
乗馬の基本は
実はすっごく
シンプル！

コブシを忘れろ
前回（2017年５号）からスタートした新たな3つの“非常識”は、
「脚を使うな・コブシを忘れろ・姿勢はどうでもいい」ですが、
今回は、「コブシを忘れろ」について解説します。
コブシ（拳）は、手綱を操作するのに必要です。
手綱が馬をコントロールするための大切な道具だとすると、
それを操るコブシの重要性はいうまでもありません。
にもかかわらず、なぜ私は「コブシを忘れろ」といっていると思いますか？

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9回

文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライディング・クラブ主宰）

 騎座ができていないと
コブシは上手に使えない

乗馬クラブの初級レッスンでは、脚の
使い方とコブシについて注意を受けること
が多いと思います。指導員から、
「コブシを上げないように」
「コブシは柔らかく使ってください」
「左右のコブシの感覚はコレコレ……」

と、こんなことをいわれるのではないで
しょうか。

しかし何度注意されても、速歩になる
とついコブシが上がってしまったり、コブ
シがバタバタするため手綱を通して一定
の力をハミに伝えることができず、ハミが
馬の口にガチャガチャ当たったり……馬
は当然不快な顔をします。
「手綱にぶら下がるな」

と指摘されることもありませんか？
これも、「手綱でバランスをとるな」、す

なわち「コブシに頼るな」です。
そう、騎座ができていなければ脚と同

様、コブシも上手に使うことはできないの
です。

乗馬ビギナーが最初に目指すべきは
「騎座の確立」だということは、前回の「第
８回 脚を使うな」で述べました。
「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」、いいかえると「人
馬一体への第一歩ができている」という
意味です。

騎座ができていないのに脚をむりやり
使っても、うまくいきません。そればかりか、
馬との関係が悪くなり、むしろ上達を遅ら
せることにつながります。

コブシも同じです。いや、コブシは脚
以上に重要かもしれません。

 手だけに頼るのはNG
全身の感覚を研ぎ澄まして

コブシ（手）は、人間が人間たるた
めの重要なパーツです。手は脳と直結し

コブシにばかり意識がいくと、体がサボりがち

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。

ています。手や指で複雑な動きをしようと
すれば、脳もまた複雑に働きます。ただ、
脳が手の動きに集中すると、体のほかの
部分のコントロールがどうしてもおろそかに
なりがち。人間は、多くのことを同時には
できないのです。

感覚器官も同じことがいえます。視覚、
聴覚、嗅覚、触覚といった感覚の中で、
視覚は圧倒的に大きな役割を果たしてい
ます。試しに目をつぶって馬に乗ってみ
ましょう。それまで聞こえていなかった音
が聞こえ、感じてなかった匂いが分かり、
馬の動きもよりよく感じられるはずです。

馬の動きをよりよく感じるために、目をつぶる。
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目からウロコの“非常識”上達法

 これで上達間違いなし！
とっておきの騎座の練習法

◆騎座ができるまで
とにかく手を使わないことがポイント。手

綱を持たず騎乗し、馬の動きを体で理解
しましょう。自分の腰が馬の背中と一緒に
動くよう、動きに集中します。常歩の横８
の字の動き、速歩の際の馬体の左右の
揺れなど馬の動きがよく分からない人は、
連載第４～６回（第４回：2016 年７号、
第５回：2016 年９号、第６回：2017 年
１号）を読み直し、“頭”で馬の動きを
おさらいしてください。

乗馬クラブでこのような練習が自由にし
にくい場合は、ズバリ指導者にお願いし
てみてはいかがでしょう。調馬策で馬を
回してもらい、アブミ上げで手放し騎乗を
練習します。裸馬で練習できれば理想的
です。

◆ある程度騎座ができてきたら
ここで初めて手綱を持ちます。
大切なのは、手や腕だけで手綱を操

るのではなく、体全体、特に背中の筋肉
を使って手綱をコントロールすることです。

馬に走られてしまい、必死で手綱を引
いたけれど止められなかった、という経験

馬の動きを体全体で感じるための練習法

のある人に、地上でその動作を再現して
もらいました。すると、ほとんどの人が手
や腕だけで手綱を引いていることが分か
ります。本人は一生懸命引いているので
すが、馬に伝わるほど十分な力ではない
のです。

手綱は手と腕ではなく、背中で引きま
す。

主として使うのは、背中側にある大
だい

円
えん

筋
きん

と広
こう

背
はい

筋
きん

。大円筋は上腕骨と肩甲骨
をつなぐ筋肉、広背筋は上腕骨と背骨

（胸椎）をつなぐ筋肉です。
これらの筋肉の鍛え方については、別

の機会に紹介しましょう。

手綱を持たないバランス訓練は、「コブシを忘れる」最良の練習法。

手綱を持たず、両手を左右に広げる。 両手を頭の上で組む。 両手を胸の前で組む。
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◆手を使いにくくする方法
器用に動く手に頼らず、体全体を使っ

