
乗馬の基本は
実はすっごく
シンプル！

憧れの「人馬一体」を目指して

特集 やっぱり人馬一体！

「人馬一体」は、馬乗りにとって永遠のテーマ。
裏を返せばこの四字熟語には、そう容易に得られるものではない、
という意味も含まれているでしょう。
しかしながら人馬一体は、実は初心者こそ最初に目指すべきことなのです。
それにはまず馬に乗らず、馬の速歩の動きを学ぶことが大切です。
馬に乗らない？　常歩ではなく速歩!？
――今回もこんな“非常識”な上達法について解説していきます。

馬の動きを知るには
 速歩から始めるのが一番！

「人馬一体」は乗馬をする人の究極の
目的であり、馬乗りが生涯をかけて追求
するものです。しかし同時に、初めて乗
馬を始めた人こそ、まず最初に目指さな
ければならないものともいえるでしょう。

初めて馬に乗った人は、常歩から速
歩になると、体が激しく上下に揺すられる
ことに驚きます。お尻がボンボン鞍に当た
り、無理して乗り続ければお尻の皮がむ
けたり、アザができたりします。

反
はん

撞
どう

を抜くための軽速歩ができるように
なるまで、速歩はライダーにとって苦行で
あり、馬にとっても背中が痛く、不愉快な
ことです。

そこで馬の動きについて、今回はまず
速歩から話を始めます。

ところで、なぜ常歩からではないのか、
疑問に思うことでしょう。これも“非常識”
かもしれませんが、馬の動きを理解する
には、実は速歩から始めると早いのです。

常歩と駈歩については、別の回で説明
します。

お尻をつけたまま速歩すると
 なぜ馬上で体が跳ねる？

軽速歩をとらずに反撞を受けながら、

すなわちお尻を鞍につけたまま速歩で騎
乗することを「静

せい

座
ざ

速
はや

歩
あし

」といいます。
あまり聞きなれない言葉です。

英語では「sitting trott」と簡単にい
えるのに、日本語には他に分かりやすい
表現がありません。単に「速歩！」と言っ
たり「正反撞！」といってみたり。乗馬ク
ラブによって「速歩！」は、「静座速歩
をせよ」であり、「軽速歩やめ～！」は、

「静座速歩に戻せ」の意味だったりもす
るようです。

では静座速歩になると、なぜ馬上で体
が跳ねるのでしょうか。一体どうすればい

いのか、インストラクターの先生に尋ねた
ことがありませんか。

先生のアドバイスは、以下のようにさま
ざまだと思います。

「鐙を踏みつけずに脚の力を抜いて」
「体を少し反

そ

らして後傾してみて」
「サドルホルダーを持って、馬の動きにつ
いていって」
「とにかくリラックス」
「時間をかけて、じっくりやるしかありませ
ん」
「感じてください」　などなど。

世界の馬乗りたちから学んだ
乗馬の基本は
実はすっごく目からウロコの

“非常識”上達法
第2回

文・写真＝田中雅文
イラスト＝勝山英幸

「人馬一体」にならなければ、超長距離の完走はおぼつかない。昨年5月八ヶ岳エンデュランス大会80㎞のゴール
シーン。
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特集やっぱり人馬一体！

そこでお伝えしたいのが、私が提唱す
る“非常識”速歩マスター法です。

そのためには馬に乗らず、馬の動きを
勉強することです。

速歩の時、馬の背中は単に上下して
いるだけだと思っている人もいるでしょう。
しかし、そんなに単純なことではありませ
ん。もっと複雑な動きをしているのです。

速歩の動きには、以下の４種類の動き
が合成されています。

速歩は単なる
 上下動ではない！

①上下動
②背骨の左右への動き
③背中が左右交互に上下動
④後から前へ加速する動き

それでは、順番に説明していきましょう。

①上下動
普通の速歩（道産子などに特有の斜

対歩は除く）の時、馬は右前肢と左後肢、
左前肢と右後肢をそれぞれセットにして
交互に地面を蹴ります。いずれかの肢が
常に地面についている常歩と比べ、速歩
の際の馬体には空中浮遊期があるため、
上下に揺れます。馬のサイズと歩様にもよ
りますが、10㎝は軽く上下動します。

