
乗馬の基本は
実はすっごく
シンプル！

実はやさしい駈歩その2
乗馬クラブでレッスンを受け始めた多くの方にとって、
「駈歩発進」と「駈歩の継続」は
初級段階で越えるべき、ひとつの山といえるようです。
今回は2017年１号で紹介した「その１」に続く第２弾。
駈歩の出し方と続け方について、お話しします。

世界の馬乗りたちから学んだ

目からウロコの
“非常識”上達法

第7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・ザーラ号

 幼少時から馬乗りという指導者は
理論的な解説が苦手かも!?

「やっと駈歩を習う段階になった！」と張
り切ってのぞんだものの、なぜかうまくい
かないと悩んでいる人はいませんか？

あなたは、教えられた手順で発進を試
みます。まず外方脚を後ろに引いて合図
をし、内方脚を圧迫、だめなら蹴る―と
ころが馬は速歩のスピードを増すだけで、
駈歩が出ません。

と、インストラクターが「脚！　脚！」と
叫びます。

あせったあなたは、さらに脚を使うでしょ
う。外方脚をもっと後ろに引いて、馬体を
ゴリゴリこすります。内方脚はバタバタさ
せて、馬の腹をキック。拍車をつけてい
る場合は、拍車を使おうとします。にもか
かわらず、駈歩は出ません。馬は不快そ
うに耳を絞り、尻ハネしたり。

ここでついに、鞭の出番です。馬は仕
方なさそうに駈歩を始めますが、すぐに
止まってしまうのです。

インストラクターが乗ると、馬は常歩か
らでも簡単に駈歩で発進します。馬は気
持ちよさそうに、快調に駈歩をキープ。し
かも不思議なことに、インストラクターは何

インストラクターは上手に駈歩ができるのに
自分ができないのはなぜ？

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。

雪中の駈歩は、万一落馬してもダメージが少ない。この季節ならでは！
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もしていないように見えるではありません
か。

対して、自分が乗る馬は終始不機嫌
顔。あなたは汗を拭きながら、気まずい
思いにひたるばかり。
「どうして私の合図は馬に伝わらないの
だろう？」と……。

インストラクターとあなたの違いは、一
体何なのでしょうか？　

インストラクターにこの質問をぶつけて
も、納得いく説明が得られないことがある
と思います。いくら名選手といわれるよう
な馬術家であっても、明確に答えてくれ
ないかもしれません。というのも、駈歩も
含めてなぜ自由に馬を動かせるのか、自
分自身理解していない場合も多いからで
す。

幼少のころから馬に乗っていたインスト
ラクターにとって、馬に乗るのはごく自然
なこと。「Instinctive Rider＝本能的に
乗れる人」なので、思った通りに馬が動
きます。本能的な感覚で馬に乗っている
わけですから、「乗馬が上達しない原因
を分析して、分かりやすく教えてほしい」
という一般のライダーの悩みに対し、的を
射た回答をすることは難しいのです。

手放しでバランス訓練。

高校や大学の馬術部から馬を始めた
インストラクターなら、どうでしょう。彼らは、
「本能的に乗れる人」ではないかもしれ
ませんが、若さゆえの柔軟な考え方や吸
収力、旺盛な好奇心と意欲、あり余る体
力で、乗馬を習得してきました。ですので、
馬術に関して理論的な説明をしてくれそう
なものです。

しかし、日本の体育会系の部活にあり
がちな「理屈をいうな、体で覚えろ、根
性で乗れ」という指導を受けたとなると、
どうしても解説は苦手に。乗れない生徒
に対して言葉で分かりやすく説明するの
は、必ずしも得意とはいえないようです。

英語を母国語とする人が全員、外国
人にうまく英語を教えられるかというと、そ
うはいかないのと同じです。英語を教え
るための専門の学問「英語教授法」が
あるほどですから、その乗馬版も作って
ほしいものです。

 合図の出し方の上手下手ではなく
違いは「バランスとリズム」

前置きが少し長くなりましたが、インスト
ラクターとあなたの違い、それは合図の
出し方の巧拙ではありません。「バランス
とリズム」の違いなのです。

これまでの連載のおさらいになります
が、駈歩の時、馬体とその重心の動きは
次ページのイラストのようになります。馬は
重心の移動を、その長くて重い首を使っ
て行なっています。胴体はあまり大きく動
かしません。ですから、馬の首の動きを
妨げないことが大切です。

乗り手は、馬の重心移動に合わせて
バランスを取りましょう。人馬の合成重心
を移動させ、馬が駈歩できるように、この
バランスを変えてやればいいのです。

次にリズムです。常歩、速歩のリズム
を把握し、身体できちんとできていれば、
それを駈歩のリズムに変えることは、さほ
ど難しくはありません。それぞれの歩様の
リズムの違いを今一度頭に入れ、意識し
ましょう。

