
乗馬の基本は
実はすっごく
シンプル！

裸馬に乗ろう
馬に乗りたければ、まずは馬に乗れる体づくりから！
次は馬の動きを頭で理解し、裸馬に乗って実践!!
……そんな“非常識”とされるかもしれない上達法、
3回目の今回は、いよいよ裸馬騎乗に挑戦です。

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3回

文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライディング・クラブ主宰）

なぜ裸馬に乗るのか？
 ヒントは西部劇にあり！

西部劇には、アメリカン・インディアンが
鞍を置かず、毛布を縛りつけただけの馬
に乗って西洋人と戦う、お馴染みのシー
ンがあります。裸馬をあのように自由自在
に乗りこなせたら、と思う方は多いことで
しょう。しかし彼らはなぜ、裸馬に乗って
いたのでしょうか？
それは、西洋人から馬は盗めたけれ

慣れてくると、裸馬用のパッドをつけず、手綱も持たずに練習できる。

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。

ど、鞍は盗めなかったから。
もともと新大陸に、馬はいませんでした。
馬は、スペインをはじめとするヨーロッパ
人が持ち込んだものです。
映画の中のインディアンたちは、外で
放牧されている馬を比較的簡単に連れ
出すことができました。ところが鞍は室内
で保管されているため、そう簡単には盗
み取れなかったのです。
馬に乗り、武器を操って戦うには、鞍と

アブミがあったほうが圧倒的に有利です。

やってみると分かると思いますが、裸馬
で急発進、急旋回、急停止をするのは、
至極大変です。究極のバランス感覚が
欠かせません。
インディアンたちにとって、裸馬に乗っ
て人馬一体となれるかどうかは、まさに命
がけだったのです。
というわけで、初めの見出しにある質
問に戻りましょう。なぜ裸馬に乗るのか？
その答えは、馬の動きをよりよく感じ、
人馬一体のバランス感覚を身につけるた
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目からウロコの“非常識”上達法

裸馬騎乗用パッドをつけて練習。

パット・パレリの代表作『NATURAL HORES-MAN-
SHIP』（英字版のみ）。鞍はもちろん一切の馬具をつ
けていない。

パレリ氏のようにホースマンシップの最高レベルのイ
ンストラクターになるには、このレベルが求められる
（『NATURAL HORES-MAN-SHIP』より引用）。

裸馬に乗る前に知っておきたいこと

め。裸馬に乗ると、バランスが短期間で
劇的に改善するからです。

オーストラリア
 タスマニアの牧童たち

私は長年、オーストラリア本土の南方
にある島・タスマニアを、乗馬のホームグ
ラウンドにしてきました。現在、FRC 小
淵沢（山梨県北杜市）で飼育している
6頭のアラブ馬も、全頭タスマニアから輸
入したものです。
現地でつき合いのある馬乗りや牧場主

たちは子どものころ、裸馬に乗って乗馬
を覚えたといいます。背中に毛布を縛り
つけただけのポニーに乗り、野山を駈歩
で自由に走り回れるようになると、親がやっ
と最初の鞍を買ってくれるのだといいま
す。彼らはみな、裸馬騎乗の信奉者です。

ナチュラルホースマンシップ
 の世界的教祖

ナチュラルホースマンシップの世界的教
祖パット・パレリ（Pat Parelli）氏も、裸

①乗り手の体格に合った
　馬を選ぶことが大切

大柄な人は大きな馬に、小柄な人は
小柄な馬に乗りましょう。
裸馬騎乗の場合だけでなく、本来は

馬場内レッスンでも外乗でも、これは非常
に大切なことです。体高のみならず胴（バ
レル）のサイズも重要です。丸く太った
体型の馬より、「抱き」の細い馬のほうが
安全に乗れ、馬体の動きもよく分かります。
とはいえ、何も栄養不足でやせた馬に
乗れといっているのではありません。馬の
体型の話です。ライダーの脚が馬体に

さて、いよいよ実際に裸馬に乗るわけですが、
その前に以下のことを十分頭に入れておきましょう。

馬騎乗を熱心に推奨しているひとりです。
「裸馬に乗りなさい、鞍なしで長時間乗
りなさい。馬の動きについていけるように
なります。できなければ落馬します。裸
馬騎乗で独立した騎座（independent 
seat）が獲得できます」
と、パット・パレリ氏は言っています。
パレリ氏はライダーの身体能力を高める

