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文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライディング・クラブ代表）
by Masahumi Tanaka

Field on the Earth  フィールド・オン・ジ・アース

The Trans Wales Trail
英国ウエールズ横断騎馬旅行
外国での馬の旅は、国よってそれぞれ楽しさが違い、どれもが魅力に満ちている。
しかし、中でも英国の南西岸に位置するウエールズでの外乗は、
世界最高の騎乗体験ができる場所といっても過言ではないと
フリーダム・ライディング・クラブ（FRC）代表の田中雅文氏は話す。
そんなウエールズの、広大な緑の大地を馬で駈け巡った日々をレポートする。

外乗の旅で一番よい国は？

世界各地への外乗ツアーを長年主催
していると、よく聞かれる。一番よい所は
どこですか？　私はどこへ行けばよいので
しょう？　タスマニアですか？　南フランスで
すか？　ハンガリーですか？

困る質問ではある、私は全部それぞれ
によいところがあると思うから、各地に旅
行をしている。

日本には少ない広 と々した景色の美し
い場所で、よい馬を存分に走らせる。こ
れはFRCの海外乗馬ツアーすべてに共
通だ。しかし単に馬に乗るだけが目的で
はない。世界には国の数どころか文化・
民族の数ほど馬の乗り方がある。乗馬を
通じて異なった文化を体験し、その土地
の人 と々交流を深めようというのが、そもそ
もの目的だ。FRCの設立趣旨でもある。

参加する一人ひとりの関心、目的、乗
馬の技量、異文化適応度によってその人
が一番楽しめる場所は決まってくる。単な
る観光旅行では絶対にわからないような
ことが、たとえ1週間でもその土地のホー
スマンたちと馬でともに旅することによって、
肌で感じられる。究極の異文化体験がで

ウエールズ
Wales

◦首都／カーディフ
◦言語／英語、ウエールズ語
◦人口／ 290万人
◦通貨／ 英ポンド（約186円・11月16日現在）

　ウエールズは、英連合王国（The United 
Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland）を構成する4つの国（地域）のひ
とつ。グレートブリテン島の南西に位置し、
南にブリストル海峡、東にイングランド、西と
北にはアイリッシュ海が存在する。北から南
までわずか170マイル（約274km）、東から
西まで60マイル（約97km）という小さな場
所だが、3ヵ所の国立公園や5ヵ所の特別
自然美観地域などの絶景スポットに、活気あ
る都市や伝統の村などが点在。ウェールズ語

（Cymraeg） と呼ばれる言葉は、世界で最
も古い言語のひとつといわれている。
参照＝英国政府観光庁
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英国の南西岸ウエールズへ

ウエールズってどこ？　という方もいらっ
しゃるだろう。ウエールズは私たちが英国
とかイギリスとよぶ国、英連合王国（The 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland）を構成する4つの国

（地域）の1つだ。
私はFRCの活動を始める前の20年間

は、通訳・翻訳・国際会議の企画運営
といった国際交流の仕事をしていた。ウ
エールズやイングランドの違いも、知識とし
てはそれなりに持っていた。しかし乗馬ツ
アーで現地にたびたび通うようになるまで、
イングリッシュ（イングランド人）とウエルシュ

（ウエールズ人）の違い、その複雑な関
係について思いをいたすことはなかった。
「文化などと、えらそうなことをいうな、馬
は走ってナンボだ！」という方もいらっしゃる
だろう。そういう方にとってもウエールズは
最高の場所だ。ホースマンズパラダイスな
のだ。

このウエールズでの乗馬ツアー、これま
で18年にわたりいろいろなパターンで行な
ってきた。当初はイングランドとウエールズ

マナーハウスの庭の馬たち。
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を組み合わせたツアーが多かったが、近
年ではウエールズを中心に行なうことが多
い。