て手綱が引けるよう、あえてコブシに力が
入りにくくする方法があります。

古武術研究家として有名な甲野善紀
氏が提唱する、「旋段の手」です。

「旋
せん

段
だん

の手」
出典＝甲野善紀氏主宰
「松聲館」ホームページ
手と指を「旋段の手」という形にして、

前腕、上腕の筋肉群を強く拮
きっ

抗
こう

させるこ
とにより、腕を使えなくする。それにより、
初めて、背や腰、脚部の力を有効に使う
ことができる。
「旋段の手」の手の形は、まず、人差
し指を爪が隠れるくらい深く掌の中に折
り込み、中指、薬指、小指も折り込む。
このとき掌まで折り込むのは人差し指だけ
で、小指は反対に手の甲側にできるだけ
反らし、中指と薬指は自然に任せる。
最後に親指の関節を折り込んで、台

形にする。この指の形が、人差し指から
小指にかけて、ちょうど螺

ら

旋
せん

階段のように
見えるので、「旋

せん

段
だん

の手」と呼ぶのである。

「旋段の手」は、手で道具などを握っ
て行なう一般的なスポーツとは正反対で
す。

ゴルフのクラブやテニスのラケット、剣
道の竹刀をしっかり握る時、また空手や
ボクシングでコブシをつくる時は、まず小
指をしっかり握り込み、その上に残りの指
を重ねていきます。ところが「旋

せん

段
だん

の手」
は、人差し指から握り込んでいきます。

◆手綱の持ち方
では、乗馬における手綱はどうでしょう

か。
ブリティッシュスタイルの乗馬では、人

差し指から小指まで３本の指を揃えて手
綱にかけ、小指は抜いて手綱の下におき、
親指で手綱を上から押さえるよう指導さ
れたと思います。これが、世界的にスタ
ンダードとなっている手綱の持ち方です。

ここで、素朴な疑問が浮かびます。な
ぜ小指だけを外すのか……？　手綱を
引く力を大きくするならば、親指以外の４
本の指をすべて動員したほうがいいはず
です。

理由は諸説あるようですが、私は、手

だけの力に頼らず、背中など体全体で
手綱をコントロールするにはこの持ち方が
よいと、昔の人が考案したのではないか
と思います。まさに、「旋段の手」と同じ
です。

手綱の持ち方を、「旋段の手」に当て
はめてみましょう。「旋段の手」のつくり方
にのっとると、手綱にかける指は人差し指
１本だけ、もしくは人差し指と中指の２
本だけにしたほうがよさそうです。早速実
験してみました。

○�人差し指１本、または人差し指と中指
の２本を手綱にかけた場合

まずは人差し指と中指の２本から。薬
指と小指は使わず、自然と添えるだけです。

「旋段の手」の形に近づきました。
手が使いにくくなる分、体全体を使っ

て手綱をコントロールせざるを得ません。
それはいいのですが、手綱にかけた２
本の指への負担が増します。強い力で
馬に突然手綱を引かれたりしたら、指を
痛めることもあるでしょう。

手綱にかけるのを人差し指１本だけ
にすると、その負担は一層強まってしまい
ます。

「旋段の手」は、まず人差し指を
握り込み、中〜小指を螺旋階段
のように重ねていく。

通常の物の握り方。小指
から握り込んでいく。
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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
［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

◆一本手綱
普通の頭絡でハミと手綱を使うのでは

なく、無口にリードをつけた一本手綱だけ
で乗ってみましょう。

騎座ができたあなたがキチンと調教さ
れた馬に乗るのであれば、一本手綱で
コントロールすることは決して難しくないと、
実感するはずです。古来、対馬の人た
ちは、一本手綱で対州馬に乗っていた
のですから。

＊ 　 ＊ 　 ＊ 　 ＊ 　 ＊

馬術で重要なコブシを自由に使えるよう
になるために、あえて「コブシを忘れろ」
といった意味が理解できたでしょうか？
次回は、新・３つの“非常識”の最後、

「姿勢はどうでもいい」についてお話しま
す。お楽しみに！

2本の指だけで手綱を引くと、指にかかる負担が大きい。 ３本指を使ったスタンダードな手綱の持ち方。やはりこれ
が理にかなっている。

親指以外の４本の指全部で手綱を握ると、手の力だけ
に頼りがち。

FRCでは、無口にリードを１本つけただけで外乗にも出かける。

○�親指以外の指４本を
　手綱にかけた場合

手の力を最大に発揮し、手綱を引くこ
とができます。しかし、主に背中の筋肉
など、体全体でコントロールすることがお
ろそかになりがちです。

○実験結果
体全体を使って手綱をコントロールし、

しかもある程度しっかり手綱を握って引く
ことができるのは、やはり指３本。さす
がは世界的スタンダードです。

この実験は、手綱の感覚をより繊細に

味わえるというメリットもありました。
以上の結果をふまえ、ぜひ皆さんも手

綱の持ち方と体の使い方を改めて意識し
てみてはいかがでしょうか。
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