ため、さまざまなスポーツやトレーニングを
行なうことの必要性も強調しています。
「自転車、一輪車、スキー、水上スキー、
水泳、トランポリン、機械体操、ヨガ、エ
アロビ、ストレッチ、ダンス……。個人的
には一輪車によく乗ります。一輪車に乗
ることは、肉体だけではなくメンタルと情
緒の訓練にもなります。転倒の可能性が
あることを常に意識して受け入れ、常に
バランスを保ち倒れないようにすることを
意識するのは、ライダーにとって肉体的、
心理的、情緒的に大変いい訓練になりま
す」（同）

沿って自然に下に下がり、足先が馬の腹
より下にくるのが理想です。FRC小淵沢
では、小柄で細身のアラブ種の馬を使っ
ています。

②物見をしない
　馴致の行き届いた馬を選ぶ

鈍い馬、という意味ではありません。
少々のことには驚かないよう、きちんと馴

じゅん

致
ち

、訓練された馬を選びましょう。普段か
ら、馬にストレスをためないよう飼育するこ
とが必要です。
また、馬房から出した
ばかりの馬に乗らず、調
馬策や追運動などで十
分に準備をしてから乗りま
しょう。

③始めは無理せず
　「裸馬騎乗用パッド」
　を利用

完全な裸馬は大変滑り
やすく、乗馬ズボンも汚
れがちです。
現在は、「裸馬騎乗用」

としていろいろなパッドが出ているので、
最初は、「裸馬騎乗用パッド」を利用し
て乗るのがいいでしょう。
FRC小淵沢では、オーストラリアで特

注したパッドを使っています。厚手のスエー
ド製で、馬の背中に合わせた3D形状。
前部には、ライダーがつかまれる安全ホ
ルダーがついています。　
Dリングもついているので、エアバッグ

搭載ベストを着用する人はストラップを取り
付ることが可能です。

裸馬騎乗に際しての注意

これがFRC小淵沢で使用している「裸馬騎乗用パッド」。
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新鮮！　馬の背中に直接座る感触

上馬のコツを学ぼう

自分の体格に合った馬が用意できた
ら、早速馬の背に乗ってみましょう。
いつもアブミに足をかけて乗っていた人

には、この段階ですでに新鮮な体験とな
るでしょう。
気になる乗り方ですが、地面から直接

飛び乗りできるのが理想です。
ジャンプしたら、まずはお腹を馬の背中
に乗せて腹ばいになり、それからゆっくり
と脚を回して座ります。
この時、馬のキコウの上にお腹を乗せ
るようジャンプすると、ラクに乗れます。思
わず馬の背中の一番低いところにお腹を
乗せてしまうと、よほど股関節が柔軟な
方でない限り、脚が馬のお尻にひっかかっ
て回しにくくなるので気をつけましょう。
ただし、当連載の第１回（2016 年 4

月号 16ページ）で紹介した「股関節の
柔軟性を高める体操」を続けてこられた
方は、その成果がそろそろ現れてくるこ
ろかと思います。
ぜひこうした機会に、エクササイズの

成果を実感してみてください。
身体能力に優れた人なら、ジャンプす

ると同時に脚をクルリと馬上で回し、ワン

裸馬に乗る準備と心構えができたら、ついに騎乗で
す。その際、ちょっとしたコツとテクニックが要りま
すので、ぜひ覚えておいてください。

アクションで乗れるかもしれませんね。そう、
南北戦争を描いた映画「ダンス・ウィズ・
ウルフズ」（1990 年）のケビン・コスナーら、
ハリウッドのスターのように……。　
しかし最初は無理をせず、踏み台を
利用してください。
外乗の時は木の切り株や大きな石な

ど、踏み台代わりになるものを探しましょう。
斜面にいるときは、馬を斜面の下側、低
いほうに立たせます。

まずは常歩からスタート

この連載“非常識”シリーズでは、通
常の乗馬の場合、常歩より先に速歩の
練習を提唱しています。なぜなら、馬に
きちんとした常歩をさせることは、ある意
味、速歩で静かに座れるようになる以上
に難しいからです。
常歩はただ馬に座っていればいい、早