ツアーのベースとなる南ウエールズのラ
イディングセンターを中心に、ブラックマウ
ンテン一帯で騎乗するもの、TRECの研
修と組み合わせたもの、2泊3日でブレコン
ビーコン国立公園をまわるコースなどいろ
いろある。今回は最も難易度の高いウエ
ールズ横断旅行「Trans Wales Trail」

（TWT） を行なった。TWTは10年以上
前に数回実施、最近では昨年に続き2年
連続である。

8月22日（土）

成田と関西空港組に分かれ、大韓航
空の朝便で日本を出発。ソウル・インチョ
ン空港で合流し、ロンドンに向かった。参
加したのは、「乗馬上級者で連続5日間

の騎乗に耐えられるスタミナのある方」と
の呼びかけに応じたメンバー 8人と私の合
計9人。

夕方5時過ぎに、ロンドンヒースロー空
港到着。迎えの車でそのまま目的地の南
ウエールズ、ブレコンビーコン国立公園ブ
ラックマウンテンの麓にあるクムフォレスト・
ライディングセンター Cwmff orest Riding 
Centreに向かった。同センターはマイケル
とマリア・ターナー夫妻が経営するウエル
シュコブ種の牧場である。

車で走ること3時間、夜9時にセンター
到着。最初の2晩はここで過ごす。私た
ちが泊まる母屋は約250年前に建てられ
た農家で、ターナー夫妻の自宅である。
当主のマイケルが出迎えてくれた。マイケ
ルは今年74歳、生粋のウエルシュだ。奥
さんのマリアはドイツ人で76歳。夕食を準
備して待ってくれていた。彼女が作るドイツ・

イギリスミックスの家庭料理は、本当に美
お

味
い

しい。
彼らとはもう、18年のつき合いになる。

最初にあった時、マイケルは56歳。自ら

ホースマンズパラダイス。ムーアランドのギャロップ。

クムフォレスト・ライディングセンター。

マイケル（右）とマリア（左）。
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トレイルガイドを務めていた。7年前に引
退し、現在ガイドは次男のポール・ターナ
ー（43歳）が引き継いでいるが、マイケ
ルは参加者の荷物を車で次の宿に運んだ
り、馬装や馬と馬具の手入れを手伝った
り裏方のサポート役をしながら、牧場にい
る40頭あまりのウエルシュコブ種の馬の管
理をしている。

マイケルは若い時、気象観測員の仕
事をしていた。英国南極観測隊のメンバ
ーだったこともある。都会の生活が嫌

いや

にな

り、1970年、30歳の時に現在のファーム
を買ってマリアと2歳の長男オウエンを連れ
て引っ越してきた。その年、ポールが生ま
れ、3年後に弟のランドルが生まれた。そ
してウエールズの山岳地帯の馬、ウエル
シュコブ種の馬を生産飼育してきた。　
　

乗馬牧場として当初は子どものホリデー
キャンプを中心に行なっていたが、85年に
対象を大人に変更。10年かけてコースを
開拓し、今日に至るおよそ30年にわたって
トレイルライディングを実施してきた。現在
ではウエールズを代表する外乗センターと
して、英国国内だけでなく、世界各地か
らのお客でにぎわっている。

マイケルは、馬たちを急傾斜の土地で
群れで昼夜放牧するウエルシュスタイルの
馬の飼育法に、絶対の自信を持っている。

「イングリッシュ（イングランド人）の馬の
飼い方はよくない。狭い馬房に一頭ずつ
閉じ込めて飼う。馬がイライラし、乗るの
に危険な馬になり、寿命も短い」と公言し
てはばからない。実際、マイケルの馬は
確かに30歳前後の馬が何頭も元気で働
いている。

何かにつけて、イングリッシュへのライバ
ル意識がうかがえる。英国流の卵やベー
コンが付く朝ごはんをイングリッシュブレック
ファーストというと、機嫌が悪くなる。同じ
物なのだが、フルブレックファーストとかウ
エルシュブレックファーストといわなければな
らない。

