなのか、運動神経が
ないからなのかと、悩んでいませんか？
その必要はありません。
大人になってから、つまりバランス系ス

ポーツの“学習限界年齢”をすぎてから
乗馬を始めた人は、乗馬クラブに通って
ただひたすらレッスンを受けても、簡単に
乗れるようにはなりません。乗れないのが、
当たり前なのです。
ですから、無理に「できないこと」を
続けるのではなく、方法を変えてみてくだ
さい。

本連載では、“非常識”といわれるで
あろう3つの乗馬上達法について解説し
てきました。
これらは、私自身が 40 年以上にわたっ
て世界各地で馬に乗り、またFRCの活
動でおよそ20 年間、日本の大人の馬乗
りたちを世界の馬の旅へと案内していく
中で、考案したものです。
馬と一緒に動ける体をつくり、馬と一緒

に動く感覚を身につけましょう。とはいえ
感覚は、突然発達するものではありませ
ん。まずは頭で理解してください。すると、

騎座ができていなければ脚は使えない

◆馬に乗らずに乗れる体づくりをする
◆体で覚えようとせず、頭で理解する
◆裸馬に乗る

３つの“非常
識”

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。

感覚も次第に磨かれていきます。
初級段階の騎乗練習法としては、「裸

馬騎乗」に勝るものはありません。
バランス訓練としてよく行なわれる、「ア

ブミ上げ」をしている方も多いと思います。
裸馬騎乗は究極の「アブミ上げ」です。
そもそもアブミがないのですから。
そのうえで乗馬クラブの指導員からレッ

スンを受ければ、以前はできなかったこと
が、嘘のようにできるはずです。お金と時
間の節約になりますし、指導員のイライラ
も解消して、人間関係もよくなるでしょう。

「小淵沢での裸馬レッスン
後、いつものクラブに行き、
乗り慣れた馬に乗りました。
これまで反撞をいかに抜く
か、ということばかりに気を
取られていたのですが、『馬
の動きが分かれば座れるよう
になる』という田中さんの言
葉を思い出し、股関節を馬
の動きと素直に合わせる意
識で騎乗。すると、前回ま
では座れなかったのに、楽々
乗れるようになったのです」

裸馬体験談
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目からウロコの“非常識”上達法

 馬の動きとライダーの動きが
一致していないと……！

今回から数回にかけて、さらに効果的
な“新・非常識”上達法について紹介
していきます。

以上３つの非常識のうち、まずは「脚
を使うな」についてです。なぜ私は、こ
んな非常識なことをいっていると思います
か？
実は「脚を使うな」の前には、「乗馬

の基礎として、騎座ができるまでは」とい
う枕詞がつきます。
騎座ができていなければ、脚を使おう

としても上手く使えないからです。無理し
て使っても、馬は思うように動きません。
動かないだけでなく、ライダーに反抗し、
人馬の信頼関係が損なわれます。調教
も壊れて、上達をむしろ遅くすることにも
なるのです。
ここでいう「騎座ができる」とは、一

体どんな状態でしょう？　騎座＝「seat」
だと、よくいわれます。「騎座の安定」「柔
軟な騎座」という表現も、たびたび耳に
すると思います。
「騎座ができる」とは、「ライダーの腰が
馬の背中と一緒に動くかどうか」、つまり
「人馬一体への第一歩ができているか」
という意味です。
騎座ができてないと、常歩をしっかりさ

せることはできません。騎座が不安定で
あれば、速歩の際、ライダーの体は激し
く突き上げられます。硬直した騎座で駈
歩をすれば、落馬の危険があります。馬
の動きとライダーの動きが一致していない
のですから、脚をコントロールして使うどこ
ろではないのです。

 馬の背中の動きに
自分の腰の動きを同調させる

騎座ができていない段階で、指導者に
「脚、脚！」といわれ、必死で脚を使い、
馬の腹を蹴っても、馬は思うように動きま
せんよね。馬は脚力で動かすものではあ
りません。まして腹を蹴るなど論外です。
馬の身になってみてください。
たとえばあなたが、誰かを背中におぶっ

ているとしましょう。背中に乗るのは、疲

れたので歩きたくないという人です。あな
た自身も疲れているけれど、がんばって
おんぶして歩いています。そこは急な坂
道かもしれません。
そんな時、背中の人があなたのお腹を
蹴ったら、どう思いますか？　「こっちは
大変な思いをしておんぶしているのだか
ら、下りてくれ！」といいたくなるでしょう。
無理やり下ろそうとするかもしれません。
馬だってそうなのです。
馬を動かすのに、脚で腹を蹴る必要

