
乗馬の基本は
実はすっごく
シンプル！

重心に乗ろう
本連載第1～2回では、ライダーの体作りのための
エクササイズをご紹介しました。これを真面目に続けてこられた方は、
「馬に乗らないのに、乗馬が上達する」という“非常識”を
実感し始めたころではないでしょうか？　
馬と一緒に動ける、柔軟な体を獲得した皆さんに
今回お送りするのは、「重心」のお話です。

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
シンプル！目からウロコの

“非常識”上達法
第5回

文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライディング・クラブ主宰）　
モデル＝塚本真由美とフリーダム・ビスコッティ号
イラスト＝中井正裕

「重心に乗れ」
 「人馬の重心を合わせろ」

これらは、乗馬を習い始めた時によく
聞かされるアドバイスだと思います。しか
しそれは、乗馬初心者向けのアドバイス
であると同時に、馬術のオリンピック選手
や競馬のプロ騎手が、「極意」として語
られることでもあるのです。
では、人と馬の重心はどこにあるので

しょう。
人の重心は、臍

せい

下
か

丹
たん

田
でん

。へその下の
丹田と呼ばれるあたりにあるといわれてい
ます。この丹田、武術やヨガなどのボディ
ワークをやる方にはお馴染みの言葉だと
思いますが、日常生活で感覚的に使わ
れるものでもあります。解剖学的に「ここ」
と特定できる場所ではないので、とりあえ
ずは「おへその下あたり」としておきましょ
う。
では、馬の重心はどこにあるのでしょう
か？　馬の重心の場所について話すため
には、骨格に関する基本的な理解が必
要です。
というと、身構える方もいるかもしれませ
んが、別に獣医師や馬学者を目指すの
でなければ、全身に何百もある骨につい
て、解剖学的に知る必要はありません。
ライダーであるあなたがより上手に乗る

ために役立つ、背骨の基本構造だけを
覚えておきましょう。

馬の背骨の基本構造

背骨（脊椎）は、頸
けい

椎
つい

（Cervical 
vertebrae）、胸

きょう

椎
つい

（Thoracic vertebrae）、
腰
よう

椎
つい

（Lumbar vertebrae）の 3 つか
らなります。人も馬も同じです。
まず人の場合、首の骨・頸椎は 7 つ

（C1 ～ C7）あります。胸椎は肋
ろっ

骨
こつ

が
付着している背骨の部分で12 個（Ｔ 1

～Ｔ12）、すなわち肋骨は左右それぞれ
12 本あります。腰椎は骨盤後ろの仙骨
の上に 5 つ（Ｌ1 ～L5）あります。
英語名を暗記しなくても、C７（第 7

頸椎）とか、Ｌ５（第５腰椎）といった
略号は覚えておくと便利です。メディカル
分野の世界共通語として通じます。
次に馬の背骨です。
２つのテストに挑戦してください。答え
は次ページにあります。

人馬の重心、どこにある？

1：馬の頚椎、胸椎、腰椎、それぞれいくつずつ
あるでしょうか。

2：馬の背骨は、馬体のどのあたりにあるのでしょ
うか？　下のイラストに描き込んでください。
骨の形は単純化して、○を並べてください。

テスト

田中雅文
（たなかまさふみ）

「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・ライディング・クラブ（FRC）
代表。1997年にオーストラリアでエンデュランス
に出あって以来、自身がライダーとして競技に出
るかたわら、日豪両国での講習会の主催など、エ
ンデュランスの普及活動を続けてきた。2005年
ドバイ、2008年マレーシア世界選手権で日本チ
ームの監督を務めた。著書に『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。現在もフリーダム・ライディ
ング・クラブの海外乗馬ツアー（タスマニアやウ
ェールズなど）を主催し、自らガイドも務める。ま
たアラブ種のエンデュランス馬を使ったエンデュラ
ンス合宿・クリニックを通年で開催（小淵沢・山
梨県北杜市）。自ら講師を務めている。