8月23日（日）

朝、今は結婚して家族とともに近くに住
むポールがやってきた。「オハヨゴザイマ～
ス」と、カタコトの日本語で元気に挨拶し
てくる。この日はライディングセンター一帯
で軽く乗馬。

約10キロ離れたパブまで、馬でランチ
を食べに往復だ。天気はあいにくの雨。
朝はまず、広大な放牧場に自分が乗る馬
を捕まえに行くところから始まる。各自、片
手にリードロープつきの無口、片手に配合

飼料を持って自分の馬を捕まえに行く。こ
こではブラシ掛け、馬装もお客が自分で
やる。外乗から帰ったあとは、自分の馬と
馬具の手入れもお客が行なう。自分が乗
る馬、使う馬具により愛着がわく、いいシ
ステムだ。翌日からのウエールズ横断旅
行中も毎日、これを繰り返す。

8月24日（月）

いよいよウエールズ横断の旅に出発、
今日も朝から雨。私たち9人に、アメリカか
ら来た乗馬インストラクターという若い女性
2人が同行することになった。ポールの先
導で午前11時に出発、まず農場地帯を
約13㎞、続いて20㎞に及ぶ広大なムーア
ランドを行く。南ウエールズ特有のなだら
かな丘陵地帯が続く。馬は足もとの悪さを
ものともせず、ギャロップに次ぐギャロップ
で進む。この地はホースマンズパラダイス
とよばれ、ここでのギャロップは世界中の
外乗ファンが憧れるものだ。ランチは雨の
中でピクニック、サドルバッグで持っていっ
たサンドイッチをほおばる。

今回は雨のため見通しがあまりきかない
が、晴れた時の景色は実に広大。かつ
てアメリカから来た女性ライダーが、この日
に早くもリタイアしたことがある。「景色が
広大過ぎて恐怖を感じる」との理由だった。

ポール・ターナー。

朝、放牧場に馬を捕まえに行く。

雨中のピクニック。

ムーアランドでギャロップ。

ランチは馬でパブに行く。
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「閉所恐怖症」の人は知っているが「広
所恐怖症」の人にはこの時初めて会った。

しばしの休憩の後は再びギャロップに次
ぐギャロップ。夕方5時、最初の宿泊地ビ
ルスウエルスBuilth Wellsの町の川辺に
ある、豪華なマナーハウスホテルに到着し
た。

馬たちはマナーハウスの庭で一夜を過
ごす。夜はヘアドライヤーで濡れた衣類
を乾かした。　

8月25日（火）

今日も雨。ワイ川に沿って、さらに西へ
と馬の旅を続けた。ウエールズの山は、

このエリア独特の背の低い植物・ヒース
の薄紫に染まっている。昼は13世紀に建
てられたRed Lionというパブで昼食。夕
方ラヤデールRhayaderの町に到着。ビク
トリアンスタイルのワークハウス（救貧院）

を改造したホテルに泊まった。

8月26日（水）

この朝、ついに晴れ間が見えた。ウエ
ールズの湖水地帯を横断。25㎞に及ぶ
エランバレー Ellan Valleyの渓谷を行く。
川べりでピクニックランチのあと、松林の中、
約8㎞をギャロップ。

夜は国道沿いのパブに宿泊。地元の
人でごったがえすレストランで食事をし、パ
ブの2階の簡素な部屋に宿泊した。

8月27日（木）

横断最終日はマラソンデイ。アイリッシュ
シーの海岸へ向けて最後の山越え42㎞。
ピクニックランチのあと、遠くにゴールの海

が見えてきた。人も馬も最後の力をふりし
ぼる。

午後4時頃、山を下り地元の町にある
ガソリンスタンド併設の喫茶店で休憩後、
ゴールのアベリストワイスAberrystwyth
の海岸に向かった。海の向こうはアイルラ

