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馬に乗って川に入り、ザブザブと水をかきわけながら渡る、

あるいは川に沿って遡上したり下ったり……これからの暑い季節、

川沿いの外乗は人馬にとって爽快な体験です。

しかし、川には危険がつきもの。馬に乗らない人とのトラブルにも注意が必要です。

で、橋もほかの交通手段もなく、馬
で川を渡らざるを得なかった頃の話で
す。
　山林が多く、まわりを海に囲まれた
日本には、山から流れ出し海へとそそ
ぐ川がたくさんあります。国が管理す
る「一級河川」は約1万4000、都道府県
が管理する「二級河川」が約7000。山

川や河川敷は野外騎乗の
恰好のフィールドだけれど？

　馬で水場を渡ることに、憧れやロマ
ンを感じる人もいるでしょう。私も
その一人です。「大草原を疾

しっ く

駆したい」
「ビーチで思い切り駈歩したい」とい
う思いと同様、馬乗りの願望のひとつ
といえます。
　西部劇にも、馬で川を渡るシーンが
よく出てきます。日本では、木曽義仲
（源 義仲）と源 義経の戦い「宇治川
の先陣争い」の故事（※１）、あるいは、
江戸後期の儒者・勤王家 頼
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夜河を渡る」（※２）をご
存じの人もいると思います。
　映画や歴史物語に出てくる川渡りは
たいてい濁流渦巻く深い川でのこと

大国の日本は、川大国でもあるのです。
　これらの川や河川敷の多くは本来、
野外騎乗の恰好のフィールドです。し
かし、日本の川や河川敷は、野外騎乗
の愛好家がいつでも自由に馬に乗れる
場所でしょうか？　サイクリングロー
ドや遊歩道が整備された河川は国内に
多くありますが、乗馬専用道が整備さ

文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライティング・クラブ代表）

川や池に入る際は、豪快さより慎重さが大切

第10回 外乗のフィールド３川と河川敷

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。山梨県小淵沢で八ヶ岳南麓の外乗を実施、
「裸馬騎乗会」などユニークな指導も行っている。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。

※１　1184（寿永３）年、木曽義仲と源 義経が宇
治川で相対した時、義経方の佐々木高綱・梶原景
季（かじわらかげすえ）が、源 頼朝から与えられた
名馬・生唼（いけずき）・磨墨（するすみ）で先陣を
争った故事（出典＝小学館 デジタル大辞泉）
※２　川中島の戦いで上杉謙信が武田信玄の機先
を制すべく、夜に妻女山（さいじょざん）を下って、
敵に気づかれないように馬にあてる鞭の音も静か
に、千曲川を渡ったことを詠んだもの（出典＝三省
堂 新明解四字熟語辞典）

流れに沿って川を下る。北海道十勝鹿追町の然別川（しかりべつがわ）で。
写真提供＝片山 彰　Wild West Riders Club
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　これらのルールに基づき、多くの河
川敷はスポーツ施設や公園、遊歩道、
サイクリングロード、キャンプ場、防
災用ヘリコプター離発着場、採草地な
どに利用されています。富山県富山市
の富山空港のように、神

じん

通
づう

川
がわ

の河川敷
につくられた空港もあります。
　では、馬の通行についてはどうで
しょう。実は、これらの「法律」「準則」
のどこを見ても、馬に関連する定めは
ありません。つまり、川や河川敷で馬
に乗ることについて明文化されたルー
ルはないのです。
　それは、つい数十年前まで馬が交通
輸送手段だったからです。馬が道を通
るのは当然のことで、河川敷を通った
り川を渡ったりするのが日常だったた
め、法律や条文が定められなかったの
でしょう。ところが、いつのまにか道
から馬がいなくなり、街で馬を見ると
ビックリする人が増えてきました。
　河川敷で馬に乗ろうが自転車で走ろ
うが、本来は国民の自由な権利なので
すが、明確に定められたルールがない
ので、現場の担当者もよく分からず、
その時々の判断、裁量に任されている
のが現状です。まさに、本連載９回目

れた河川は国内にあるのでしょうか？
　以前、多摩川の河川敷に馬を乗り入
れた友人の経験によると、誰かから通
報がいったのか、バイクに乗った役所
の職員が飛んできて、「ここで馬に乗っ
てはいけない」といわれたそうです。
友人が、「なぜいけないのか。どういう
法的根拠があるの？」と問うと、役所
の職員は口ごもったあとで、「堤防が壊
れる……」と答えたとか。
　その友人は後日、「馬で通ったくらい
で壊れる堤防なら、洪水の時どうなる
のだろう？」と、苦笑していました。

つい数十年前まで河川敷を
普通に馬が歩いていた

　川・河川敷は「河川法」という法律
の定めを受け、利用に関する具体的な
ルールは「河川敷地占用許可準則」に
定められています。「河や河川敷は本来
国民の財産なので、水泳、魚釣り、散
策、サイクリングなどほかに迷惑をか
けない一般的な用途であれば、誰でも
自由に利用できる。ただし、利用法に
よっては『許認可』が必要な場合があ
る」というのが、基本的な考え方です。