く動かしたければ馬のお腹を蹴ればい
い、レッスン中の「常歩～」の号令は「休
め～」だと思っている人には、「？？？」か
もしれませんね。
ただし裸馬の場合は別です。裸馬に
乗ったらまず常歩をさせ、とにかく馬の動
きを感じることに集中しましょう。馬場を出
て、坂のあるところへ外乗に行くと、よりよ
くわかるはずです。
その際、脚はできるだけ使わず、そっ

と馬体に沿わしているだけ。
腰は馬の動きに合わせますが、ライダー

が腰を能動的に振るのではなく、あくまで
も馬の動きを受動的に感じ取って、その
動きを増幅・減衰することで馬をコントロー
ルするのです。
初めはできなくても、ガッカリしないでく

ださい。馬乗りが生涯をかけて追求する
ような、かなり奥の深い世界ですから！
通常の乗馬の際の常歩については、

次回以降、バイオメカニクスの理論を踏ま
えて詳しく解説します。まさに連載タイトル
の通り、“目からウロコ”ですので、どうぞ
ご期待ください。

次は速歩にチャレンジ

連載第 2回目（2016 年５月号 22ペー
ジ）で解説した、速歩の際の馬体の動き
を思い出してください。
速歩は、単なる上下動ではないので

す。
馬の背中は①上下動 ②背骨の左右
への動き ③背中が左右交互に上下動 
④後ろから前へ加速する動きの4つが
合成されて動いています。
鞍を置いて馬上にいた時には、感じ取

れていなかったかもしれません。ですが、
裸馬に乗ることでこれらの動きが少しでも
感じられたら、当面の目的達成です。

裸馬の乗り方

軽乗の基礎「風車」。鞍なしでやるのは難しい。バランス感覚と股関節の柔軟性が必要。
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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］tanakapal@xj8.so-net.ne.jp   
［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。

馬もニコニコ♡
ニンジンストレッチ

FRC小淵沢の裸馬レッスン

あとは自分の腰が、柔らかく馬と一緒
に動くかどうか、が課題となります。
体が硬くてドスンドスンとお尻が跳ねる
場合は、残念ですが裸馬に乗るのを止
めましょう。馬が背中を痛めます。馬は

苦痛を感じるとその乗り手を嫌いになるの
で、以後の練習にも差し支えます。
馬から下りたらやさしく馬をねぎらい、こ

れまでの連載で紹介したエクササイズを
続けてください。　

裸馬に乗ったら、最初は馬場内の、
それも直線部分でだけやりましょう。カー
ブでは遠心力が働き、バランスがうまくと
れないうちは落馬しやすいものです。

ニンジンストレッチのやり方
最初は頭を上げた状態からスタート。ニンジンでつり、首を左右に曲げさせます。じ
らさず、素直に首を曲げたらニンジンをかじらせましょう。
次は頭を地面まで下げさせ、同じくニンジンでつって首を左右に曲げさせます。
最後は、両前肢の間に頭を入れた状態にさせてストレッチ（写真）。背中がグーン
と伸びているのが分かります。
一度にできなくても大丈夫。あせらず時間をかけてやりましょう。

裸馬レッスンでのひとコマ。馬の背中
の動き感じながら、外乗もエンジョイ。

キッシングスパインのイメージ図。要は裸馬で乗った時、ラ
イダーのお尻に当たる馬の骨は背骨（脊椎）自体ではなく、
その上に飛び出ている棘突起（spine)。非常に痛めやす
い部分なので、下手に乗ると曲がって癒着してしまいます。
しかしこれを、ニンジン１本で防止できるのです。

I n f o r m a t i o n

鞍は乗り手の体重を、馬の背中の広い部分に分散させま
す。しかし鞍を置かず裸馬に乗ると、乗り手の体重は馬の背
中の限られた部分にかかることになります。特に体重が重く、
下手なライダーが乗ると、馬の背中は悲惨なことになりがちで
す。棘

きょく

突
とっ

起
き

（椎骨の後端が隆起し、突出したもの）が癒着
する、「キッシングスパイン」（イラスト参照）という症状です。
これを防ぐには、馬の背骨を伸ばすストレッチが有効です。
スティック状にしたニンジンを使って、簡単にできます。FRC
小淵沢の裸馬騎乗会のあとには、参加者にやってもらってい
ます。
騎乗後、馬に砂場でゴロゴロ砂浴びさせるのも有効です。
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