
今回から、外乗をさらに上手に、さらに安全に楽しむための
新連載がスタート！　講師は、本誌でもおなじみ
フリーダム・ライティング・クラブ（FRC）代表の田中雅文氏。
外乗は、単なる“乗りっ放し”のレジャーではありません。
知れば知るほど、奥深い世界が広がっています。
ぜひ知識と体力を身に着けて、
大自然の中、馬と過ごす時間をさらに充実させましょう。

を打たない代わりに、蹄の保護が必要
な時には馬用ブーツを履かせます。
　これらは筆者が馬の幸せを真剣に考
え、10数年にわたる試行錯誤のうえ、
たどり着いたやり方なのです。
　FRCでは騎乗技術の習得だけでな
く、座学とライダーの体力づくりも重
視しています。騎乗に来られた方に馬
学的知識をできるかぎり持ってもらえ
るよう工夫をし、馬に乗るためのライ
ダーの体づくりのヒントを提供するよ
うにしています。
　外乗は、「借りた馬でガイドの後ろに
ついていくだけだから、馬についての
面倒臭い勉強や体づくりなどいらな
い」という人もいるかと思います。そ
んな人には、この連載は不要かもしれ
ません。しかし、より安全により楽し
く外乗を楽しみたい人、エンデュラン
スなど、自分と馬だけで長時間野外を
走る野外競技をいずれやってみたい人
であれば、きっと何かのヒントがつか
めるはずです。

大自然の中を自在に
馬と駆け回りたい！

　一面緑の大草原や美しい森の中、白
砂の海岸……そんな大自然の中を自由
に馬で駆け回ってみたいと思いません
か？　できれば鞍を置かず、ハミもつ
けず、自然な状態の馬と一体になって
……そんなことができるのでしょう
か？
　できるのです。筆者が代表を務める
FRCが山梨県・八ヶ岳南麓小淵沢で
運営している乗馬施設「FRC小淵沢」
では、多くの人たちが裸馬で外乗を楽
しんでいます。高齢者、初心者の人も
います。
　鞍を使うことは、もちろんあります。
よりよい景色を求めて遠くへ出かけた
い時や、あまり経験がないため鞍なし
では不安、という人が乗る時です。
　ハミは使わず、ハミなしの頭絡や
ロープホルターを使っています。
　FRCの馬は全頭、裸蹄です。蹄鉄

遊ぶ馬？ 祈る馬？
頑固な馬？ 自由な動物？

　前置きが長くなりましたが、まずは
馬という動物はどういう動物なのか、
改めて考えるところから始めましょ
う。
　馬がどういう動物かを語る際、よく

文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライティング・クラブ代表）
イラスト＝和田隆志

馬を表す3つの英語の意味、分かりますか？

第1回 馬ってどんな動物？
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。

裸馬雪中外乗。裸蹄の馬は雪の中も平気。

キーワードはNatural and Free裸馬で野山を駆けたい! 山梨県馬術競技場の紅葉
の中を行く。鞍はおかず裸馬
騎乗用パッドを使用。

新連載！
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　被捕食動物である馬は、捕食動物で
ある人間とは考え方、行動様式が違い
ます。体は大きいけれど、とにかく臆
病な動物なのです。
　アメリカのカウボーイのことわざ

使われる言葉があります。

「Prey Animal」
「Herd Animal」
「Flee Animal」

　いきなり英語クイズ？ と思った読
者もいるでしょう。実はこれらは、馬
の本質を語るうえで非常に大切な言葉
なのです。特殊な専門用語ではありま
せん。英語圏の国民なら誰もが知って
いる、普通の言葉です。では、一つず
つみていきましょう。

質問1
「Prey Animal」の意味は？

　カタカナにすると「プレイ・アニ
マル」。「プレイ」は「遊ぶ」だから

「遊ぶ動物」だと思われた人、それは
「Prey」ではなく「Play」です。
　「プレイ」は「お祈り」だと思った方、
それは「Pray」です。

正解：「Prey」は、（肉食獣などの）餌
食、獲物。よってPrey Animal は「被
捕食動物」。ライオンやトラなどの捕
食動物（predator）の餌になる動物、
という意味です。

質問1
「Prey Animal」の意味は？

を、ひとつご紹介します。
　There are only two things horses 
are afraid of, things that move, and 
things that don't move.――「馬が怖
がるものはふたつしかない。ひとつは

動くもの、もうひとつは
動かないもの」
　日頃から通り慣れてい
る道でも、大きな葉っぱ
が裏返り、見える色がい
つもと違うだけで馬は
横っ飛びしたりします。
風の強い日にビニール袋
が飛んできたり、商店な
どの旗がひらめいたりし
ている時は、特に要注意
です。
　引き馬で、馬が何らか
の理由で歩くのをため
らっている時、皆さんは
どうしますか？　馬の正
面に立って顔を見つめ、

「おいで、おいで」と焦っ
てリードを引っ張って
も、馬はなかなか歩いて
くれないと思います。そ
んな時は、馬の正面に立
つのではなく横に立ちま
す。リードを引っ張るの
ではなく、馬の横で馬と

