
　アイルランドはケルトの人々の国だ。
彼らは大自然と伝統を守り、音楽を愛し、
数々の伝説や神話を今に伝えてきた。 

映画「ハリー・ポッター」や「ロード・
オブ・ザ・リング」はケルト文化の影響
が感じられるし、「エンヤ」「U2」といっ
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2018年７月末から６日間、フリーダム・ラ
イディング・クラブ（FRC）では、アイル
ランド・コネマラ地方をぐるりと回る馬旅
「コネマラトレイル」に出かけた。
コネマラはアイルランド最西部、大西洋
に面したエリアで、氷河に削られた美し
い海岸線、沼
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と岩山がつくる荒涼
とした独特の風景で知られている。
“世界一優れたポニー”と名高いコネマ
ラポニーの産地でもある。
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た世界的な著名ミュージシャンも生み出
した。ギネスビールの国でもある。アイ
ルランドの旅は、ヨーロッパの源流を感
じる旅でもある。
「コネマラトレイル」を初めて実施した

のは、2002年のこと。アイルランド政府
観光庁から全面的な協力を受け、コネ
マラの自然や文化、馬の素晴らしさを
たっぷりと堪能した。トレイル主宰者で
あり、アイルランドを代表するホースマ

ンのウイリー・リーヒ氏には、「また必ず
来るから」と言い残して帰国したのだ
が、行こう行こうと思いつつ結局16年も
の年月が経ってしまった。
　現在、ウイリーは81歳。まだ現役で、

映画「静かなる男」の撮影地を行く。
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元気いっぱいトレイルガイドを務めてい
るというが、「今こそ行かねば！」という
思いが募り、2018年夏、16年ぶりのアイ
ルランド行きを実現させた。

7月29日（日）
西海岸の港湾都市ゴールウェイへ
　日本からアイルランドへの直行便はな
い。深夜１時55分発のJAL便で羽田を
飛び立ったFRCのメンバー８人は、ロ
ンドンでブリティッシュエアウェイズに

乗り換え11時20分、アイルランド西部の
シャノン空港に降り立った。1時間ほど
タクシーに乗ってゴールウェイの街に移
動。午後は街の観光を楽しみ、夜は市
内のホテルに１泊した。

７月30日（月）
食事中、馬の保定の仕方にビックリ
　10時にホテルから車で約30分。トレ
イルのスタート地点オーテラードに着い
たのは、トレイルのスタッフが馬運車か

ら馬を下ろしている最中だった。大きな
馬運車の中をのぞくと、内部には何の
仕切りもなく、すでに鞍を置いた15頭の
馬が頭としっぽを交互にして、ぎっしり
積み込まれていた。ほかには、ホースト
レーラーが２台。実に簡単合理的。
　ここで、ウイリーと16年ぶりの再会を
果たした。「よく来たな、よく来た」と、
しわくちゃな顔の奥で、人なつこい小さ
な目が笑っている。
　私たちのほか、トレイルをともにする
ライダーも集まっていた。アメリカ人の
中年女性が５人、ドイツ人のご夫婦、ス
イス人の母娘とその友人女性の計10人。
馬はコネマラポニーのほか、大柄なアイ
リッシュスポーツホース、ガッシリとし
たアイリッシュ・ドラフトホースだ。
　ウイリーがテキパキと馬割をすませ
る。ウイリーにはメンバーの騎乗歴や身
長・体重などの情報を事前に送ってお
いたのだが、彼はライダーをちらりと一
瞥するや、「あなたはこの馬」と、18人の
お客が乗る馬を決めていく。メモは見な
い。これで間違いがないのだから、感
心する。
　馬装をすませると、早速出発だ。ウ
イリーとアシスタントガイドの若いアメ
リカ人女性アビーを合わせると、総勢
20人馬の大所帯。交通量の多い公道も
通る馬旅だ。こんなに大人数で大丈夫
だろうかと心配になる。私は日本でホー
ストレッキングのガイドも務めている
が、一度に３人以上になると緊張する。
　終日、天候に恵まれた。さわやかな青
空の下、オクトーバー・ホースフェア※１

