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初めて乗馬をする人へ 

はじめて馬に乗る人は第一に馬を怖がらない事が大切です。そのためには馬に乗る前に馬に触れてみた

り、曳いてみたりする、その方が馬に慣れるのに大変効果的です。ただしこの場合、おとなしい馬で行

う事、又、乗る場合でも必ずおとなしい馬でなければなりません｡特に初心者の場合、第一の先生は馬達

だからです｡ 

初心者がおとなしい馬に乗ったら、ほとんどの人は調馬索（紐付き）で３０分前後には常歩と速歩の動

きを経験する事ができます。中には軽速歩（馬上で立ったり、座ったりすること）までできるようにな

る人がいますが、最初は決して進度を急ぐ必要はなく、いずれ誰でも出来るようになるので心配する事

はありません｡大切な事は本人が馬上で怖いという気持がなく、安心して馬上にいられる事です。それに

よっておのずと進度は早まるでしょう。 

通常、乗馬教室というのは 1 コース 4 回（1 回約 30 分）になっておりますが、最終の４回目には小さい

円形馬場で指導者のもと、一人でも常歩と速歩が出来るようになり軽速歩をも出来るようになります。

これが乗馬教室１コース４回の大体の内容です。 

このようにして馬に慣れたらあとは数多く馬に乗る事です。それが上達の近道です。 

乗馬の練習の目安 

常歩は、一番ゆっくりとした動きで上下振動（反動）のない歩き方なので誰でも安心して馬上にいる事

が出来ます。速歩は、一番上下振動のある動きですが、初心者には上下振動が低く柔らかい馬が最適で

す。初めは静座速歩（お尻を鞍につける）で馬の動きに慣れる練習をしますが、騎手が馬上でリラック

スして柔らかく安定したバランスが得られてきたら軽速歩（馬上で鐙を踏んで立ったり座ったりする乗

り方）の練習をします。 

駈歩は速歩程の上下振動はありませんが、速さがあります。慣れると快適ですが、速歩よりも速さがあ

るので少しずつ駈歩の動きの慣れましょう｡それでは駈歩の練習に入ります。駈歩の練習に入る時期はい

つかというと、自分で自由に馬を常歩させたり、速歩・停止・左右への回転を出来るようになった時、

そして、特に少し速い速度の速歩でも怖がらずに静座速歩や軽速歩を自由にこなせる様になった時です。

このような人はおとなしい馬であれば調馬索で駈歩の練習をする事が出来ます。 

そのときの練習の仕方としては、最初は手綱と鞍を一緒に持ちます（鞍の前に捕助革がある）そして駈

歩の動きにつき易くするために上体を少し後傾するようにして馬上での安定を図ります。初めは両手で

鞍に頼って駈歩の動きに慣れていきますが、慣れ次第片手を鞍から離し途中で反対の手を離したりして



バランスを探ります。 

このような動作を怖がらずにバランスよく出来るようになったらタイミングをみて鞍から両手を離し手

綱だけを持ち駈歩の動きに入っていきます（指導員の見極めが大事）。そうすると意外や意外、結構鞍に

頼らなくても駈歩の動きについていくことが出来ます。ただし、この時注意する事はもし馬が途中で速

歩になったらあわてずに、すぐ軽速歩をとって馬の動きについていくことです。そうすることによって

バランスも乱されないですみます。 

駈歩の練習の 2 つのポイントは駈歩中上体を少し起こし気味にして、お尻を鞍につけておく事と、もう

一つは、もし急に速歩になったらすみやかに軽速歩をとることです。この動作に慣れたら駈歩での不安

が無くなり、むしろ楽しく感じられるようになるでしょう。駈歩の練習に入るためには最低２０鞍ぐら

いの常歩と速歩を交互に行う練習と静座速歩と軽速歩の速さの変化を交えた交互の練習を数多くやって

いた方がその後の練習に大変効果的です。”急がば回れ”で自分自身を過信せず、しかし積極的に練習をし

ましょう。誰でもいずれは駈歩は出来るのですから。 

大事な事は絶対に落馬をしない事です。そのためには良い指導者とおとなしく安全な馬で練習す

ることです。それが初心者にとって大切な事であり、乗馬を生涯スポーツとして長く楽しむ事に

つながります。 