鞍なし、ハミなし、蹄鉄なし、人も馬も楽しく楽 と々走る。
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同じ方向を見て、ゆっくりと歩き始め
るのです。これで馬はまた、歩き始め
るはずです。なぜでしょうか。
　人間のふたつの目は、顔の前面につ
いています。トラやライオンなどの肉
食動物は、皆そうです。ふたつの目で
距離を測定し、獲物に飛びかかるため
です。
　草食動物である馬の目は、顔の横側
についています。そのため、対象物ま
での距離の測定はあまり得意ではあり
ませんが、350度見渡すことができま
す。目の前の地面の草を食べながら、
同時に斜め後ろ100mにいるトラやラ
イオンの動きを観察し、いつでも逃げ
られるようにしているのです。
　ですから、顔の前面についたふたつ
の目でじっと見つめられると、馬は本
能的に警戒するのです。

質問2
「Herd Animal」の意味は？

　カタカナにすると「ハード・アニマ
ル」です。「頑固な動物」ですって?　
それは「Hard」であって、「Herd」で
はありません。

正解：「Herd」は「群れ」という意味。
つまり、「Herd Animal」は「群れの
動物」です。

　草食の被捕食動物である馬は、自然
の状態では群れで生活しています。ラ
イオンなどの捕食動物から身を守るた
めです。彼らは、1頭だけになること

質問2
「Herd Animal」の意味は？

を好みません。精神的に安定するため
には、仲間がいることが必要なのです。
日本の競走馬が海外の大きなレースに
出場する時、その馬と仲のよい馬も一
緒に連れていくことがあります。その
経費はかなり大きなものですが、出走
する馬を精神的に安定させるための、
必要コストなのです。
　馬のこの性質を知らないと、外乗で
は危険な目に遭うことがあります。い
くつか例を挙げましょう。
　それは、ガイドに4頭の馬がついて
一列になり、車の通る道を横断しよう
としていた時のこと。最初の3頭が道
路を渡ったところで車が来たので、４
番目のライダーは馬を止め、車を先に

通らせようとしました。しかし、仲間
と離れた4番目の馬は慌てて前の馬を
追いかけ、道路に飛び出したのです。
車が急停止したため、馬と車は接触し
ただけですみましたが、大変危険な状
況でした。
　この場合、車を先に通り過ぎさせる
か止まって待ってもらうかして、5頭
が一斉に道路を渡らなければいけない
のです。ガイドには、その認識が欠け
ていたと言えます。
　不幸にも、次のような痛ましい事故
も起きています。
　外乗には、騎乗レベルが異なる人た
ちが集まります。同じレベルのゲスト
だけで、ひとつのグループになるとは

限りません。
　ある乗馬クラブでは、
中年の飛ばし屋の男性と、
あまり騎乗経験のない高
校生の女の子が、ともに
外乗に行くことになりま
した。ガイドは安全のた
め、経験の少ないお客の
ほうにペースを合わせま
す。当然、常歩が中心に
なります。
　１時間ほどの外乗も終
盤にさしかかり、すぐ先
の角を曲がれば乗馬セン
ターというところまで来
た時です。それまでのゆっ
くりしたペースにイライ
ラしていたのでしょう。
中年の男性が、「もうすぐ
ゴールだから、俺は先に
行くぞ」と言って、ガイ

馬の視界は350度。広範囲を見渡すことができる。
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ドの許可も得ずいきなり駈歩で走り始
めました。すると、高校生の女の子の
馬もつられて走り出したのです。その
馬は減速せずに曲がり角に突っ込んだ
ため、アスファルトの道路で足を滑ら
せて転倒。騎乗していた女の子は地面
に頭を打ち.つけて、死亡してしまい
ました。
　いずれも、馬が「群れの動物」であ
ることと、それによる行動様式を理解
していれば防げたかもしれない事故で
した。

質問3
「Flee Animal」の意味は？

　カタカナにすると「フリー・アニマ
ル」＝「自由な動物」?　いえ、それ
は「Free Animal」です。ノミの市「Flea 
Market」の「Flea」ですって？ 「ノ
ミの動物」なんて、おかしいですよね？

正解：fl eeは「逃げる」という意味。
つまり「逃げる動物」です。

質問3
「Flee Animal」の意味は？

　馬は何かに驚くと、あわ
てて走って逃げようとしま
す。柵につながれている時
には、柵を壊し引きずって
でも逃げようとします。ま
ず走って逃げ、しばらく遠
くに行ってからフーッとた
め息をついて振り返り、自
分を今怖がらせたものは何
だったのか、考えます。
　犬や猫は、何か危険と思
われるものが近づいてきて
も、いきなり走っては逃げ
ません。相手を観察し、間
合いを図り、これ以上近づ
かれたら危ないと判断する
と逃げます。
　馬は体が大きいものの、
鋭い牙や爪がありません。
肉食動物と戦う武器を持た
ないのです。馬の、「とにか
くまず逃げる」という行動
は、prey animalの本能な
のです。

馬は人間とは違い、「群れの動物」であることを忘れてはいけない。

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

フ
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