で知られるマーム・クロスに向けての山
岳コースだ。アイルランド最大の湖ラフ
コリブを望む、絶景の中を馬で行く。

コネマラトレイルのガイド、ウイリー・リーヒ氏。

20頭の馬列が公道を行く。車も慣れたもの。

出発地点で、馬運車から降りる馬たち、ウイリーがテキパキと馬配をする。
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　道すがら、1840年代のジャガイモ飢
饉で廃墟となった家屋の跡を多く見か
けた。これらの廃墟は、アイルランドの
貴重な観光資源のようだ。旅の間、廃
墟に差しかかるたびにガイドが、「Potate 
Famine！（ジャガイモ飢饉）」と叫ん
で指をさした。
　昼は道端で、簡単なピクニックランチ
を楽しむ。地面に大きなビニールシート
を敷き、ガイドがパンやハム・チーズ、
ジャム、野菜といった食材を無造作に
放り投げる。メンバーは各自その食材
を選び、パンにはさんでパクつく。やは
り簡単合理的。

　驚いたのが、食事中の馬の保定の仕
方だ。どこかに繋ぐわけではない。10
頭の馬を、頭を寄せて円形に立たせ、
頭絡にヒモ1本通して結ぶだけ。馬たち
はピクリともせず、顔を寄せ合いじっと
立っている。これも簡単合理的。
　ランチの後も、山の中を行く、湿地
帯、岩場、小川渡り。トレイルの下方に
は、ジョン・ウェイン主演映画「静かな
る男」※２の撮影地として知られる、「クワ
イエット・マン・ブリッヂ（Quiet Man 
Bridge）」がある。
　夕方、ゴールのマアン・クロスに到着。
湖のほとりの牧草地に馬を放し、私たち
は宿へ向かった。宿泊するのは、1856

年に建築された海辺の豪華な歴史的カ
ントリーハウス「ゼットランド（Zetland）」
だ。夜は本場のギネスビールを堪能し
た。

７月31日（火）
これぞコネマラ!?　馬も凍える寒さに
　曇り時々雨の1日。湖畔の放牧地で
一晩過ごした馬たちが寒さに震える中、
馬装をして出発、バリナヒンチ・レーク
を目指す。この地域には樹齢を重ねた
大木が多いが、大西洋からの冷たい強
風に吹き付けられて、小さく傾いている。
　簡単なピクニックランチのあとは、美
しい森を駆け抜けるライド。天気のいい
日なら、大西洋の海岸にいたるコネマラ
の景色を見渡せるそうだが、残念なが
ら曇天でよく見えない。昔の線路跡を
通り、馬と進んで行く。
　この日も、昨夜と同じカントリーハウ
スに泊まる。馬たちは、バリナファドの
牧草地で一晩を過ごす。

8月1日（水）
雨の中、鉄道線路跡をひたすら進む
　朝から大雨。ずぶ濡れになりながら
馬装をし、落鉄を直して出発。湖の中
を歩き、岩だらけの山を登る山岳地帯、

海岸線での1日ライドだ。
　昔の鉄道線路跡を、走りに走る。ラン
チは降りしきる雨の中、馬に乗ったまま。
　ランチ後は、景勝地ラウンドストー
ン・ボグ※３、海辺の牧草地を走り抜けた。
この日と翌日の宿は、クリフデンの街の
モダンなステーションハウスホテル。夕
食は「アビーグレン・キャッスル・ホテ
ル（Abbeyglen Castle Hotel）」で優雅
に楽しんだ。

8月2日（木）
美しい白砂の海岸でギャロップ
　曇り空の下、マニン・ベイの海岸で１
日を過ごす。白砂の海岸で、ギャロップ
を繰り返した。馬と一緒に海に入って
泳ぐこともできるといわれたが、大西洋
の水は冷たい。泳ごうというメンバーは
いなかった。
　この夜も、「アビーグレン・キャッスル・
ホテル」で豪華な夕食。シンプルなラン
チとリッチなディナー、メリハリがあっ
ていいものだ。