鞍数 目標 

1～20 鞍 
常歩・速歩騎乗を主体に軽速歩を含めて自由に簡単な図形騎 乗が出来るように

します。 

21～50 鞍 駈歩騎乗を主体とした練習します。 

51～70 鞍 前傾騎乗や第一課目の騎乗が出来るように練習します。 

71～100 鞍 横木通過や低障害飛越（高さ６０～80ｃｍ）の騎乗が出来るようにします。 

101～300 鞍 
第２課目や第３課目低障害のコース騎乗（クロスﾊﾞｰ障害・80～90ｃｍ垂直障

害・幅障害） 

 
 

ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 
 



馬術調教の８段階 

馬の調教とは、それぞれの用途、目的に応じてその馬の能力を最小限の力で最大限に発揮することであ

り、それは秩序正しい体育訓練（ギムナスティック）によって可能になる。｢馬術調教の８段階｣は馬の

調教や競技における根本原則であり、すべての出発点である。 
《馬術調教の８段階》  

1. 歩調：（ペース） 
2. 緊張の緩和：（リラックス） 
3. 依倚：（ハミ受け・コンタクト） 
4. 弾発：（インパルジョン） 
5. 真直性：（ストレイトネス） 
6. 透過性：（レスポンシブネス） 
7. 収縮：（コレクション）  
8. 起楊：（レイジング）  

1.歩調：（ペース）  
歩調とは３種の歩法（常歩・速歩・駆歩）内における動きの絶対的な調和である。  

• 速さが一定である。  
• 常歩は４節で大股な運歩である。 
• 速歩は２節で上下運動のある運歩である。 
• 駆歩は３節で跳動的な運歩である。  

2.緊張の緩和：（リラックス）  
緊張の緩和とは馬のすべての筋肉組織や腱、及び諸関節をほぐし、馬の精神的、肉体的な緊

張を取り除く事である。  

• 柔軟運動課目の利用 
（例：自由常歩、軽速歩、輪乗り、斜横歩、前肢旋回、キャバレッティなど）  

• リラックスしている馬は３種の歩法において手綱を伸ばしても、急がず頭頸を前下方

へ伸ばし、一定のリズムとテンポで運動を続ける。  
• 背が柔軟で、騎手の推進が可能である。  
• 呼吸が静かである。  

3.依倚：（ハミ受け・コンタクト）  
依倚とは、騎手の拳と馬の口との間に絶えず一様な連絡（コンタクト）がある状態をいう。  

• 馬は騎手の拳に対して譲りを示し、ハミを味わったり、求めたりする。 
• 馬の唇に軽い唾液が見える。  



• ハミを受けている口元が安定している。  

4.弾発：（インパルジョン）  
弾発とは馬の後肢の活気ある馬体下への踏み込み（カデンツ）であり、それが力強い推進力

となって現れる。  

• 馬の動きにより確かなリズムとテンポが生じ、馬の背は柔軟にかつ弾力的になる。  
• 半減却扶助の利用と必要性  
• 歩幅の増大が可能  

5.真直性：（ストレイトネス）  
馬が真っすぐであれば、直線上においても、曲線上においても、馬の左後肢は左前肢の方向。

右後肢は右前肢の方向に踏歩していく。  

• 輪乗りの開閉運動を利用して馬に真直性をつける。  
• 真直性が確立されると、後躯からの推進がより速やかに前方へ伝わる。  
• 馬には生まれつきの｢ゆがみ｣がある。  
• ｢肩を内へ｣は調教の基礎である。  

6.透過性：（レスポンシブネス）  
透過性とは馬体全体のいずれの部分にも硬さがなく、馬体の前後左右が全く均等な柔軟性を

得ている状態をいう。  

• 透過している馬の状態においては騎手の扶助が後方より前方へ速やかに伝わる（ 後躯 
⇔ 背 ⇔ 項 ⇔ 口 ）  

• 前後左右の運動が均等に実施できる。  

7.収縮：（コレクション）  
収縮とは後躯の沈下と後肢の活発な体下への踏み込みであり、馬は馬自身の体重と騎手の体

重とを後肢に受けながらも、その負重力が推進力となり得る状態をいう。  

• 後躯屈撓とは、股関節→膝関節→飛節の角度よりなる。 
• 馬のバランスは、より後躯にある。  
• 馬に収縮を求める時期は、調教始めてから約１年半から２年くらい経ってから可能 
• 収縮運動課目の利用 

