
ハンガリーに対するイメージの
ほとんどは大間違い!?

2018年６月21日から８日間、フリーダ
ム・ライディング・クラブ（FRC）は、ハ
ンガリーツアーに出かけた。「ハンガリー 
騎馬民族マジャルのルーツを探る旅」と
題したこのツアーは2008年に第 1 回を実

施、今回は６年ぶり６回目となる。ツア
ータイトルを考えたのは、ハンガリー政府
観光局の日本局長。第 1 回目を開催す
るにあたり、全面協力をしてくれた人物だ。

10年前、私のハンガリーに対する理解
は、次のようなものだった。
・ハンガリー人はもともとアジア系。ハンガ

リーという国名は、遊牧騎馬民族フン

大平原の牧童チコーシュと、屈強なノニウス種の馬。

ハンガリー固有種の水牛。

ハンガリー
騎馬民族マジャルの
ルーツを探る旅
ヨーロッパ馬の旅で忘れてはいけないのが、ハンガリー。
６回目の訪問だったが、独特の馬文化は相変わらず興味深く
街並みや食、音楽はいつ行っても素晴らしい。
さらに、この国や歴史に対する新たな発見もあり
ハンガリーの魅力を再確認する８日間となった。
文・写真=田中雅文（フリーダム・ライディング・クラブ）
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族の「Hun」に由来する。
・ハンガリー語は、日本語の親戚。
・ハンガリーは中欧で孤立した歴史的に

力の弱い国で、「非ヨーロッパ」の悲
運の民族の国。
しかしツアーを実施するうちに、日本で

得たこれらの知識はどうも違うのではない
かと思うようになった。そこで今回のハン
ガリーツアーを再開するにあたり、この国
について改めて勉強してみると、以前の
情報は大間違いであり、日本だけで信じ
られているお伽

とぎ

噺
ばなし

のようなものであること
が分かった。

・ハンガリー人の元郷は、ロシア中央部
を南北に走るウラル山脈の西側。ここ
をアジアと呼ぶには少々無理がある。
つまり、ハンガリー人はもともとヨーロッ
パ人。

・“野蛮で獰猛な遊牧民族”と呼ばれた
フン族はかつて、ユーラシア大陸に大
帝国を築いた。彼らはゲルマン人を追
い立てて西へ大移動させた。ハンガリ
ー人の祖先・マジャル族もこのフン族に
追われて西へ移動し、現在の地・カル
パチア盆地に落ち着いたのだ。

・「Hungary」と言う英語名とフン族の

「Hun」は、無関係である。
・ハンガリー語は、日本語とは似ても似つ

かないフィン・ウゴル系の言語で、フィ
ンランド語、エストニア語に近い。

・ハンガリー人の名前は、日本と同じよう
に苗字が先で名前が後（ハンガリーが
生んだ作曲家フランツ・リストのハンガリ
ー名は、「リスト・フェレンツ」）。どうや
らとある日本の新聞記者が、この程度
の類似性をもとに「ハンガリー語は日本
語の親戚だ」と書いたのが始まりらし
い。

・ハンガリーは２度の大戦で敗戦国とな
り、1956 年のハンガリー動乱でもソ連
の戦車に抑え込まれたという。こうした
歴史的背景から、日本人はハンガリー
を“中欧で孤立した力のない国”とイメー
ジしがちだ。しかし振り返ってみると、オ
ーストリア・ハンガリー二重帝国（※）に
象徴されるように、ヨーロッパの歴史に
燦
さん

然
ぜん

と輝く誇り高い人々の国である。

大平原を馬で行く。

大平原の水飲み場、井戸のツルベが目印となっており、
遠くからでもすぐに分かる。

プスタファイブと呼ばれる牧童の妙技。

大平原の移動は２頭建ての馬車で。

＊  867年から1918年まで、オーストリアとハンガリー
が対等の２国家として連合して構成したハプスブ
ルク帝国を指す（出典：世界大百科事典 第２版／
平凡社）

参考＝ 「ハンガリーと馬文化／小島亮」（『ヒポファイ
ル』No.46〈2011年10月〉、No.47〈2012年1
月〉、No.48〈2012年4月〉／日本ウマ科学会）
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ハンガリー人を馬との関わりから見てみ
ると、ハンガリー人の中核をなすマジャル
族は、モンゴル族やフン族といったアジア
の遊牧民族ではなく、定住して牧畜や粗
放農業を営んでいたようだ。だが、戦争
の道具として馬の扱いに長

