
キーワードはNatural and Free

外乗を安全に楽しむには、馬に乗っている「Riding」の時間だけでなく、

馬上に上がる「上馬（Mount）」と、馬から下りる「下馬（Dismount）」も大切です。

つい騎乗時の技術にばかり注目しがちですが、馬の乗り下りも、上達には欠かせない乗馬における

重要な要素のひとつ。今回はそんな「上馬」と「下馬」について解説していきます。

います。そう、「乗馬」という言葉を馬
に乗る「Riding」にも、馬の背中に上
る「Mounting」にも使っているのです。
よく考えると、これは実に不便です。
　全国乗馬倶楽部振興協会の乗馬技能

テビスカップでは最低20回
上馬と下馬を繰り返す

　地上から馬の背中に上がって馬上で
座ることを、日本語では「乗馬」と言

認定審査５級では、認定基準の第一番
目に、「乗馬、下馬ができる」とありま
す。この「乗馬」とはもちろん、「上乗
（Mount）」を意味しています。自由に
馬を乗りこなす「Riding」ができる、
という意味ではありません。
　今、日本で使われている乗馬・馬術
用語は、明治以降に欧米の用語から和
訳されたものが多く、難解な言葉、翻
訳し損ねた言葉が現在でもたくさんあ
ります。馬の背に上がる「Mounting」
を表す日本語が「乗馬」以外にないな
ら、せめて漢字表記だけでも「上馬」
にしたらどうでしょう。
　ちなみに中国語では馬上に上がるこ
とは「上馬（シャンマー）」、下りるこ
とは「下馬（シャーマー）」、「乗馬」は
「騎馬（チーマー）」です。分かりやす
いですね。というわけで本稿では、「上
馬」を用います。
　前置きが長くなりました。本題に入
りましょう。
　長時間の外乗では、トレイル上で上
馬・下馬をすることがよくあります。

文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライティング・クラブ代表）

踏み台がなくても、馬の背中に上がれますか？

第3回「上
じょう

馬
ば

（Mount）」と
「下

げ

馬
ば

（Dismount）」

PROFILE
田中雅文
「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・ライティン
グ・クラブ（FRC） 
代表。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。

外乗は自由に楽しく！

新連載！
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踏み台（Mounting block）の
代わりになるものを探そう

　皆さんは乗馬クラブでレッスンを受
ける時や外乗に出発する時、上馬のた
めに何らかの踏み台を使うことが多い
と思います。これは、馬や馬具に負担
をかけないよい方法です。しかし外乗
に出た先では、踏み台がないのが普通
でしょう。そこで必要なのが、踏み台
に頼らずとも上馬する練習です。
　まずは、まわりに木の切り株や大き
な石など、踏み台代わりになるものが
ないか探しましょう。何も見当たらな
いなら、斜面を利用します。馬を低い
ほうに立たせて上乗するのです。何も
平らな地面から、苦労して馬上に上が
ろうとすることはありません。
　これらの上馬方法をいくら練習して

休憩や馬装を直すため、ボロの片づけ、
急な上り坂や下り坂での引き馬、疲れ
た馬の負担を少なくするため、あるい
は何らかの危険が迫ったので、急に馬
から飛び下りなくてはいけない場合な
ど、状況はさまざまです。
　私はかつてエンデュランスの選手と
して、数々の大会に出場していました。
中でも世界最高峰といわれる「テビス
カップ（※）」では競技中、少なくとも
20回は上馬と下馬をする必要がありま
す。過酷なコースなので、馬の負担を
軽減するために引き馬をしたり、給水
所や川で馬体を洗ったりするためで
す。そのたびに、下馬したはいいけれ
ど上馬に四苦八苦していては、競技ど
ころではありません。踏み台がなくて
も、誰かが馬を押さえていてくれなく
ても、サッと上馬ができなければなら
ないのです。しかも左右どちらからで
も。
　そこで私は、上乗も下馬もかなり練
習しました。ひとつずつ紹介していき
ましょう。

もうまくできないという人は、自分の
体格に比べて馬が大きすぎることが考
えられます。安全のためにも、自分の
体格にあった馬に乗りましょう。踏み
台がなくても自由に乗り下りできるサ
イズの馬です。