（例：後退、反対駆歩、後肢旋回、簡単な駆歩交換（駆歩－常歩－駆歩）肩を内へな

ど）  
• 馬は自得姿勢を示すようになる。  

8.起楊：（レイジング）  
馬が正しく収縮体勢を理解していれば、後躯の沈下（後躯屈撓）が現れ、それに伴って前躯 



の起楊が生じる。  

• 項は最頂点になる。  
• 関係起楊（正しい）と絶対起楊（誤り）  
• 歩度の変換によって項の位置も変わる。  

以上８点が専門的には必要不可欠の事柄であるが、中でも特に大切なことは馬が絶えずリラック

スしている事である。リラックスはすべてのスタートラインである。 

ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 

 
 



基本と馬に対する慣れ 

騎手の進歩のために大切なのは、基本と馬に慣れると言う事である。初めに、馬に慣れるということは一体

どういうことだろうか。初心者にとっては、第一に馬に触るということで、手入れや馬装（装勒、装鞍、厩舎

作業）などを通じて馬に数多く接することがその最短距離である。これらの体験から馬に関する予備知識を得

たり、馬の動作や性格や心理などを観察する事が出来る。それによって、馬という動物への理解と愛情もわい

てくる。この事が、その後の騎乗時においても技術向上においても大変役立つ。毎日馬に乗っている私達のよ

うな者にとっても、こうした馬との接触で得たものは、騎乗に際してしばしば思いがけないヒントを与えてく

れるものである。 

 

騎乗時には、怖がらずに大いにリラックスして乗る事である。もし初心者が騎乗時に恐怖感をもっていれば、

身体は硬直し拳は上がり、手綱を引っ張る事になり、一方で膝や踵も上がってバランスが乱れる。そのため馬

は苦痛を感じ、前へ進まなくなったり、また敏感な馬は走り出してしまう。するとよけい騎手は不安になり、

ますます身体を硬直させるという悪循環になる。だから最初は多少怖くても勇気を持って馬に乗り、早く馬の

動きに慣れる事である。このことは、騎手が運動課目の練習を始める際にも言える。 

 

よく鞍数を増やす事が技術向上に役立つと言うが、全くその通りである。鞍数を増やすというのは、何頭もの

馬に乗って、それぞれの馬の性格および動きに慣れると言う事で、そのことが後日いかなる状況においても

騎手が適確に馬の状態を判断し、かつ処置しうる基になるからである。 

 

そしてこの鞍数に併せて大切な事は、ある一定の期間、焦らずじっくり乗ると言う事である。進歩というもの

は、正しい方法によってじっくり入念に行うことによって成り立つもので、頭では理解しているように思って

も、実際には身体がそれに伴わず、また頭の中でも（十分には）理解できていないものだからである。自分の

身体で体得して初めて頭でそのことが理解できるのであって、理論的にも肉体的にも、良く《感覚する》こと

が大切である。それにはひとつの事を確実に行うためには 他の多くのことを経験する事も大切である。 

 

このことは、我々の日常生活においても同じことがいえるのではないだろうか。以前解らなかったことが、後

になって解ると言う事がよくある。つまり最初のときは目先の事だけが最大の問題で、他のことに気を向ける

余裕がなかったのである。しかし、その後いろいろな経験を積んで再び同じ直面したとき、以前の経験を基に

して考えることができ、そのときにはより冷静かつ確実な状況判断ができる。 

 

馬に乗る場合もそれと同じである。数多くの馬に乗ってみると、それぞれの馬には多かれ少なかれ似たところ



があり、それまでの経験を生かすことが出来る。そうした経験と慣れによって、どんな馬でもある程度は乗

りこなす事ができるようになる。そしてこれは馬術についても大切な事であるが、その人馬の動きがはたから

見ていて快く感じられる場合には、騎手の姿やセンスが馬の動きによく調和しているのであり、多くの場合、

それは騎手の長い経験と慣れからきているのである。 

 