エランバレーの渓谷を行く。

マナーハウスでの夕食。

マナーハウスの庭の馬たち。

ワークハウスホテル。

川辺のピクニック。

ガソリンスタンドのパーキング。

ついにたどり着いたアイリッシュシーの海岸。

ワイ川を行く。

ヒースの丘で。
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マレローニ校長とアシスタントインストラクター・パウロさん。

ンド、ケルトの国を馬で走破した感慨に浸
る。最後は感動の浜辺のギャロップ。

海岸の近くにはマイケルとオウエンが、ト
レーラーで迎えにきてくれていた。馬たちと
ともにトレーラーに乗り込んだ私たちはその
道中、昨晩宿泊したパブで夕食休憩をは
さみ、150kmの道をクムフォレスト・ライディ
ングセンターへと戻って行った。

8月28日（金）

センターで過ごす最後の日は、基本的
に自由行動。希望を聞くと一人を除き全
員が再び乗馬希望。午前中ブラックマウ
ンテン一帯で6日目の騎乗を楽しんだ。高

齢のメンバーもいるが、皆実に元気だ。
午後は近くのヘイオンワイHay on Wye

の町観光。ここは英国最大の古書店街
である。

ウエールズで最後の夕食は、マリア手
作りのサーモン料理。困難な旅行を一緒ヘイオンワイの町。

マイケルの“パブ”。

完走祝いのディナー。

に成し遂げた仲間と囲む食卓は楽しい。
皆ワインがすすむ。食事の前後は自宅の
庭にあるマイケルの“パブ”で地ビールを堪
能。マイケルは「ビール研究家」でもある。

8月29日（土）

午 前 中、 近くのクリックハウエル
Crickhouelの町を観光、センターに戻っ
て軽い昼食を済ませた。午後1時過ぎセ
ンターを出発、ヒースロー空港へと向か
った。一同マイケル、マリアと固く握手を
交わす。「You are always welcome , 
come again.（いつでも歓迎します。また
来てくださいね）」とマイケル。また来年も

クリックハウエルの町。
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ついにたどり着いたアイリッシュシーの海岸。

来ることになるのだろう。

◎外乗天国ウエールズ

本稿の始めに、世界のどこの外乗が
一番よいか聞かれても困ると書いたが、こ
こウエールズでの外乗は、世界最高の騎
乗体験ができる場所といっても過言ではな

いだろう。
馬の国・英国はいたるところで馬に乗

れる。英国は地図でみると日本より小さい
が、急峻な山がないため、一人当たりが
利用できる面積は日本の10倍以上。だか
ら、どこにいっても広 と々している。そんな
英国の中でも、ウエールズの広大な景色

は格別だ。
今回の旅もそうだが、マルチデイの馬

旅では、住宅街や交通量の激しい主
要道を通ることもある。英国は馬の交通
安全協会としてのBHS（British Horse 
Society ／英国馬事協会）がある国。
馬で旅するための社会的ルールが定めら
れているので、安心感がある。狭い道で
は車は必ず止まり、馬が通るのを待って
いてくれる。大きな道路では、馬列を追
い越したりすれ違ったりする車が皆、減速
して配慮してくれる。ニコニコしながら車
窓から手を振ってくれる人も多い。ウエー
ルズの町は、イングランドの街に比べて皆
小さい。すぐに走り抜け、またすぐ大自然
の中に戻れる。

また、英国では道路に馬がボロをしても
気にする人は少ない。酪農牧畜国のウエ
ールズは、そこらじゅうに家畜がいる。馬
や羊や牛の落とし物は当たり前のように道
路に落ちているが、車に踏まれ、雨に流
され、いつの間にかなくなってしまう。市街地を走る。
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◎ウエールズという国

ウエールズは、ヨーロッパの西の端に
ある興味深い国。イングランド、スコットラ
ンド、北アイルランドとともに英国（グレート
ブリテンと北アイルランドによる連合王国／
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland ）を構成する。