踏み台代わりになるものが
ない場合の脚上げ（Leg up）

　脚上げは、外乗先で切り株や大きな
石など踏み台代わりになる物が何もな
い時、誰かに足を押し上げてもらう乗
り方です。
　ライダーは両手で鞍の前

ぜん

橋
きょう

と後
こう

橋
きょう

を
しっかりつかみ、左ヒザを後ろに90度
に曲げます。補助者はライダーの左横
に立ち、曲げた左脚のスネを両手で支
えてスタンバイ。ライダーが右足で地

外乗では交差点を横断することも。写真は、馬が横断することで有名な山梨県・小淵沢の「道の駅こぶちさわ」前の交差点。ここは「アビーロード」と呼ばれる。

踏み台を使った通常の上馬。 

外乗先の上馬では、踏み台の代わりになるものを探そ
う。木の切り株や大きな石など、何かしら見つかるもの。

※テビスカップ（Tevis Cup）／1955年、アメリカ・カ
リフォルニアで始まった、世界で最初の160㎞エンデュ
ランス。シエラネバダ山中からゴールドラッシュの町オー
バーンまで、西部開拓のルートをたどる。正式名称は
Western States Trail Ride。
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面を蹴って飛び上がり、両腕の力で体
を引き上げると同時に、補助者は左脚
を押し上げます
　ライダーと補助者が、「イチ、ニー、
サンッ」と声を合わせて練習すること
が多いようですが、これだとタイミン
グが意外と合わないもの。むしろ何の
かけ声も出さず、補助者は黙ってライ
ダーに意識を集中するのがおすすめで
す。ライダーが右足で地面を蹴って体
が上に上がり始めなと思ったら、その
タイミングに合わせてライダーの左脚
を押し上げればいいのです。２～３回
練習してコツをつかめば、誰でもでき
るようになります。
　フィギュアスケート・アイスダンス
のリフトと同じです。タイミングが合
いさえすれば、男性スケーターは女性
スケーターを、片手で空中に放り上げ
ることもできるのですから。
　ただし外乗でこの方法を用いる場
合、補助者は自力で上馬しなければな
らないことは、言うまでもないでしょ
う。

馬の左側からだけでなく
右側からも上馬・下馬の訓練を

　馬には、左右どちらからでも上馬・
下馬できるように練習しましょう。ラ
イダーだけでなく、馬も訓練が必要で
す。人を右側から乗せたことのない馬
は、人が右側に立ってアブミに足をか
けただけで驚き、暴走することもあり
得ます。
　なお左腰に刀を差していた日本の侍
は、刀が邪魔にならないよう、馬の右
側から上馬・下馬していたそうです。

危険を感じてとっさに
下馬する際の方法

　外乗中は、何らかの理由で馬から
サッと飛び下りなければならないこと
もあります。馬がバタついて危険を感
じた、湿地帯にはまった、崖から落ち
そうになった、馬が肢を滑らして転び
そうになったなど、あらゆる状況が考
えられるでしょう。
　そんな時、皆さんはどうしますか？

通常、乗馬クラブで習う下馬の手順は、
１. 右のアブミを脱ぐ
２.  右脚を馬の尻越しに馬体の左に回
し、背中に腹ばいになって体重を
支える

３. 左のアブミを脱ぐ
４. 両足をそろえて飛び下りる
と、４段階のプロセスだと思います。
ですが、緊急で下馬しなければならな
い時、仮に２と３を同時に行ったとし

馬には右側からも乗る訓練を。このライダーは、斜面
を使って上馬しようとしている。

①左脚を後ろに90度に曲げ、補助者にスネの部分を両手で支えてもらう。

③十分な高さになったら、ライダーは右脚を馬の尻越しにまわす。
　馬の尻を蹴らないように注意。

②勢いをつけて右足で地面を蹴るとともに、両腕の力で体を引き上げる。
　補助者はそのタイミングに合わせて、ライダーの左脚を押し上げる。

④静かに馬上に座る。

脚上げ（Leg up）のやり方
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ても、まだ３段階のプロセスがありま
す。これでは間に合いませんね。では、
どうすればいいのでしょう？
　まずは両方のアブミを同時に脱ぐ、
あるいは前方に危険を察知した段階で
あらかじめアブミを脱いでおきます。
次の瞬間、鞍の前橋で体重を支えなが
ら両足を思い切ってスイングして後ろ
に跳ね上げ、馬体の左右どちらか安
全なほうに飛び下りるのです。「イチ、
ニー、サンッ」ではなく、「イチ」です
べての動作を行いましょう。
　両脚を後ろに振り上げる際、上体を
思い切って前に倒すのがコツです、足
が馬の尻に触らず、飛び下りやすくな
ります。
　もうひとつ大切なのは、できるだけ
馬体から離れた場所に飛び下りるこ
と。馬体すれすれに飛び下りると、倒
れ込んできた馬体の下敷きになった
り、足を踏まれたりすることがあり得
ます。
　上馬は、少々手間取っても誰かに手
伝ってもらっても実害はありません
が、とっさの場合の下馬は待ったなし
の真剣勝負。馬上で馬を操る技術以前
に、上馬と下馬がスムーズに、かつ楽
にできるようにしっかり練習してくだ
さい。

TRECではじっと立つこと
（Stand Still !）も審査対象に

　安全に上馬・下馬するには、馬が大
人しく立っていることが大前提。人が
指示すれば馬は動かず、いつまでも
じっと立っているのが理想です。
　野外騎乗の審査競技である「T

ト レ ッ ク

REC」
や「C

コ ン ペ テ ィ テ ィ ブ

ompetitive T
トレイル

rail」には、上馬・
下馬に加え、馬がじっと立っていられ
るかの審査も、競技の一部に含まれて
います。海外で広く行われているこれ
ら野外騎乗の競技については、今後の
連載でご紹介します。

INFORMATION
FRC小淵沢の裸馬騎乗会、クリニック
当連載筆者・田中雅文氏の裸馬レッスン、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
も併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

③静かに着地。馬の体に近づきすぎないように注意。

②脚をまわしてすばやく下りる。馬の尻を蹴らないように注意。

①両方のアブミを脱ぎ、脚を後ろに振って勢いをつける。

緊急時の下馬の方法
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