もうひとつ重要なのは、基本を大切にするということである。基本というものは、長い間の経験を基にして理

論的に成り立ってきているものであり、かつ合理的なものである。だから騎手はこれを決して軽視してはなら

ない。絶えず基本に忠実であるように心がけながら、巧みに状況を判断して、基本の上に自分の感性を生かし

た創意工夫をし、馬を最良の状態へ導く事である。 

 

基本はすべてではなく、また一つの方法しかないというのではない。しかし暗中模索の状態で練習しても、あ

まり効果はなく、初めはしっかりと基本的な騎乗法をマスターし、その中で自分自身の感覚の養成を行うべき

である。そうすれば、同じ創意工夫でも道理にかなったことを行うことができ、馬をより御する事ができる。

このような結果を得られたとき、騎手の技術は進歩し、感覚も良くなったいうことができる。 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



「座る」という事 

座るということは一体どういうことだろうか？座るということは、鞍壷の真ん中にバランスよくゆった

りと座る事である。すなわち、両座骨および縫裁の三点を基本として柔軟にかつ確実に座る事である。 

 

騎手の姿勢についてはすでに説明してあるので今さら述べるまでもないが、一応念のために述べると、

正しい基本姿勢の要素として（ａ．外形姿勢 ｂ．柔軟性 ｃ．バランス ｄ．馬の動き）への随行という

事柄が必要である。これら４点はそれぞれ関連性のある事柄であり、我々はこれら４点を総合的に学び

つつ、「座る」ということを体得しなければならない。 

 

それでは一体「座る」ということを体得するためにはどのようにして練習するべきだろうか？ 第一に、

初めて馬に乗るときから終始一貫して真っすぐに馬の反撞を受けることである。たとえ多少つらいと感

じても、決して苦しさから逃ようとしと背を曲げたり、お腹をへこませたりしない事である。あくまで

も背骨を真っ直ぐに伸ばし、お腹を多少前に突き出すようにして、肩を少し後ろへ引くようにして楽に

馬の反撞を受けることである。そして、股関節（足のつけ根）を柔らかく保つことがさらに大切である。

股関節の硬さは身体全体に繋がるのでくれぐれも注意すべきである。 

 

しかし、最初のうちは無理をせず、軽速歩を多くしながらできる範囲内で静座速歩を行い、慣れてくる

につれて徐々にその静座速歩を長くしていくようにする。このとき大切なのことは、軽速歩から静座速

歩に入るとき、柔らかく入ることである。（股関節の柔軟性） 

 

初めのうちはこの移行がうまくいかず、お尻を突き上げられバランスを乱してしまいがちであるが、慣

れてくると楽に静座速歩に入っていけるようになる。このときの感覚が静座速歩騎乗のときの感覚にと

ても大切な感覚であるので、あわてずじっくり感じるべきなのである。このようにして軽速歩と静座速

歩が無理なく自由にかつスムースに行えるようになったら、いよいよ静座速歩を基にした騎乗に移るこ

とができる。その前に少し軽速歩騎乗について説明したいと思う。 

 

軽速歩の目的は、馬の背及び腰にかかる負担を軽減し、かつ馬の動きの軽快性を増す事にある。だから

騎乗時の準備運動時およびひとつの運動を行っている際、馬により軽快性を増したいと思えるときに必

要に応じて用いられる。その他一般的には野外騎乗時や障害飛越馬の騎乗時において特に軽速歩が多用

される。これらはすべての馬の背および腰への負担の軽減と馬の動きの軽快性の向上を目的としたもの

である。 



 