この動きは誰にでも感じられる大きなも
のなので、馬の速歩＝馬体の上下動と
思っている方もいらっしゃることでしょう。

②背骨の左右への動き
速歩の時、馬は背骨を左右に揺すっ

ています。背骨の左右の揺れは、常歩
の時に一番大きくなります。

実はこの動き、脊椎動物が魚から両
生類、爬虫類、哺乳類と進化する過程
で受け継いできたものなのです。これに
ついては今後、詳しくお話しましょう。

揺れ幅は厳密に測定してはいません
が、感覚的には①の上下動の２割程度
です。

③背中が左右交互に上下動
速歩の際、馬の背中は左右が交互に

上下動しています。
左後肢と右前肢が同時に地面を蹴っ

た時、馬の腰と肩はどのように動くでしょう
か？

上がる？　下がる？　

実際の馬を見れば分かりますが、馬の
左後肢が地面を蹴って持ち上がると、支
えがなくなった左腰は下に下がります。同
時に右前肢も地面を蹴って持ち上がりま
すが、右肩はどうなるでしょう？　上がる？
下がる？　

実際に馬の肢を持ち上げると分かりま
すが、右肩は上がるのです。ですから
反対側の左肩は相対的に下がります。

左腰と左肩が同時に下がるのですか
ら、馬の背中の左側は下に沈みます。

揺れ幅は、こちらも感覚的にいうと①
の上下動の３割程度です。

④後から前へ加速する動き
この動きが感じられる人は、かなり繊細

な人です。
速歩の時、馬体は１歩ごとに後ろから

前へ、微妙に加速減速を繰り返していま
す。どちらかのペアの肢が地面を蹴った
瞬間、馬体は加速します。空中浮遊の
間、馬体の移動スピードは当然減速し、
前方向への移動速度が一番落
ちた時に別のペアの肢が地面を
蹴り、また前方に加速します。

軽速歩を、移動する電車の
中で行なうクオータースクワットと
同じだと思っている人もいるでしょ
う。しかし同じ感覚で軽速歩を
すると、体がどんどん後ろに取
り残されていってしまいます。体
が取り残されないようにするに
は、ライダーも１歩ごとに、前進
しなければならないのです。

動きの幅は感覚的にいうと、
①の上下動の５％程度でしょう
か。

馬の背中は 4 つの動きが
 合成されて動いている

速歩は単なる上下動ではな
かったのです。

このように馬の背中は、4 つ
の動きが合成されて動いていま
す。かなり激しく複雑な動きです。
それほど激しく、複雑に動く背
中の上に静かに座ろうとするか
ら、あなたの体は激しく突き上げ
られるのです。

反対に、あなたの腰も馬と一
緒に激しく複雑に動けば、結果
として静かに座れるのです。

つまり、静かに座っていたければ激しく
動け――これも“非常識”な教えといえ
るかもしれませんね。

その際、ライダーは自分から「能動的」
に体を動かしてはいけません。あくまで馬
の動きに「受動的」についていくことです。

そしてライダーの肩は上下せず水平の
まま、ただし骨盤は馬の背中と一緒に左
右に動くのが理想です。

下のイラストを見てください。馬の右肩
が上がると、ライダーの骨盤は左側に下
がり、左ヒザは右ヒザよりも下がります。し
かし肩は、水平のまま。馬の動きが、ラ
イダーの体幹部分で吸収されている状態
です。

この速歩時の馬の動きが“頭”で理
解できたら、できればぜひ裸馬で実践練
習をしてみてください。裸馬騎乗につい
ては、次回以降で詳しく解説していきま
す。

馬の右肩が上がる→ライダーの左側の骨盤とヒザが下がる。ライダー
の骨盤は、馬の動きとともに「受動的に」左右に揺れる。ライダー
の脚は馬体にそっと沿わせているだけ。
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馬に乗れる体づくりのための
エクササイズ

