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引き馬は、単に馬を引っ張ってA点からB点に移動させることではありません。

馬と良好な関係を築き、より安全に外乗を楽しむためにも、

引き馬は非常に重要な要素のひとつなのです。

そこで今回は、引き馬（Leading）について詳しく解説します。

の不整地を長時間、馬をコントロール
しながら移動するような場合、引き馬
は極めて重要です。野外騎乗の技術を
競うT

ト レ ッ ク

RECやエンデュランスといった
外乗の競技では、なおさらのこと。本
格的な馬術競技会になると、インスペ
クションで歩様検査を受ける必要があ
りますが、その際も引き馬の技術が問
われます。

TRECでは引き馬の技術を
採点する課題が増加中

　ここで、TRECについてふれておき
ましょう。

引き馬は馬を引くだけに非ず！
単純に見えて実は奥が深い

　皆さんは、どんな時に引き馬をしま
すか？　乗馬クラブでレッスンを受け
ている人は、馬房から繋ぎ場へ、繋ぎ
場から馬場へ馬を連れて行く時でしょ
うか。やり方としては、馬の左側に立っ
て、馬がバタついても大丈夫なように
引き綱や手綱を短く持ち、馬を引いて
移動させる――何ら特別なことではな
いと思うかもしれません。
　短時間の外乗で、ガイドの後ろに
くっついて騎乗するのであれば、それ
でも問題はないでしょう。しかし野外

　TRECとは、フランス語の「Technique 
de Randonnée Equestre de Compétition」、
略して「T.R.E.C」。直訳すると、「野外騎
乗の技術競技」です。「乗馬でのオリエン
テーリング」「歩様コントロール」「クロス 
カントリー課目」のフェーズ（部門）を
組み合わせた採点競技で、その合計ポ
イントを競います。タイムを争うレース
ではありません。ヨーロッパを中心にブ
レークしており、日本でも約７年前から
競技としてスタートしました。
　TRECの競技統括団体であるFITA
（Fédération Internationale de Tourism 
Equestre ／国際観光乗馬連盟）のルー
ルブックによると、「クロスカントリー
障害物競技」には35の課題が定められ
ており、競技主催者はいくつかの課題
を選んで競技を実施します。たとえば
公式競技の場合、課題は16です。
　私がTRECを日本に広め始めた15
年前、16課題のうち引き馬で行う
課題は、「坂上がり（Leading up an 
incline）」と「坂下り（Leading down 
an incline）」の２課題のみでした。そ
れが年々増加し、現在は［表１］の11
課題に増えています。

文・写真＝田中雅文（フリーダム・ライティング・クラブ代表）

「引く」（pull）ではなく「導き一緒に移動する」（lead）

第4回 引き馬（Leading）

PROFILE
田中雅文
「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・ライティング・ク
ラブ（FRC） 代 表。
世界各地での外乗
歴は40年 超。オー
ストラリアでエンデュランス、英国でTREC、アメリカ
でCompetitive Trailを学び、これらの日本での普及
活動を続けてきた。エンデュランスでは2005年ドバイ、
2008年マレーシア世界選手権日本代表チームの監督
を務めた。山梨県小淵沢で外乗中心の乗馬施設「FRC
小淵沢」を運営、「裸馬騎乗会」などユニークな指導を
行なっている。著書に、日本語で書かれた唯一のエンデュ
ランス教本『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。本誌には20
年以上にわたり、さまざまなテーマで執筆を続けている。

不整地の外乗に出るならば、引き馬はマスターしておくべき。写真は八ヶ岳騎馬登山。観音平展望台からは富士
山を望むことができ（写真右）、海外からのお客にも大人気。
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［表２］
「引き馬での坂上がり」の採点方法

◇場所

● 馬を安全に一定のペースで引いて上がれる
スムーズな坂

●傾斜は25度以上45度まで

●長さは最低10m

● 通路（マークの有無は問わない）の幅は2
～ 4m

◇目的

● 馬の落ち着き、従順さと意欲、及び引き馬
で馬を適切にコントロールするライダーの
技量を見る

◇技量

● 避けるべきミス／前進をためらう・拒否す
る・放馬する・手綱や引き綱が地面にふれ
る・走り出す・通路外へはみ出す・馬が人
間に突っかかる

◇スタイル

● 手綱や引き綱をピンと張ることなく、馬が
落ち着いて、従順に意欲を持ってついてく
ること

　馬は、人の後ろにおとなしくついて
こなくてはいけないのです。横や前に
出させてはダメ。引き綱がピンと張っ
て、馬をグイグイ引っ張るのも減点の
対象になります。馬は人に、“自分から
ついていく”ことが大切なのです。