さて、それでは実際に軽速歩のとり方のついて述べてみよう。初心者が最初学ぶことはやはり軽速歩で

ある。しかし、その前にやるべきことは静座速歩である。たとえば、調馬索にて初めて乗馬を行う場合、

最初は常歩と停止を交互に繰り返し行い、馬の動きに慣れることを学ぶ。この間ｍ、停止からの常歩発

進と常歩から停止への動作が無理なく行えることを第一の目標として練習する。このようにして騎手が

楽に行えるようになったら、いよいよ速歩の練習を行うわけだが、最初は補助手綱を持って行う。この

とき騎手は馬の動きによりついていけるようにするため、補助手綱をしっかりもって上体を多少後ろへ

かけるようにする。それによって自然に腰が入るようになるため速歩のの動きについていきやすくなる。

初めは少し速歩の動きに慣れる意味で数歩速歩を行う。それを繰り返し行っていくうちに騎手は速歩の

動きに慣れてくるはずである。 

 

このようにして騎手が怖わがらずにリラックスして速歩と常歩がスムースに行えるようになってきたら、

静座速歩の時間を数歩から半周、1 周、２周と長くしていく。この間、騎手が腰を引くことなく真っすぐ

に上体を保ち、楽に馬の反撞を受け、また膝や脚をしめつけることなく楽に馬体に保てるようになった

ら、いよいよ軽速歩の練習を行う。この時期にはまだ補助手綱を使用していても構わず、無理し補助手

綱を放す必要はない。ただ、その間騎手の状態によって交互に左右の手を捕徐手綱から放させ、片手で

も静座速歩を試みる作業を行うことはとても有効である。 

 

このようにして、補助手綱への依頼心を徐々に取り除くようにしておく。つまり、力を入れることなく

バランスだけで十分静座速歩ができるということを騎手に理解させる。これが騎手に理解されたならき

っとその後の作業が容易にできるだろう。いよいよ軽速歩練習に入るが、初めは馬を停止させ、馬上で

鐙に立つことを教える。そして、立ったり座ったりさせる。そして号令をかけながら「立つ･座る･立つ･

座る」という具合に騎手に軽速歩とらせ、さらに説明を加ていく。つまり、立つときはお腹を前へつき

だすように大きく立つようにするとということ。座るときは力を抜いて静かに座るということ。特に座

る際は、座ると同時に膝を楽にして脚を少し後ろへ引かせる。もし膝に力が入っていれば脚を後ろへ引

くことはできないだろう。 

 

すなわち、膝に力が入っていなければ脚は自然に後ろへ引かれるはずなのである。座ったときに脚を後

ろへ引くということは、次に立つときに立ちやすくするためである。なぜなら、初心者というものは立

つことに困難を感じるものだから、初め立つときはいいが,座ったときに脚を前へ突っ張って座ってしま

うので、次に立つときはなかなか立てないものである。それ故、立つときは鐙を真っ直ぐ下へ踏み下げ

るようにして立ち、座るときは膝の力を抜いて静かに座るのである。そうすれば自然に脚は後ろへ引か

れることとなり、次に立つときに、たとえ脚を前に突っ張って立ったとしても、前もって脚を後ろへ引



いているので、ちょうど鐙が垂直線上にある位置で立つことができる。そのためにも膝の力を抜いて柔

らかく保つことが大切である。 

 

ただし、脚は最終的に軽速歩腹帯直後に絶えず位置していることが望ましい。このようにして繰り返し

軽速歩ができるようになったら、常歩中で同じように行う。常歩中に軽速歩を行うということは停止の

ときとは違い、馬に動きがあるので速歩で行う前に多少緩い速度の中で軽速歩というもの慣れる意味で

効果がある。これが自由にできるようになったらいよいよ速歩で行う。しかし最初は再び静座速歩を行

う。そして、騎手がバランスよく静座速歩を行っているのを見計らって軽速歩をさせてみる。このとき、

静座速歩を主にし、数回だけ軽速歩を要求する。その間それらしく軽速歩ができるようになったら、軽

速歩の時間を最初は数歩、そして 1 周、２周と長くしていく。このようにして、初めて乗馬をした人で

も、おとなしい馬で反撞の楽な馬で練習したなら、小一時間で軽速歩で騎乗ができるようになる。 

 