背骨を実際に
描き込んでみて！
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解 答

不正解の例のように、タテガミや背中
のすぐ下に背中を描き込んだ方は少なく
ないと思います。
私が主催するクリニックでこのテストを

すると、ほとんどの人が同じように間違い
ます。「もし頸椎がタテガミのすぐ下を通っ
ているとすると、重い首を持ち上げる筋

肉はどこについているの？」と質問すると、
皆さんキョトンとした顔をします。そして正
解を見せると、「エ～ッ！」と驚かれるの
です。
そう、頸椎は首のずいぶん下のほうを
通っています。胸椎、腰椎も背中のすぐ
下を通っているのではありません。馬の

背中をさわった時、骨のように感じるのは
「棘
きょく

突
とっ

起
き

（spine）」（2016 年 6月号 91
ページ／連載第 3回目参照）。首から背
中にかけての固いものは、骨ではなく靭

じん

帯
たい

です。この長い靭帯は頭から腰まで続
き、吊り橋を支えるケーブルのような役目を
しています。

1：頸椎は 7（人間と同じ・ちなみにキリンも７つ）、
胸椎は 18（人間より6 つ多い）、腰椎は 5（人
間と同じ）～６（個体によって異なる）。

2：　

解 答

不正解例

正 解項靭帯

棘上靭帯

このケーブルが緩むと、馬のお腹は
下がってしまいます。
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目からウロコの“非常識”上達法

人馬の重心を一致させると、人も馬も楽しく動ける。

鞍をキコウにかぶせるように前に置くと、馬の動きは悪くなり、肩甲骨上部の軟骨のケガにもつながる。

馬の重心は帯
おび

径
みち

あたり？

さて、次のテストです。

「馬の重心は帯径のあたり」と習った方
いませんか？
帯径と呼ばれる部分は、腹帯が通る
前肢の付け根のすぐ後ろ、第 9 番胸椎
（Ｔ 9）のあたりです。ここはキコウの部
分です。
もし馬の重心が帯径付近にあって、そ
の上にライダーが座ろうとするならば、鞍
をキコウにかぶさるように、前のほうに置
かなければなりません。しかし馬の重心は
もっと後ろで第 12 番胸椎（Ｔ12）のあ
たりにあります。
この誤解に基づいた間違った教えは、
比較的最近まであったようです。
なぜ、このような間違いが生じたのでしょ

うか？　
おそらく昔の人は、馬の形をした彫刻

や木の模型などを糸などで吊り下げてみ
て、バランスが取れる位置から判断した
のでしょう。
馬の重心が科学的に測定できるように

なった現在、実際の重心はもっと後ろに
あることが分かっています。馬の胴体の
前のほうには大きな肺があるため、実は

かなり軽いのです。
鞍をキコウにかぶせて、前のほうに置く

のはやめましょう。肩の動きを阻害するだ
けでなく、馬の肩甲骨上部の軟骨を損傷
する場合もあるからです。
馬の重心の探し方をご紹介しますの

で、ぜひご自分で試してみてください。「こ
んなところにあったんだ！」と、驚かれる
方も多いことでしょう。

重心の位置

3：馬の重心は、脊椎でいうと何番目あ
たりにあるのでしょうか？

テスト

3：第 12 番胸椎（Ｔ12）のあたり

解 答
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重心の探し方

一番後ろの肋骨（第18番胸椎からぶら下がっている）を探す。

　馬体にさわって第12番胸椎（Ｔ12）を探します。前のほうの胸椎は肩甲骨の下に隠れていてさ
われないので、後ろからさわっていきます。T18は簡単に分かるので、そこから前に17番、16番
と数え12番を探します。その辺が重心です。ライダーはその上に乗ればいいのです。鞍を置く時
には、ライダーの坐骨、Ｔ12の上にくるように置きます。「12 /18」と覚えましょう。

「17，16」と数えながら1本ずつ指をずらしていき、12番目の肋骨を探す。重心はこ
の辺にある。

12番目の肋骨を指でなぞっていくと、第12番胸椎がある。その上に棘突起がある。

12番と18番目の肋骨の位置をチョークで示す。×マークが座る場所。

×マークの位置に、坐骨を合わせる。

重心の上に、正しく座る。

●❶

●❷

●❸

●❹

×

●❺

●❻

重心が12番胸椎のあたりにあり、
鞍ツボとライダーの坐骨はその上にく
るべきだとの考えにこだわって作られ
たGaston Mercie社（仏）の鞍下マッ
ト。従来の多くの鞍下マットより後ろ
寄りに鞍が置ける。