［表１］
TREC公式競技において、引き馬で行う課題

1. In-hand corridor 通路

2. In-hand drop ステップダウン

3. In-hand step-up ステップアップ

4. In-hand staircase down 階段下り

5. In-hand staircase up 階段上がり

6. In-hand ditch ギャップ越え

7. In-hand S-bend test S字クランク

8. In-hand footbridge  橋渡り

9. Leading up an incline 坂上がり

10. Leading down an incline 坂下り

11. Tree trunk in-hand 倒木越え

　引き馬で行う課題がここまで増えた
のは、一体なぜだと思いますか？　答
えは明快。外乗に欠かせない技術とし
て、引き馬が重要視されるようになっ
たからです。
　９の「坂上がり」を例に取りましょ
う。ルールブックには、［表２］のよう
な説明があります。

引き馬の「引」という漢字の
イメージに惑わされないで

　引き馬は英語で、「l
リード

ead a
ア

 h
ホ ー ス

orse」と
いいます。「lead」は「導き一緒に移
動する」という意味合いですから、
日本語の「引く」（p

プ ル

ull）・「引きずる」
（d

ドラッグ

rag）とはニュアンスが違いますね。
　前述したTRECのルールからも分か
るように、引き馬で大切なのは馬を
文字通り「引く」（pull）・「引きずる」
（drag）ではなく、「導き一緒に移動す
る」（lead）なのです。
　馬を引く綱のことを、日本語では「引
き綱」「引き手」と呼びますが、英語は
「lead rope」、つまり「導き一緒に移
動する（ための）ロープ」。
　加えていえば、馬に対してライダー
は、引っ張る「b

ボ ス

oss」ではなく、導く
「l

リ ー ダ ー

eader」になることが大切だと思い
ます。
　引き馬がきちんとできないうちは、
一人で外乗に行かないほうがいいと思
います。エンデュランス競技に出るな
ど論外です。自身と、まわりの安全の
ためです。
　一般的な乗馬クラブでは、引き馬の
練習にあまり時間をかけないかもしれ
ません。ですが、引き馬はグランドワー
クの基本であり、人馬の信頼関係を築

引き馬は、馬を引きずるのではなく、馬が納得して自分からついてくることが大切。引き綱は馬が自由に首を動かせるよう長めに持ち、たるませること。
モデル＝塚本真由美 ＆ Freedom Biscotti
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くためのとても重要な手段。ぜひ一生
懸命練習して、技術を習得してほしい
ものです。

引き綱はピンと張らず
常にたるませておくこと

　ここからは、引き馬上達のための重
要なポイントと、具体的な練習方法を
紹介していきます。練習の際は、まず
は馬場内で行い、うまくできるように
なったら屋外の不整地に出るようにし
てください。

【引き馬の際の基本ポイント】

○ 馬の左に立ち、引いて歩きます。引
き綱の長さは60㎝以上で、ピンと張
らずにたるませること。馬が自由に
首を動かせる長さと遊びが必要で
す。
○ 「人が歩けば馬も歩く、人が止まれ
ば馬も止まる」ことを忘れずに。
○ ハンドラー（リーダー）であるあな
たに、馬の意識を集中させます。決
してあなたより前に馬を出してはい
けません。馬が前に出てあなたを
引っ張ると、馬がリーダーになって
しまいます。馬が前に出るようなら、
長鞭やスティックで制しましょう。

【引き馬の練習方法】

◆馬が自らついてくるか
　ペースを変えてトレーニング

○ ハンドラーが下を向いてゆっくりト
ボトボと歩くと、馬もトボトボと、
元気なくついてきますか？　次は、
徐々に元気よく歩いてください。胸
を張って大股で堂々と。すると馬も
元気に、しっかり踏み込んでついて
くれば合格。速歩の際も同じ。走る
ハンドラーに合わせて、馬が自ら速
歩に切り替えるのが理想です。

○ いずれの際も、引き綱はたるませて
おくこと。引き綱をガツンと引っ
張って馬に合図をするのではなく、
馬があなたのペースに合わせるよ
う、訓練してください。

◆馬の右側、前方など
　立ち位置を変えて練習

○ 馬の左側からだけでなく、右側から
も引き馬の練習をしましょう。この
時、引き綱を持つのは左手です。

○ 引き綱を後ろ手に持って馬の前方を
歩き、後ろからついてこさせます。
引き綱の長さは1m以上で、必ずた
るませてください。狭いトレイル（登

山道や林道など）を通る時のための
予備練習になります。

◆狭い道や上り坂など
　さまざまな場所で引き馬を

○ 前述の練習が馬場内でうまくできる
ようになったら、野外の不整地に出
て行います。ハンドラーは、道幅の
広い場所では馬の横、道幅の狭いト
レイルでは馬の前方というように、
状況に合わせて立ち位置を変えなが
ら進みましょう。