いったん駈歩が出たら、あとはこのリズ
ムの維持です。「タタタン、タタタン」とい
う 3 拍子を声に出して言ってみるといい
でしょう。この３拍子をしっかりと刻み、骨
盤を柔らかく回転運動させます。

ここで大切なのは、骨盤の回転運動
はいわゆる“鞍磨き”ではないということ。
あくまでも馬の動きを感じ、馬と一緒に受
動的に動くことが大切です。
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 上手な駈歩がしたいなら
「駈歩する馬」に乗れる体づくりを

バランスとリズムを自在に操るには、自
在に動く、柔軟で強靭な体が必要です。

連載の第 1 回（2016 年 4 号参照）
から「馬に乗れる体づくり」について提
唱していますが、ずっと取り組んでこられ
た方は、その効果をそろそろ実感してい
るころではないでしょうか？

特に駈歩の際は骨盤が自由に回転運
動をし、自動車のクランクシャフトのように
その動きを上下動に変えます（2017 年
1 号参照）。そのためには、股関節を中
心とした腰回りと、脊柱の柔軟性が必要
です。

股関節は柔らかく開閉し、脊柱は腰椎
から胸椎下部の間でこの回転運動を吸
収します。胸椎上部から上は、単に上

下動することが必要です。
連載第 1 回で紹介した「脚の旋回」

に加え、連載第 2 回（2016 年 5 号）
に掲載の、「体幹の前後曲げ伸ばし」エ
クササイズをやってください。

脊柱のまわりは意識して動かしにくいも
のですが、この動きがスムーズにできな
いと、駈歩を楽に行なうことは困難です。
脊柱で動きを吸収できなければ肩や頭が
大きく動いてしまい、安定して馬上にいる
ことは到底無理なのです。

バランスとリズムがキチンとしてこそ合図
が伝わります。そのためには、バランスと
リズムを自由にコントロールできる体が必
要なのです。

 「外方脚を後ろに引く」
駈歩発進の合図の意味は？

駈歩発進の一般的な合図は、「外方

脚を後ろに引く」ですが、一体これがど
ういう意味を持つのか、これまで考えたこ
とはありますか？　馬に対する単純な合
図でしょうか？　しかし、単なる合図であ
れば口笛でも、指を鳴らすのでもよさそう
なものです。なぜ外方脚を後ろに引くの
でしょう？

それは、乗り手が外方脚を後ろに引く
ことで、馬に、「それまでの常歩や速歩
の時より、外方後肢をさらに重心の近くに
深く踏み込み、しっかり負重せよ」と伝え
るためなのです。

すると残りの３本の肢が軽く浮き上がり
やすくなるので、体の前後がシーソーのよ
うに上下する駈歩運動を促します。

つまり、ライダーがただ単に外方脚を後
ろに引いても意味がない、ということ。バ
ランスとリズム、何より腰の動き、これらが
馬にとって駈歩しやすい状態でなければ、

馬の重心の動き

駈歩の際のライダーの腰の動き

（番号は、肢が動く順番）

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。

096 UMA LIFE



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

当連載筆者・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

駈歩発進はスムーズにできません。
反対に、これらが正しい状態であれ

ば、ライダーは脚を使った合図をしなくて
も、腰の動きだけで馬に駈歩発進を指示
することが可能です。パラリンピックには、
下肢に障がいを抱え動かないにもかかわ
らず、馬を自在に操っているライダーがた
くさんいます。脚を使わずとも、馬に指示
は送れるのです。

 駈歩の動きをリアルに体感できる
裸馬に乗るのが上達の近道！

これまでの連載で何度もお話ししてきま

したが、駈歩を習得するには、裸馬に乗
るのが一番です。思ったよりやさしいので
びっくりするかもしれません。鞍があるとき
に比べて馬体の動きがよくわかり、上達
のスピードが早まります。

ただ、裸馬での駈歩には当然リスクが
伴います。騎乗前には下記の点に注意
しましょう。連載第 3 回「裸馬に乗ろう」

（2016 年 6 号）も参考にしてください。

【裸馬に乗る時の注意点】
１．乗り手の体格に合った馬を選ぶ
２．物見をしない馴致の行き届いた馬を

選ぶ
３．初めは無理せず「裸馬騎乗用パッド」
を利用する

 皆さん、
楽しい「駈歩ライフ」を！

この“非常識”シリーズ、次回からは「新・
３つの“非常識”」として、私が初心者
を指導するときにいう、「脚を使うな、コブ
シを忘れろ、姿勢はどうでもいい」のお
話をします。お楽しみに！

裸馬で駈歩に挑戦中。
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