その２

体幹に効くエクササイズで
 しなやかに動く体に！

連載第１回の前回は、「まずは馬に乗
らず馬に“乗れる”体づくりから！」とし
て、地上でのエクササイズの重要性につ
いて説明しました。そのために、股関節
を中心とした骨盤まわりの筋肉を柔らかく
する「真向法」「脚の旋回」「四股」の
３つのエクササイズを紹介しましたが、い
かがでしたでしょうか。これらは毎日欠か
さず、続けていってください。

今回は体幹（コア）の柔軟性を高め
るエクササイズを覚えましょう。

参考＝『体が硬い人のためのストレッチ』
　　　（石井直方監修／PHP研究所）

体幹（コア）とは骨盤の上、肩甲骨
の下あたりまでの、体の中心部のことで
す。せっかく骨盤まわりが柔軟になっても、
その上に乗っている体幹部が固いままで
は、腰とともに上体もグラグラ動いてしまう
からです。

体の奥深いところにある筋肉（インナー
マッスル）のトレーニングにもなるので、じっ
くりと行なっていきましょう。

骨盤、体幹（コア）、そして今後取り
上げていく肩甲骨の動きは、手足と比べ
ると自分の目で確認しづらく、意識しにく
いもの。そのため、なかなか自在に動か
すことができません。これは、脳内には

手足を動かす領域が大きく、体の中心部
や内部を動かす領域が狭いからだといわ
れています。体の中心部にある筋肉は、
それ自体は大きいのですが、コントロール
する脳の領域面積が小さいのです。

しかし乗馬上達のコツは、手足といっ
た体の末端ではなく、体の奥（コア）と
体の中心（軸）をいかに使えるかです。
私が、「脚やコブシを忘れろ」とあえてい
うのはそのためです。

ぜひ、このエクササイズでインナーマッ
スルに働きかけ、馬に乗れる体をつくって
いきましょう。

意識して動かしにくい、脊柱まわりをほぐす基本的なエ
クササイズです。

体幹の前後曲げ伸ばし

1. 脚を肩幅程度に開き、背中をまっすぐ伸ばし
て立つ。両腕は大きく横に広げて曲げ、手を
耳のあたりにそえる。

2. 骨盤を固定したまま、みぞおち付近を支点に
して背中をゆっくりと曲げる。

3. 同様にみぞおち付近を支点にして、背中を
ゆっくり後ろに反らす。できるところまで反ら
すこと。この曲げ伸ばしを繰り返す。

骨盤は動かさず、しっかり固定するのがポイント。
体幹のみ動かすよう、意識して行なおう。POINT

★
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特集やっぱり人馬一体！

日ごろあまりやることがない、体幹を横に曲げる動き。脊柱周りをほぐします。

体幹の左右曲げ伸ばし

前後左右だけでなく、左右にひねる
動きをすることで、よりしなやかな
体幹をつくります。

体幹の回旋

1. 脚を肩幅程度に開き、背中
をまっすぐ伸ばして立つ。
両腕は大きく横に広げて
曲げ、手を耳のあたりにそ
える。

2. 骨盤を固定したまま、みぞ
おち付近を支点にして背
中をゆっくり横に曲げる。

3. 同様にみぞおち付近を支
点にして、ゆっくり反対側
に曲げる。できるところま
で肩を傾けること。この左
右曲げ伸ばしを繰り返す。

1. 脚を肩幅程度に開き、背中を
まっすぐ伸ばして立つ。両腕
は大きく横に広げて曲げ、手
を耳のあたりにそえる。

2. 骨盤を固定したまま、限界の
位置まで上体だけをひねる。

3. 同様にして、反対側にも上体
をひねる。この左右回旋を繰
り返す。

前後の曲げ伸ばしと同様、骨盤が動かないよう固定し、
体幹を意識しながら、背中を横に曲げること。POINT

★★

骨盤は固定したまま、みぞおち付近を支点にして上体
だけをひねること。上体がつられて動かないよう注意。POINT

★★★
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