た

け、優れた馬
上騎射術は周辺民族を震撼させたとい
う。ハンガリー人は、まぎれもなく騎馬民
族の末

まつ

裔
えい

なのだ。

ホルトバージ国立公園
世界遺産の大平原で乗馬体験

今回の旅の話に移ろう。
６月21日朝、成田国際空港、及び関

西国際空港をそれぞれ飛び立ったFRC
のメンバーは、フィンランド航空でフィンラン
ドの首都・ヘルシンキで合流し、ハンガリ
ーの首都・ブダペストに向かった。

18時過ぎにブダペストに到着。旧知の

ガイド・ゾルトの出迎えを受けて、彼の車
で市内のホテルに向かった。

今回のツアーは、ブダペストのホテルを
ベースに４泊。同じホテルに連泊できた
ので、荷物を置いておけるのが楽だった。
あとは大平原ホルトバージ国立公園に 1
泊、バボルナ牧場（後述）とカッサイホ
ースアーチェリースクールへは日帰りで足
を伸ばした。

ハンガリー東部に広がる「プスタ」とい
う大平原の中で、最も有名なのがホルト
バージ国立公園。2300㎢の広大な大地
には、ハンガリー古来の珍しい家畜が飼
育されており、「チコーシュ」と呼ばれる
牧童の生活を垣間見ることができる。

1999年、ユネスコの世界遺産に登録
された。これは雄大な景観のみならず、
この大平原に生きる人々の、自然と調和
したライフスタイルに与えられたものだ。

その中核をなすのが、彼らと馬との関わり
である。

ホルトバージには、「Matai Menes（英
語名Mata Stud）」というノニウス種の国
立種牡馬牧場があり、およそ200頭の馬
がいる。ノニウスはハンガリー中間種で、
200年ほど前にフランスのノルマンディーか
ら連れてこられた種馬と、アラブやリピッツ

♳

♴

♵
上乗の仕方。
♳ 左のアブミに左足をかけ、右手は馬の背

中越しにまわしてアブミ革をつかむ。
♴ 右手で持ったアブミ革を下に押さえつけな

がら、体重をアブミにかける。
♵ 素早く鞍上に座り、右のアブミを履く。

寝かせた馬の上に立って、鞭を鳴らす。

牧童が使う鞍に腹帯はなし。

地面に横たわった馬は、ピクリともしない。
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アなどの牝馬を交配させて生み出された
品種である。体高は153 ～ 163㎝。ガッ
シリとした、いかにも頑丈そうな体つきだ。
乗馬のみならず、馬車の牽引にも適して
いる。チコーシュたちが乗っている馬も、
ノニウスだ。

私たちはここの馬に乗って、大平原の
乗馬を２日間楽しんだ。

大平原と歴史的背景が育んだ
独特の馬文化と牧童たち

牧童たちによるショーの会場までは、馬
車に乗って行く。牧場を出て平原をしばら
く進むと、独特の青い服と帽子が印象的
なチコーシュが３人、馬に乗ってやって
きた。

目の前にくると、おもむろにショーが始ま
った。

馬を地面に寝かせると、馬の腹の上に
立ってバチンバチンと鞭を鳴らす。ガイド
のゾルトが、その動きの意味を説明した。
「馬を地面に寝かせるのは、遮るものが

ない大草原で馬が敵の標的となるのを避
けるため。戦闘では寝かした馬に隠れて
矢を放ち、銃を撃っていた。馬の上に立
つのは、遠くを見渡すため。バチンバチ
ンと鞭で音を立てるのは、馬を銃声に馴
らすため」だそうだ。

チコーシュたちが使う鞍には、腹帯が
ない。なぜなら、鞍さえ持っていれば、
戦場で自分の一番近くにいる馬にすぐ乗
ることができるから。これは実戦で得た知
恵なのだろう。

馬を地面に寝かせるにも、騎手は下馬
して鞍を外し、馬に合図を出す必要がな
い。乗ったまま脚で合図をすれば、馬は
まず前肢を折ってひざまずき、そのまま地
面に横たわる。

さらには、鞍
あん

骨
こつ

もない。鞍というより、も
はや厚手のパッドである。FRCで使って
いる裸馬騎乗用パッドに、アブミをぶら下
げた物と思えばいい。馬の動きがダイレク
トにライダーに伝わり、人馬の一体感が
強く感じられる。ただし、この鞍は坂のあ