ブリテン島の西の端の半島で、どこに
あるかわかりにくい。人口わずか275万人。

美しい自然と、心やさしく誇り高い人々の
国である。

国＝countryではあるが国家＝stateで
はない。首都はあるが、政府はない。独
自の切手はあるが、通貨はない。国旗は
あるが、大使館はない。独自の言語はあ
るが、独自の法律はない。

3方を海に囲まれ、東側で大国イングラ
ンドに接する。700年にわたり、政治的に
はグレートブリテンに組み込まれてきた。エ
リザベス女王がウエールズの元首ではあ
るが、英国皇太子の称号は「プリンス・
オブ・ウエールズ」である。

◎プリンス・オブ・ウエールズ　
　Prince of Wales

英国の皇太子には、14世紀初頭以来
この称号が与えられている。現在は女王
エリザベス2世の長男チャールズである。
その妻は、「プリンセス・オブ・ウエールズ」
と呼ばれる。チャールズの妻カミラは、国
民的人気が高い前妻のダイアナに遠慮し、

「コーンウオール公爵夫人」の称号を名
乗っている。

つまり、永年闘って併合した国の名前
を自国の皇太子の称号にしているのだ。
なぜこのような不思議なことになっている
のか？

それは1301年までさかのぼる。当時の
イングランド国王エドワード1世は、長い戦
争の末、ウエールズをやっと制服したが、
諸侯の抵抗は続き国は混乱していた。

諸侯に率いられた群衆はある日、国王
と王妃が滞在する城に押しかけ、こう要
求した――ウエールズはイギリス人ではな
く、ウエールズの王子を求める。その王
子はウエールズ生まれで、フランス語も英
語も話さないこと。そして人を傷つけたこ
とがないこと、と。

それから1週間後、再び城を訪れた諸
侯と民衆を前に、
王は王妃とともに
バルコニーに立っ
た。王妃は毛布で
くるんだ何かを抱
えていた。そして
人 を々前に、王は
こういった。
「貴殿らは要求

した。ここウエー
ルズで生まれ、フ
ランス語も英語もウエールズ国旗（レッドライオン）と英国国旗（ユニオンジャック）。

話さず、人をあやめたことがないプリンス
を迎えたいと。もし私がそのようなプリンス
を貴殿らに与えれば、彼を支配者として
迎えいれるか？」
「歓迎だ！」と群衆は叫んだ。
「それでは貴殿らに、希望のプリンスを

与えよう」といって、王は王妃の腕にくる
まれていた乳飲み子をとりあげた。
「私の息子だ、1週間前にここウエール

ズで生まれた。フランス語も英語も話さな
い、人をあやめたこともない。このエドワー
ドを貴殿らに与える。プリンス・オブ・ウエ
ールズだ！」

群衆は歓喜の声をあげた。
初代プリンス・オブ・ウエールズが誕生

した瞬間だった。

「ウェールズの山」
ブルーレイ ￥2,381＋税／
DVD ￥1,429 ＋税
ワーナー・ブラザース・ホー
ムエンターテイメント
© 1995 Miramax Film 
Corp. All Rights Reserved.

この映画の原題は『丘に登り山を下りてきた
イギリスの男』という長くて不思議なものだ。
ヨーロッパが第一次世界大戦で荒廃していた
1917年のある日、南ウエールズの小さな村に
二人のイングランド人がやって来た。彼らの目的
は、村の自慢である「フュノン・ガルウ」とい
う山の高さを測ること。
女王陛下の地図に「山」として記載されるに

は1000フィート（約 305ｍ）が必要である。
それ以下では「丘」になってしまう。仮測量の
結果、彼らが誇る山は20フィート（約6m）足
りないようだ。村は大騒ぎとなる……。思い余っ
た村人たちは麓から土を運び上げ、山をかさ上
げし始める。
民族の誇り、意地が声高に叫ばれることなく、

心温まる描写でコミカルに描かれた佳作です。
若きヒュー・グラントが好演。

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会って
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。