また、さらに感覚のよい人であれば、一時間でひとり補助手綱を必要としないで、馬場を静座速歩と軽

速歩を含めながら騎乗できるようになる。ところで、どうしても軽速歩が上手にできない場合は、静座

速歩から軽速歩をとるようにしないで、逆に鐙に立たせて速歩を行い、その状態から「座る･立つ」とい

う具合に軽速歩を要求した方が意外と効果があるものである。 

 

これは一度試してみる価値はあると思う。しかし、いずれにしても初心者教育において大切なことは、

あくまでも静座速歩を丹念に練習させることである。これが今後の作業を進める上においてとても大切

であり、また有効である。 

 

少し説明が本題から逸れたようだが、我々が「座る」ということを学ぶためには、ただそれだけを学ぶ

なではなく、それに関するあらゆる事柄を理解する必要がある。そういう意味でも「軽速歩」の意義や

その目的を理解する必要があり、また「静座速歩」との関連性も考えてみる必要がある。そのほか,さら

に必要なことは馬の状態である。馬によって反撞が高い馬、低い馬、硬い馬,柔らかい馬などがある。普

通、反撞が低く柔らかい馬が初心者にとっては乗りやすい。しかし、より馬を活気よく乗りたいと思え

ば、当然速度も増す必要がでてくる。そうすればそれまでの動きよりも馬の動きが大きくなるだろうし、

また弾発もでてくるだろう。そうなると騎手のバランスは乱されてくる。しかし、そうなってきたとき

こそ騎手はバランスよく馬の動きについていかなければならない。 

 

我々が乗馬を行っていく際絶えず心掛けるべきことは、馬の動きにいかに無理なく柔軟にバランスよく

ついていくかということである。このことは、競技を目指す者には特に大切である。特に高度な運動を

行うようになるにつれ、そのことが重要になってくる。 



理想はできるだけ静かにバランスよく馬上に座っていることである。それによって騎手はより確実に馬

に扶助を与えていくことができる。また、馬を確実に支配することによって、騎手はより馬上に安定し

て座ることができる。そのためにも、騎手は馬を手の内に入れる技術を学ぶ必要がある。 

 

つまり「座る」ということを学ぶためには、我々は総合的に学ぶ必要ある。ひとつの考えとして、騎手

の騎座姿勢またはバランス養成の練習方法として、馬を自然な状態（手綱を全く伸ばした状態）にして

騎手の姿勢のみを主としたものがある。これはあくまでも騎手の馬上でのバランスの保ち方の練習で、

騎手はどんな動きにもバランスよくついていかなければならない。そのために騎手は諸関節を柔らかく

保ち、力むことなく馬上にあらねばならない。このように馬上で手綱に頼ることなく、バランスのみで

騎乗する練習はとても効果的である。 

 

一方このような練習と併せて、馬を支配しながら総合的に学ぶ必要がある。つまり馬のリズムやテンポ

を考えながら、自分自身のバランス養成するという方法である。どんなに諸関節が柔らかくかつバラン

スのよい騎乗であっても、もし馬にリズムやテンポがなかったなら、きっとバランスよく馬上にいられ

ないだろう。そのような場合、騎手はそれまでの自分自身のバランスを維持しながら、馬のリズムやテ

ンポを整える必要がある。もしそういうことができれば、騎手は今までどうりバランスよく馬上にいる

事ができるだろう。ここまでが最低限騎手のバランス養成に必要な事柄である。このようなことは初心

者はもちろんのこと、競技を目指すものにあっても絶えず学ぶべき事柄である。 

 

それではさらに「座る」ということについて掘り下げて考えてみよう。「座る」ということについて必要

な事柄として、柔軟性・バランスが大切であるということについては十分理解されたと思う。そして、

そのための練習方法として、馬を自然な状態に保ち、バランス練習を行うことや、併せて馬のリズムや

テンポを考えながら、馬を手のうちに入れつつさらに自分自身のバランス養成に努めるということも理

解されたと思う。このような事柄をよく念頭におきながらさらにこれからの説明を理解してもらいたい。 

 

我々が馬の反撞に無理なく自由についていくためには、第一に馬の反撞を受けること学ばなければなら

ない。そのためにはすでに述べたように、上半身は背骨を真っ直ぐに伸ばしながらも肩や腕の力を抜い

て肘を軽くわき腹につけるようにする。そして、お腹を少し前へ突き出すようにして両肩を少し後ろへ

引く。 

 