○ 同様に、上り坂・下り坂でも練習し
ましょう。

馬の目を真正面から
見つめるのはNG

　引き馬で馬がおとなしくついてこな
い時、あなたはどうしますか？　振り
向いて正面から馬の目を見つめ、ロー
プを強く引こうとしていませんか？　
これではいけません。馬は、正面から
見つめられるのが大嫌い。いくらあな

速歩の際、引き綱をガツンと引いて合図をしなくても、馬がサッと速歩に切り替えて人についてくるよう、訓練する。
このときも引き綱はたるませること。

人が停止すると馬も止まる。馬は人より前に出さない。
ジッと何秒でも立っていられる。TRECでは、これらも
評価の対象となる。
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TREC（トレック）
フランスで行われていた、馬を使っ
たトレイルガイドの資格試験が「Le 
TREC」という競技になり、さらに発
展したもの。各国で実施されている
「Competitive Trail Riding 」（CTR
／トレイル・ライディング競技）のひと
つで、現在ヨーロッパを中心に世界中
で人気が急上昇。特に英国では、権
威あるBHS（British Horse Society
／英国馬事協会）が「BHS TREC」
を開発、統括団体として普及に力を
入れたこともあって、今では毎週末、
各地で大会が催されている。
参考サイト
www.fi te-net.org/Sports/TREC

TREC統括団体FITE（Federation Internationale 
de Tourism Equestre）のルールブックに掲載の野
外障害物競技の課題のうち、「引馬での坂上がり」を
示すカード。

たが愛情に満ちあふれた瞳でジッと愛
馬の目を見つめても、馬にはそれが通
じないばかりか、後ずさりすること
だってあります。なぜなら、馬という
動物の性質だからです。
　馬の目はほかの多くの草食動物同
様、左右に離れてついています。視界
は真後ろを除き、ほぼ350度。これは、
広い範囲を見渡すためです。目の前の
草を食べながら、後方から忍び寄るか

もしれないライオンなどの天敵を警戒
することができるのです。その代わり、
目の前にある物までの距離を測定する
のは苦手です。
　逆に私たち人間の目は、ほかの肉食
動物同様、正面に並んでいます。視界
は180度程度ですが、ふたつの目で獲
物までの距離を正確に測定し、飛びか
かることができます。ですから、私た
ちが真正面から馬の目をジッと見つめ
ることは、馬にしたら肉食動物に見す
くめられているような不快感を与える
ことに他なりません。
　馬に従順についてきてもらいたいの
であれば、行きたい方向を見つめるの
です。そう、馬と一緒に。

　私の好きなアントワーヌ・ド・サン
＝テグジュペリの言葉を引用します。

 “Love does not consist in gazing at 
each other, but in looking outward 
together in the same direction.”　
Antoine de Saint-Exupery

――「愛とは、お互いを見つめ合うこ
とではなく、ともに同じ方向を見つめ
ること」

　馬は背中に乗るだけの人より、引き
馬で散歩に連れていって草を食べさせ
てくれる人に、よりなつきます。
　引き馬の楽しみを覚えると、馬との
つき合いがまた一段と深いものになる
はずです。

INFORMATION
FRC小淵沢の裸馬騎乗会、クリニック
当連載筆者・田中雅文氏の裸馬レッスン、野外騎乗やエンデュラ
ンスについてのクリニックが好評開催中です。八ヶ岳南麓の外乗
も併せてお楽しみください。

［ADD］  山梨県北杜市小淵沢町10101 FUJII STABLE内
［E-mail］ frc.kobuchizawa@gmail.com
［URL］ www.frckobuchizawa.com
　　　  〈Facebook〉www.facbook.com/frckobuchizawa
【 車 】中央自動車道［小淵沢IC］から5分
【電車】 JR中央線特急で［新宿駅］から［小淵沢駅］まで2時間。 

駅からタクシー5分

引馬で急坂を駆け下りる。この人はかなりのアスリート。

急坂は引き馬でのんびり下る。馬の肩を痛めないためでもあるが、馬も精神的にリラックスできるので人馬の関係
がよくなる効果も。

061UMA LIFE


