
乗馬の基本は
実はすっごく
シンプル！

受身の重要性
2016年4号から、当初は数回の予定で始めた本連載。
おかげさまで12回も続きました。読者の皆様からの反響は期待を
はるかに上回るものであり、筆者が山梨県・小淵沢で開催している
「裸馬騎乗会」には、海外からの参加者を含め多くの方々に
お越しいただきました。本当にありがとうございます。
最終回は、受身や首を鍛える重要性について解説します。

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

文・写真＝田中雅文

 これまでの“非常識”おさらい
キモは「騎座をつくること」

まずは、本連載で紹介した６つの“非
常識”な上達法をおさらいしましょう。

◆馬に乗れる体をつくろう→馬上のレッ
スンより地上のエクササイズ
◆馬の動きを頭で理解しよう→「体で覚
えろ」は無理
◆裸馬に乗ろう→馬の動きを感じる最高
の練習法
◆脚を使うな→騎座ができるまで、脚は
適切に使えない
◆コブシを忘れろ→初心者は手に意識
がいくと、他がおろそかに
◆姿勢はどうでもいい→騎座ができるま
で、よい姿勢は取れない

１回目から通して読んでいる方は、連
載タイトルの右肩にある「乗馬の基本は
実はすっごくシンプル！」の意味もお分りい
ただけたと思います。
私が一貫して提案してきたのは、実は

ひとつとだけ、「まずは騎座をつくろう！」
です。「騎座ができる」とは、乗り手であ
るあなたの腰が馬の背中と一緒に動くと
いうこと。そのためには、馬の動きを感じ

取ることが必要です。しかしそれが感じ
られないなら、初めは頭で理解し、体に
感覚として落とし込むのです。
それでもできない場合は、柔軟性が欠

柔道の受身ができると乗馬の上達は早くなる！

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。

けているなど、ライダーの体に問題がある
と考えられます。地上でエクササイズに取
り組むことが必要です。

鞍なし（裸馬パッドのみ装着）、頭絡なし（無口にリード１本）で森の中を駈歩。海外からのゲストにも好評な練習。

最終回

第12回

「乗馬クラブに何年通ってもできなかったことが、1回のレッスンでできるように
なった」
「目からウロコどころか、世界がひっくり返るくらいの感覚」
「この連載を読んでレッスンを受け、乗馬クラブのインストラクターの言うこと
が初めてよく分かった」

本連載に寄せられた受講者のコメント
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目からウロコの“非常識”上達法

 ライダーなら柔道や合気道の
「受身」を覚えてほしい

最終回の“非常識”は、「『受身』を
覚えよう」です。そう、柔道や合気道で
習う、あの「受身」です。
連載の第１回で、私は以下のように書

きました。

「私は高校や大学の馬術部にいたわけ
でも、日本の乗馬クラブで乗馬を学ん
だことも、ありません。私に馬の指導
者がいるとすれば、長年、馬の旅を一
緒にしてきた世界各地の馬乗りたちで
す。モンゴルの遊牧民、オーストラリア・
タスマニアのストックマン、アメリカ・ワ
イオミングのカウボーイ、ハンガリー大
平原の牧童たちといった人々なのです」

私が乗馬を始めた頃は、主に海外で
勝手に外乗を楽しんでいました。でもある
時、乗馬のレッスンを受けてみようと思い
立ち、国内で乗馬クラブを探したことがあ
ります。30年ほど前、30歳台半ばの頃
です。
あいにく納得のいくところが見つから
ず、結局どの乗馬クラブにも通うことなく
乗馬歴は40年を超え、今日に至っていま

す。
その理由のひとつとして、私がいくら受
身の重要性を伝えても、当時の日本の乗
馬クラブは取り合ってくれなかったからで
す。というのも私は国内外で外乗中、何
度か危ない落馬を経験しました。受身を
知らなかったら生きていなかったか、また
は車椅子生活か……。
だからこそ、日本の乗馬クラブには受
身の重要性を理解し、お客に受身の練

習を奨励してほしかったのです。

 今では競馬の騎手も受身の
練習を行なうように

私は乗馬を始める前、高校の部活で
柔道をやっていました。柔道ではまず、
受身を徹底的に練習します。有段者となっ
て黒帯を締めるようになっても、ウオーミン
グアップを兼ねて必ず受身の練習を行な
います。

20年以上前、私が内蒙古の草原で前回り受身を実演した時の１枚。

完全な裸馬に、ネックロープだけでの騎乗。モデル＝塚本真由美とフリーダム・ザーラ
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1：頭を地面などにぶつけないようにする

2：衝撃のかかる面積を大きくする

3：衝撃を時間をかけて受け止める

◆受身の原則

やってみると意外と簡単な裸馬駈歩。
手に物を持って乗る練習。コブシに頼らず独立した騎座をつくる効果的な練習。ただし、
馬が「物」に驚かないよう、まずは馴致してから。

柔道の受身は相手に投げられた際、
体を守るために取るものですが、体が落
下する高さはせいぜい人の身長。体が
叩きつけられるのは畳の上。本格的な道
場なら、床の下に衝撃を吸収するスプリ
ングが入っている場所もあります。
一方、乗馬で落馬する状況はどうで