8月3日（金）
最終日は妖精が住むという場所へ
　コネマラを巡るトレイル最終日は、マ
ニン・ベイの海岸線とエリスベグの山岳
地帯のライド。海辺の村ラウンドストー
ンを見下ろす。
　この地域は、妖精レプラコーン※４が
いるといわれる場所だ。夜は、トレイル
のスタート地点に近いラクレアの街に宿
泊。トレイルの無事終了を祝して夜は
お酒がすすんだ。

８月４日（土）
馬の博物館の広大な敷地で乗馬
　ラクレアの街からほど近い場所にあ
る、馬の博物館（19ページ参照）を訪
問した。
　博物館見学後は、350エーカー (42万
坪)という広大な敷地内で乗馬。放牧さ
れた羊や牛を馬で追ったり、クロスカン
トリーコースでジャンプを楽しんだ。
　夜は、前夜と同じラクレアの街のホテ
ル泊。
　翌５日（日）、シャノン空港からロン
ドン経由で、帰国の途についた。

20頭の馬列が公道を行く。車も慣れたもの。

ジャガイモ飢饉で廃墟となった家。

夜は、城のホテルで豪華な夕食を楽しんだ。

ピクニックランチは実に簡素で合理的。馬たちはじ
っと立って待っている。

土砂降りの中、馬に乗ったままランチをほうばる。
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ウイリーの馬ビジネスは
１頭のポニーから始まった
　コネマラトレイルは1969年から50年近
く続く、世界でも歴史あるトレイルライ
ドのひとつだ。このトレイルの創始者ウ
イリー・リーヒ氏は、アイルランドを代
表するホースマンの一人であると同時
に、アイルランドで最も成功したビジネ
スマンでもある。
　ウイリーは有名なハント（キツネ狩
り）「ゴールウェイ・ブレイザーズ・ハン

ト（Galway Blazers Hunt）」の主催者
（フィールド・マスター）を30年以上務
めているほか、コネマラポニーの世界最
大のブリーダーとして知られ、現在400
頭を所有している。起業家としても成
功し、「アーンスト・アンド・ヤング※５」
の「起業家・オブ・ザ・イヤー 2004」
に選出された。
　しかし彼が子どもだった時代、アイ
ルランドは貧しい国で、今のような成功
を収めるとは夢にも思っていなかったと
いう。

「家族は貧しかった。みんなお金がな
かった。お金があるのは、医者と牧師く
らいだった」
　10歳の時、ウイリーは親に頼んで、
初めてのポニーを10ポンドで買っても
らった。彼は裸馬で乗り回して調教し、
1年半後に50ポンドで売った。ウイリー
少年が、馬ビジネスに目覚めた時であ
る。
　学校は14歳でやめた。代わりに、29
エーカー（約３万5000坪）の土地で馬
の生産販売を始めた。１頭売ったら２頭
買うやり方で次第に馬を増やし、ハント
用に売却して利益を得た。
　当時のアイルランドでは、ハント以
外の目的で馬に乗る人はいなかったそ
うだ。しかし、馬でトレッキングをした
いという需要はあったため、そこにウイ
リーは目をつけた。
　30歳の時、コネマラで本格的にトレイ
ルライディングのビジネスを始めた。観
光局に相談に行ったものの、職員はウ
イリーが何を話しているのか理解でき
なかったとか。楽しみとしてのホースト
レッキングやトレイルライディングがま
だ存在していなかったのだから、無理
もない。
　トレイルライディングのビジネスを
始動させて、最初に問合せがきたのは、
フランスからだった。ゲストの人数は、
なんと26人。自分の馬だけでは足りな
かったので、何頭もの馬を借りて対応
した。