はありません。馬の背中の動きに、ライダー
の腰の動きをシンクロ（同調）させ、そ
の動きを増幅、減衰することによって馬を
コントロ―ルするのです。それができるよ
うになって、初めて脚が使えます。
騎座ができるようになるには、当然のこ

とながら個人差があります。２、３回練
習しただけでできる人もいれば、10 年やっ
てもできない人だっています。この差は何
かというと、　体の柔軟性、主に背骨と骨
盤、股関節の柔軟性からきています。
馬に乗れる体づくりがいかに大切か、

お分かりいただけると思います。
ぜひ、これまでの連載で紹介してきた

エクササイズを実践してください。

◆脚を使うな
◆コブシを忘れろ
◆姿勢はどうでもいい

３つの“新・非
常識”

馬は脚では動かない。安定した騎座で重心に座り、バランスとリズムで動かす。練習には裸馬が一番。
モデル＝塚本真由美とフリーダム・ザーラ（右）、フリーダム・スカイ（左）
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 馬の動きを頭に叩き込み
実際体に覚え込ませる

自分が騎乗している馬が常
歩をしている時、左右の後肢
がいつ地面を踏んでいるか、
最初は分かりにくいと思います。
指導員から左か右かを問わ
れ、実際の動きとは逆に答えて
しまった方もいるのではないで
しょうか。
ここで、「知識」の出番です。
馬の動きが体で感じられないな
ら、まずは馬の動きを頭でしっ
かり理解し、自分の腰が一緒
に動くように練習していきましょ
う。
常歩が、「左後→左前→右

後→右前」の順番に動くことを、
思い出してください（103 ペー
ジ参照）。馬の前肢は、肩の
動きで分かります。左右どちら
の前肢が動いたかは、乗って
いて確認できるでしょう。
左前肢が出たということは、

その直前に左後肢が前に出たということ
です。ここで、「左、左、右、右」と、
動きに合わせて唱えてみてください。その
際、馬にできるだけ大きく、ダイナミックな
常歩をさせるようにするのがポイントです。
この練習を繰り返しているうちに、馬の
後肢がいつどうように動き、地面のどの
あたりを踏んでいるのかが、次第に分か
る（感じられる）ようになってきます。する
と、あなたの脚は馬体に沿って自然と下
に垂れ、ムダな力が抜けます。左右に揺
れる馬の腹とともに、ユラユラと揺れるよう
になってきます。
ここまできて、ようやく脚を使えるように
なるのです。
馬術で重要な脚を自由に使えるように

なるために、初歩段階であえて「脚を使
うな」という意味が、理解できたでしょう
か？
次回は、新３つの非常識のうちの「コ

ブシを忘れろ！」についてお話します。
お楽しみに！

馬の動きが体で感じられないなら、まずは馬の動きを観察し、頭でしっかり理解することが必要。

せっかくおぶってあげているのに、背中に乗る人が横柄な態度を
とったら……？　感じることは、馬だって同じ。
イラスト＝中井正裕
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目からウロコの“非常識”上達法

［ADD］山梨県北杜市小淵沢町10101 
FUJII STABLE内

［TEL］090-3048-8828　［FAX］045-543-2624
［Email］frc.kobuchizawa@gmail.com
［URL］www.frckobuchizawa.com
※新たにホームページがオープンしました！   
［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

当連載筆者・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

ケンタウロスになろう！

馬体を、自分の下半身として感じられることを目指す

騎座ができてないのにやみくもに脚を使うと、上達を妨げることに。自分の腰と馬の背中が一緒に動き、
安定して快適に座れるようになるには、体の柔軟性が欠かせない。写真は、馬上での柔軟体操の一例。

❷

❶

❹

❸

常歩（4拍子）

数字の「8の字」を
横にした動きです。

おさらい

常歩の時の
馬の動き これは、馬乗りの究極の境地です。しかし、

乗馬を始めた時に、最初から目指すべきことで
もあると思います。
馬の4本の肢を自分の肢として意識できる

ようになるには、意識を自分の2本の脚では
なく、馬の４肢に向けなければなりません。そ
のためにも、馬の都合を考えずに自分の脚を
バタバタと使ってはいけないのです。
つまり、「馬の4本の肢が自分の脚だ」とい

う感覚を目標とするのです。そう、まさに上半
身が人間で下半身が馬の、ケンタウロスです。
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