しょう。馬場内の柔らかい砂の上にゆっ
くり落ちるだけでなく、ジャンプしてさらに
落差のある場合や、外乗中にスピードが
出た馬から固い地面に叩き落とされること
だってあります。その衝撃は、柔道で投
げられた時の比ではありません。
ライダーが落馬の際に受ける衝撃につ
いては、連載第６回で詳述しました（本
誌2017年 1号82ページ～）。
本誌の前身『乗馬ライフ』でも、落馬

やそれに備えるため、受身の重要性を説
く特集が何回か組まれました（2009年12
号vol.191「落馬に備える」・2010年12
号vol.203「落馬対策とその後のケア」）
その頃から日本の乗馬業界において、
落馬に対する意識が変わってきたように
思います。エアバッグ付きジャケットも一般
的になりました。競馬の騎手が受身の練
習を始めたのも、影響しているでしょう。

 受身ができると
乗馬の上達が早くなる！

受身は、落馬時に自らの身を守る術と

なります。でも受身のメリットは、実はそれ
だけではありません。乗馬の上達を速め
ることにもつながるのです。
ライダーが落馬の恐怖を意識すると体
がこわばり、視線は一点を凝視するよう
に固定され、呼吸は詰まるか浅く速くなり
ます。そんな状態に陥ると、馬も緊張し
て興奮します。結果、ライダーは馬のコ
ントロールどころではなくなり、落ち着いた
時なら簡単にできることもできなくなってしま
うのです。
突然ですが、ここで問題です。なぜス

ズメは風に揺れる電線の上で、平気で
眠れるのでしょうか？　答えは、「ずり落
ちたら飛べばいい」と知っているから。
同様に乗馬でも、ライダーに「落馬し

てもケガしないぞ」という自信があれば、
緊張せず馬に乗ることができるというもの
です。
繊細な感覚の持ち主である馬は、乗り

手の精神状態に敏感に反応します。安
定した精神状態は馬に伝わり、その動き
もリラックスしたものになり、ひいては上達
を速めことになるのです。

 手軽にできるエクササイズ
首をしっかり鍛えよう

受身に加え、首の筋肉を鍛えることも
非常に大切です。
頭はヘルメットで、背中はボディープロ

テクターやエアバッグ付きジャケットで、あ
る程度は守れます。受身を習得していれ
ばなお安心です。しかし、いくら装備を
整え受身をマスターしても、十分とは言え
ません。
たとえば背中から落馬した場合、あご

を胸に引きつける首の筋肉が弱かったら
どうでしょう。後頭部を、したたかに地面
に打ちつけてしまいます。頭から落下し
て首をひねるような力が加わった場合、ケ
ガの程度を決めるのは首の筋肉です。
映画『スーパーマン』の主演俳優で

ある故・クリストファー・リーブは、落馬事
故で頸

けい

椎
つい

を損傷。全身にまひが残り、車
椅子生活を余儀なくされました。乗馬は、
“スーパーマン”からも体の自由を奪うよ
うなリスクスポーツだということを、わきまえ
ておくべきです。もしもの時にケガを軽減
させるためにも、受身とともに日頃から首
の筋肉も鍛えておきましょう。そこで、時
間も場所も取らず、手軽にできる首の強
化法を、右ページでご紹介します。

＊ 　 ＊ 　 ＊ 　 ＊

これまで長らくのご愛読ありがとうござ
いました。今後は新たな連載「裸馬で
野山を駆けよう！」（仮題）がスタートす
る予定です。馬という動物をよりよく知り、
安全で楽しい乗馬を楽しむためのヒントを
お伝えしていきます。ご期待ください。

柔道の前回り受身
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目からウロコの“非常識”上達法

1：仰向け、うつ伏せ、横向き、
いずれか状態で横になり、
ベッドなどの端から頭を出し
ます。

2：首を上に引き上げ、もとの位
置に戻します。

3：何回でも楽にできるようになっ
たら、自分の頭を誰かに上か
ら軽く押してもらい、負荷を
かけましょう。より効果的な
練習になります。

◆首の上げ下げ

1：片手か両手を額や後頭部、側頭部に
あてがい、体の中心に向かって押し
ます。たとえば手を後頭部にあてた
ら、前方に力をかける要領です。

2：手で押される力に抗うように、首の
力を使って反対方向へ押し戻します。
その状態のまま約10秒間静止。他
の部位でも同様に行ないます。

※ ちなみにアイソメトリックストレーニングとは、筋肉を
収縮させず、筋肉の長さを変えないので、アイソ（同
じ）メトリックス（長さ）運動と呼ばれます。

※ 無理にエクササイズを行なうと、首を痛める場合があるので、十分ご
注意ください。痛みが出た場合は自己判断をせず、すぐに専門医の診
察を受けてください

◆首のアイソメトリックス・トレーニング

［ADD］山梨県北杜市小淵沢町10101 
FUJII STABLE内

［Email］frc.kobuchizawa@gmail.com
［URL］www.frckobuchizawa.com
［Facebook]  www.facbook.com/frckobuchizawa   
［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
I n f o r m a t i o n

モデル＝塚本真由美

仰向けに寝て頭を上げ下げ。一番大切な練習。

うつ伏せになって頭を上げ下げ。

横むきに寝て頭を上げ下げ。反対側も行なう。

前に押す

横に押す。

後ろに押す

首で押し戻す力

手で押す力

077UMA LIFE