アイルランドを代表するホースマン
ウイリー・リーヒ氏

ウイリーと著者（田中）。ハットは、ウイリーがデザインした“Willie Hat”。

海辺でのギャロップ。海の向こうはニューヨーク。
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　宣伝広告にお金をかけてはこなかっ
た。しかし、折しも1990年7月15日付け
のニューヨークタイムズで、見開き2ペー
ジに渡ってウイリーのトレイルライディ
ングが掲載されたのだ。この記事が大
躍進のきっかけとなった。
現在は、世界中からゲストを迎えている。
ほぼ50％がアメリカ人、あとはドイツ、
フランスなどヨーロッパ全域とオースト
ラリアからの人々だ。
　コネマラのトレイルは５～９月末ま
で、お客がたとえ一人でも毎週開催し
ている。冬季は、ハントとクロスカント
リーを行う。これまでで一番人数が多
かったのは、50人のグループとのこと。
いかに人気があるかが分かるだろう。

カントリーサイドの歴史を
守るために馬の博物館を建設
「トレイルライドを行ったのは、私が初
めて。世界が私をコピーしたんだ」
彼と同じようにホーストレッキングをビ
ジネスとし、お客を迎える立場の私に
とって、ウイリーの話は非常に参考にな
り、同時に耳に痛いこともある。
「ビジネスを続けるには、常に犠牲を
払わなければならない。しかし、それ
は素晴らしく、楽しい人生でもある。い
つも多くのステキな人たちに会える。た
だし、常に仕事だということを忘れては

ならない」
　彼は、常に顧客優先であれと言う。
「どんなにお客さんが間違っていても、
責めるのは自分自身にすること。彼らは
お金を払い、ホリデーを楽しみに来て
いるのだから」
　1990年、ウイリーは350エーカー（42
万坪）の土地をダートフィールドに購
入し、99年にアイルランドで唯一の馬
の博物館「Dartfield Horse Museum & 
Heritage Centre」を300万ユーロ（約
45億円）かけて建設、オープンさせた。
アイルランドのカントリーサイドの歴史
を守りたいという思いからである。
「トレイルライディングに出かけている
時、博物館のことをずっと考えてきたん
だ。アイルランドは、馬の博物館を必要
としている、と」
　ウイリーは、ダブリンからコネマラに
向かう交通の要所にちょうどいい土地
を持っていたので、ここにつくることに
決めた。
「こんな馬の博物館は世界に３つしか
ない。アメリカのケンタッキー、フラン
スのパリ、そしてここだ」
　ウイリーの事業は、拡大を続けてい
る。ダートフィールドでは犬のショー、
クラフト祭、結婚式やパーティーなども
行っている。世界的な総合馬術大会の
会場のひとつでもある。

　彼の成功に憧れる若い起業家に、ウ
イリーが贈るのは次のアドバイスだ。
「お客さんの面倒をよく見ること。自分
がしてほしいことを、お客さんにするこ
と。これは、人生のすべてにあてはまる」
億万長者となった今でも、彼はお金で
はなく、土地と馬を信じるという。彼は
ゴールウェイ地区一帯に土地を所有し
ているが、５人の子どもと14人の孫に土
地は与えても、お金は与えない。
　81歳とは思えないほど、かくしゃくと
しているウイリー。しかし両方の股関節
は人工関節で、歩く際は杖をついてい
る。とはいえ、馬に乗るとシャキッとし
て、頭脳明晰。２年後（2020年夏）に
再訪の予定だが、次回はどのような話
を聞けるだろうか。

◆馬旅メモ

※１（P16）
オクトーバー・ホースフェア October Horse Fair
毎年、10月の最終月曜日（October Bank Holiday）
に開かれる農業フェア。牛、羊、農産品とともに、
コネマラポニーも多数出品され、世界中からコネマ
ラポニーの愛好家が集まる。

※２（P17）
「静かなる男」（原題：The Quiet Man）
1952年に公開されたアメリカ映画。ジョン・フォー
ド監督が、自身のルーツであるアイルランドの小さ
な村を舞台に、詩情豊かな人間関係を描き出した
ヒューマンラブストーリー。主演はジョン・ウェイン。
美しい自然もみどころだ。

※３（P17）
ラウンドストーン・ボグ Roundstone Bog
1919年、初めてバイプレーン(複葉機)で大西洋
を横断した英国の飛行士・アルコック＆ブラウン