るところには向かない、まっ平な平原用だ。
重量はわずか 2 ㎏ほど。チコーシュは自
ら手づくりするという。

この鞍にどうやって乗るのか、実演し
てもらった。まずは馬の背中に鞍を放り上
げる。腹帯がないので、腹帯を締める
作業はなし。次に左足をアブミにかける。
右手で馬の背中越しに反対側のアブミ革
を持って下に押さえ、素早く馬上へ上が
る。小柄な人には難しいかもしれない（91
ページの連続写真参照）。

再び馬車に乗って移動していると、２
頭の馬の上に立ち乗りし、５頭の馬を一
人で操るチコーシュがやってきた。有名
な牧童の妙技「プスタファイブ」だ。

実はこのプスタファイブ、19世紀末にオ
ーストリアの画家が夢に見た様子を絵に
描いたのが始まりとか。その絵を見たチ
コーシュが訓練の末についに体得し、い
つしか大平原の呼び物として知られるよう
になったという。５頭の馬を見事にさばき、
疾走する姿は驚異的である。

ドナウ川にかかるセーチェニー鎖橋。
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“ドナウの真珠”で楽しむ
街歩きと人 、々美食、音楽

ユネスコ世界遺産に指定され、“ドナウ
の真珠”と讃えられるブダペストは、ヨー
ロッパでも有数の美しさを誇る。ドイツから
オーストリアを経て東へ流れてきたドナウ
川は街のほぼ中央を南北に走り、西岸の
ブダ地区、東岸のペスト地区に分けてい
る。川には数本の橋が架かっている。最
も有名なのがセーチェニー鎖橋。私たち
は滞在中、何度もこの橋を渡ってブダと
ペストを行き来した。

ブダペストの街を、ドナウ川の船上か
ら眺めるのも美しい。私たちはセーチェ
ニー鎖橋のたもとから出ている船に乗り、
２時間半のディナークルーズを楽しんだ。
国会議事堂をはじめとする歴史的建物の
多くは、ドナウ川に向けて建てられている。
夜は街が美しくライトアップされ、幻想の
景色が広がった。

旅の楽しみのひとつは、何といっても食
事だろう。ハンガリー料理はパプリカやラ
ード、タマネギ、サワークリームを多用し、
全体的に煮込み料理が多いのが特徴で
ある。パプリカを使ったハンガリー料理の
代表が、「グヤーシュ」と呼ばれるスープ
だ。貴腐ワインのトカイに代表されるワイン
や、リンゴなどの詰め物を薄い生地で幾
層にも巻いたお菓子「シュトゥルーデル」
も美味しい。

ある晩は、エリザベス女 王をはじ
め、各国元首が食事に来る店として
有名な「グンデルレストラン（Gundel 
Restaurant）」を訪れた。創業は1894年。
伝統を守りつつ、季節感と創意工夫に
あふれたオリジナル料理の数々は実に美
味。ハンガリー No.1の格式を誇る店では
あるが、気さくなスタッフはユーモアたっぷ
りで、決して堅苦しくないのも魅力だ。

弦楽四重奏にツィンバロム（ハンガリー
を中心とする中欧・東欧地域で見られる

大型の打弦楽器）を加えたアンサンブル
の生演奏もあった。リストの「ハンガリー
狂詩曲」をリクエストすると、待ってました！
　とばかりに名演奏を聴かせてくれた。

大平原の乗馬とブダペスト観光に加
え、今回のツアーでは、アラブ馬の故郷・
国立バボルナ牧場と、ホースアーチェリー
の世界チャンピオンであるカッサイ・ラヨッ
シュの学校を初めて訪問した。これらに
ついては次号でお伝えする。お楽しみに。

フリーダム・ライディング・クラブ（FRC）
I N F O RMAT I O N

ハンガリーへのツアーは、2019 年 8
月下旬～ 9 月上旬に実施予定。詳し
くは、お問い合わせを。

［URL］
www.freedomridingclub.com

［E-MAIL］
frc.freedomridingclub@gmail.com

ドナウ川を北へと上ると、スロバキア共和国。川越しにハン
ガリーカトリックの大本山・エステルゴムの大聖堂を望む。

ハンガリーで一番の格式を誇るグンデルレストラン。

シュトゥルーデルを目の前で作ってくれる。薄く伸ばした生地に
フルーツを並べ、砂糖を振りかけてオーブンへ。

ドナウ川でのディナークルーズ。

ハンガリー狂詩曲の名演奏。

お客も参加しての、シュトゥルーデルづくり。「Reteshaz」
というレストランでつくらせてもらった。
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