で紹介した海岸の場合と一緒です（本
誌2019年第５号106 ～ 109ページ）。
　と、嘆いていても事は進みませんね。
日本の川や河川敷を馬で自由に遊べる
ようにするためには、私たち自身が頭
を使って工夫し、地道に実績を築き上
げていくしかないでしょう。
　馬と遊ぶといっても、立派な施設は
必要ありません。簡単な馬つなぎ場と、
馬のための水飲み場さえあれば十分で
す。乗馬愛好家たちで「馬による河川
パトロール隊」なるものを結成し、産
業廃棄物不法投棄や無許可菜園、路上
生活者の監視などを目的に、行政と協
定を結んでいるところもあります。「森
林愛護騎馬隊」の河川版です。

テヴィスカップ出場人馬が
練習中、川に流される事故も

　馬での川渡りには、細心の注意が必
要です。特に、日本は高い山から流れ
出ている川が多いため、大陸をゆうゆ
うと流れる川に比べて急な箇所が多く
あります。流れが非常にゆったりした
川なら、水が馬の腹に達するくらいの
場所でも向こう岸まで渡れますし、さ

北海道十勝鹿追町の然別川（しかりべつがわ）で、快適な川渡り。写真提供＝片山 彰　Wild West Riders Club
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らに深いところで馬と泳ぐことも可能
です。しかし、流れが急な川では、馬
のヒザ（飛節）まで水がきたら危険の
サイン。いくら渡り慣れている川でも、
急な増水や川底の地形の変化には十分
な注意が必要です。
　私はこれまで、国内外の多くの川の
中に馬を乗り入れてきました。エン
デュランスの大会のコースに、川渡り
が含まれていることもあります。怖い
思いをしたり、川での事故を見聞きし
たことも少なくありません。
　アメリカ・カリフォルニアで毎夏開
かれる100マイルのエンデュランス大
会・テヴィスカップの本番に向け、練
習をしていた時のことでした。ゴール
近くのハイライトとして、アメリカン
リバーの川渡りがあります。アメリカ
ンリバーは、金脈を探り当てて一
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を狙おうと、たくさん採掘者が殺到
した「ゴールドラッシュ」で知られる
川です。
　馬に乗り、仲間と一緒に川の中にい
たところ、１頭の馬がライダーを乗せ
たまま流されてしまったのです。流さ
れた馬は、テヴィスカップを何回か完
走したことのあるナディアという小柄
な牝馬。乗っていたのは、小柄なドイ

ツ人の女性。大会開催時は上流のダム
で水を絞って水位を下げているのです
が、この時は通常のままで、川の水位
はナディアの腹近くほどまでありまし
た。他のメンバーは私を含め、大柄な
男性が大きな馬に乗っていたので持ち
こたえていましたが、小柄なナディア
は川底に肢が届かなくなったのでしょ
う。ライダーごと、たちまち流されて
しまったのです。
　幸い、50mほど流されただけで岸に
たどり着き、人馬ともに無事でした。
しかし、今思い出しても恐ろしい体験
でした。

クロスカントリーの水濠の
ように豪快に駆けるのは×

　総合馬術のクロスカントリーで、馬
が勢いよく水濠に飛び込み、しぶきを
あげて水から飛び出していくシーンを
見たことがあるでしょう。「自分も同じ
ように、水の中を豪快に駈けてみたい」
と思うかもしれませんね。
　しかし、自然の中にある川や池など
に入る際は、常歩が基本です。野外騎
乗の技術を競う競技TRECには、「水渡
り（Water Crossing）」が含まれるこ

とがあります。
　TRECにおける「水渡り」のルール
と審査基準は、以下の通りです。

・この課題は常歩で行う
・水場の幅は最低４ｍ、深さは約50㎝
・ 馬の落ち着きと前進気勢、ライダー
の状況判断と扶助の適切さを見る

・ 水に飛び込む、あるいは飛び出して
はならない

・ 常歩以外の歩様で水場の過半を通る
と0ポイントとなる。

　クロスカントリーの水壕のように人
工的につくられた池ではなく、自然の
中にある川や池は、水底の地形が不規
則で、水中に石や杭など思わぬ障害物
が潜んでいることがあります。人馬に

予備馬を引いて川を渡る乗馬ガイド。ニュージーランド南島で。

この馬は水底の様子を慎重に観察しながら歩いて
いる。オーストラリア・タスマニア島でのひとコマ。
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は、十分な慎重さが要求されます。
　川を渡る時は、たとえ水深が30㎝程
度しかなくても、流れの速さに充分注
意しましょう。
　水面を流れていく落ち葉などを見れ
ば、速さが分かります。
　普段は秒速20㎝で流れている川が秒
速40㎝で流れている時、水の圧力は単
純に2倍になるわけではありません。
理科の授業で習った「物理の法則」を

思い出してください。「衝撃は速度の二
乗に比例する」。２倍の速さで流れる
水は、４倍の力を持っています。３倍
の速さなら９倍の力です。
　スポーツやレクリエーションで馬に
乗るのであれば、ゆったり流れる浅い
川をゆっくり歩くのが一番。深い川で
馬と泳ごうというのは、海や湖で馬と
一緒に泳いだ経験のある人でも、やめ
ておくべきです。

INFORMATION
FRC小淵沢の裸馬騎乗会&クリニック
当連載筆者・田中雅文さんの裸馬レッスン、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
乗もあわ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

ニュージーランド南島で、爽快な川渡りを楽しむ。

急な大雨で、道が川になってしまうことも。ニュージーランド南島で。
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