（John Alcock and Arthur Brown）らが着陸
した場所。無線を開発したイタリアの発明家グリエ
ルモ・マルコーニによる無線塔もある。

※４（P17）
レプラコーン Leprechauns
アイルランドの妖精の中でも、１、２を争う有名
な妖精。緑の服を着た靴職人で、片方の靴だけ
を永遠と作っている。道路には、「Leprechaun 
Crossing! (レプラコーン横断中！)」という交通標
識もある。

※５（P18）
アーンスト・アンド・ヤング Ernst & Young

「Big４」と呼ばれる世界4大会計事務所、コンサ
ルティングファームのひとつ。世界150カ国に展
開。

ウイリーが所有する広大な敷地で、牛のかり集め。

ウイリーが建てた馬の博物館。 クロスカントリーコースでジャンプを楽しむ。
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“世界一優れたポニー”といわれるコ
ネマラポニーの魅力を、雄弁に語る日
本の馬術家がいる。栃木県那須で競走
馬の名門・鍋掛牧場を経営する沖崎誠
一郎さんだ。
　私が主宰するFRCの定例会（2018年
１月）で、コネマラをテーマにお話しい
ただいた際のハイライトを紹介する（一
部編集）。

馬の国として
アイルランドが誇るもの
「コネマラはアイルランド原産のポニー
です。もともとの在来種にアラブ系をか
け合わせて、アイルランド人がつくって
きました。彼らにいわせると、コネマラ
はもっともクレバーで我慢強く、気性は
穏やか、それでいて軽い。アイルランド
が誇りにするもののひとつに数えられる
ほど、コネマラを大事にしています。
　競馬界では、アイルランド産の馬が
世界中で走っているのをご存知でしょう
か。英国、フランスのベスト10に入る馬
の半分は、アイルランド産馬なのです。
アイルランドは、馬産業が大きな柱に
なっており、まさに馬の国です。そのた
め、アイルランド人は馬を扱うのに世界
で一番長けた民族だとされています」

優れた障害飛越の才能を持つ
コネマラ
「コネマラは、体格からいうと障碍者乗
馬にいいでしょうし、アラブとかけ合わ
せればエンデュランス向きの馬もできる
はずだと、私は考えています。
　コネマラの体高は140 ～ 150cm。ポ
ニーとはいえ、あまり小型ではありませ
ん。昔の障害馬に詳しい方はご存知だ
と思いますが、ミルトンという、今世紀
最も優れたジャンパーと名高い馬がい
ます。英国のジョン・ウィテカー選手が
乗って勝ちまくり、当時の賞金獲得額
ナンバーワンになった葦毛の馬です。ミ
ルトンの母方には、コネマラの血が入っ
ているんです」

フランスから
コネマラの凍結精液を輸入
「現在、北海道の帯広畜産大学が、人
工授精による馬の生産に取り組んでい
ます。そのメーンの馬に選んだのが、コ
ネマラです。
　日本では戦後から、馬の精液と血液
の輸入が禁止されてきましたが、今年
２月、凍結精液の輸入が解禁となりまし
た。フランスに限り、日本に輸出するた
めの衛生条件を取り交わしたためです。

　ここで疑問に思うのが、なぜアイルラ
ンドのコネマラがフランス経由で輸入さ
れてくるのか？　という点でしょう。
　アイルランドはEUに加盟した時、経
済的に貧しく、少しお荷物的な扱いを
受けてきました。そこでアイルランドは、
血統のいいコネマラを他国に売りに出し
のです。フランスに輸出されたコネマラ
の血統は保存され、その凍結精液が売
られている、というわけです。
近い将来、コネマラが日本の皆さんの
前に出てくるよう、僕もお手伝いをする
つもりです。栃木県・那須産のコネマラ
を数年のうちにつくってみたいと、本当
に思っています」

コネマラポニーの魅力を語る
鍋掛牧場代表・沖崎誠一郎氏

沖崎誠一郎氏。FRCの定例会で。

世界一優れたポニーといわれるコネマラ。

馬たちは海辺の放牧地で夜を過ごす。
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