Gaston Mercie 氏は元エンデュ
ランス全仏、全欧チャンピオン。

FRCのエンデュランス馬たちに
使 っ て い るSpecialised Saddle

（米）。１頭ずつの馬の体型に合わ
せて、パッドで形を修正できる。

鞍前部と肩甲骨の間に十分なス
ペースがあるよう作られている。
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目からウロコの“非常識”上達法

［ADD］山梨県北杜市小淵沢町10110 
バッファロー砦内

［TEL］090-3048-8828　［FAX］045-543-2624
［Email］frc.kobuchizawa@gmail.com
［URL］www.frckobuchizawa.com
※新たにホームページがオープンしました！   
［アクセス] 車：中央自動車道小淵沢ICから5分

電車： ＪＲ中央線特急で新宿から小淵沢まで2時間。
駅からタクシー5分

当連載著者・田中雅文氏の裸馬レッスンが好評開催中です。
八ヶ岳南麓の外乗も合わせてお楽みください。

FRC小淵沢の裸馬レッスン

裸馬レッスンでのひとコマ。馬の背中の動きを感じながら、
外乗もエンジョイ。

I n f o r m a t i o n

馬の重心の動き （番号は、肢が動く順番）

鞍なしだと
 自然と重心の上に座る

ここまで骨の構造や重心の探し方について説明してきま
したが、実はこのような知識がまったくなくても、正しく重心
の上に乗る方法があります。
　裸馬に乗ればいいのです。
鞍を置いていない状態では、正しく重心の上に乗って

いないと乗り心地が悪く、落馬もしやすくなります。乗り手
の坐骨は、自然と背骨の12 番胸椎（T12）あたりの重
心の上にきます。
車でたとえると、乗り心地がいいのはホイールベース（前
輪軸と後輪軸との距離）の真ん中あたり。スポーツカーの
運転席は、たいていその辺です。ワンボックスカーやトラッ
ク運転席の乗り心地が劣るのは、前輪の上あたりに席が
あるから。馬でいうと、キコウの上に鞍を置き、前肢の上
に乗るようなものなのです。

乗馬は「人と馬の合成重心の管理術」

馬体が静止している時、重心は「12/18」あたりにあり
ますが、馬が動けば重心も当然動きます。
この動きを３種の歩様で見てみましょう。
ライダーの重心も、これと一緒の動きをすればよいのです。
この重心移動ですが、馬は体を揺すっているのではな

く、長くて重い首を動かすことによってやっていることをお
忘れなく。馬の頭頚部分の重量は、普通サイズの馬で
60～ 70㎏もあります。人間一人分の重さです。
馬体の重心コントロールは、頭頚のコントロールなので

す。
首が短くて柔軟に動かせない牛は、体を揺すって重心

をコントロールします。馬に比べて牛に乗りにくいのは、そ
のためです。
乗馬は、「人と馬の合成重心の管理術」と言えます。

本連載のテーマ“非常識”をおさらいしましょう。
ひとつ目は「馬に乗らずに、乗れる体を作ろう」、ふたつ目が

「馬の動きを“頭”で理解しよう」、３つ目は「裸馬に乗ろう」。
そして「脚を使うな、コブシを忘れろ。姿勢はどうでも良い」です。

次回の“非常識”もお楽しみに！

裸馬に乗れば簡単

重心は動いている

❷

❶

❹

❸

❷

❶

❶

❷

❷

❶

❸

❷

常歩（4拍子）

前号の連載４回目
（2016 年７月 号
105 ページ） で
詳しく説明しまし
たが、数字の「8
の字」を横にした
動きです。

速歩（2拍子）

5 月号で説明しま
したが、速歩の際
の馬体の動きは単
なる上下動ではな
く、左右にも動い
ています。

駈歩（3拍子）※右手前の場合

右手前と左手前があります。右
手前の場合、肢が動く順番は
①左後肢 ②右後肢と左前肢
がほぼ同時 ③右前肢で地面を
蹴って浮遊
この動きに合わせて、重心は馬
体の左後方寄りから右前方に向
けて移動します。左手前の場合
は反対です。
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