一方、下半身はとくに股関節を柔らかく保って内ももを平にするようにして軽く鞍につける。そのため

には内ももの筋肉を後方へ持っていくようにする。一般的にも内ももの筋肉というものは丸みがついて

いると、内ももを平に鞍につけることができず、自然につま先までも大きく外へ向いてしまう。そうな



ると馬上でバランスよく身体を保てなくなり、さらには馬に対して適確な扶助も与えられなくなる。そ

れ故、内ももの筋肉を後方へよせる必要がある。 

 

もし内ももが平になっていたら、きっと膝の位置も深くなり、脚も自然に馬体につけることができるだ

ろう。そういう状態においては、つま先もほとんど真っすぐか、または、わずかに外方へ向く程度で脚

を保つことができるだろう。そうすれば自然と騎座は深くなり、より鞍の中に深く座ることができるよ

うになるだろう。 

 

騎手の姿勢の改善に最も大切なこと、それはやはり下半身の安定を図ることである。その中でもとくに

内ももの筋肉を後方へよせ平にする事である。このようにしながら膝の位置を深くし、つま先を少し外

側へ向けるようにしながらもかつ踵を下げるようにして馬体につけることである。これを第一に騎乗中

絶ず心掛けることである。 

 

一方、このようにすると上半身が少し前へかかりやすくなるが、このときお腹を前へ出すようにしなが

らも肩を少し後ろへ引くことである。これがもうひとつのポイントである。このようにして馬上でバラ

ンスよくかつ楽に反撞を受けることが第一段階である。初めて馬に乗った人は、最初馬の反撞というも

のに自分のバランスを乱され、お尻が安定しないものである。しかし慣れるにしたがい、お尻を放り上

げられながらもとりあえずは鞍の同じ位置に保てるようになる。その後、やっと放り上げられずにとに

かく鞍に自分自身のお尻をつけて乗ることができるようになる。ここまでが本当に第一段階であり、こ

れが馬の反撞を無理なくかつバランスよく保つことである。これができるようになったら、初めて多少

馬を手の内に入れることを学びながら、よいバランスの安定に努める。これが、いわゆる総合的に学ぶ

第一歩である。馬の反撞には高い・低い・柔らかいものがある。普通、低く柔らかい反撞の方が座りや

すい。 

 

しかし、これは単に乗馬をするには楽でよいが、少なくとも競技を目指す者にとっては果たしてどうだ

ろうか？人によって、よい馬というのにはそれぞれ違いがある。確かに初心者にとっては、おとなしく

て、反撞の低い柔らかい馬がよい馬である。しかし、中級者や上級者にとっては必ずしもそうではない。

要求度が高くなれば高くなるほどそれぞれ違いがでてくる。馬には反撞が高くても柔らかいものもある。

そういう馬は一般的に大きな動きを示す。こういう馬に乗るときはそれなりのバランスを必要とする。

むしろ、こういう馬のほうが競技馬としては適している。 

 

また、こういう馬に一度乗ったら、それまでの乗馬感覚とは違った素晴らしさを感じるだろう。そして

さらに調教が行き届いている馬であれば、それは口で言い表せないほどの乗り心地を感じるだろう。こ



のように、馬によっては調教状態によって、馬の動きには変化があり絶妙な感覚がある。しかし、それ

を感じるためには、それらの馬にバランスよく座れる必要があり、技術が必要となる。そのためには、

やはり丹念に「座る」ということを学ぶ必要がある。 

 

正しい騎乗姿勢というものは、我々が馬に乗るうえにおいて必要不可欠なものである。しかし、ただそ

の外形姿勢が良ければよいというわけでもなく、要はいかに馬上の楽に座れているかということが何よ

りも大切なことである。見た目にいかにも安定しているように見える。もちろん、そのような状態であ

れば、実際騎乗した騎手自身も安定したバランスを得て柔軟に座っているはずである。そのような状態

であれば騎手の身体全体は自分の思うままの使用または維持できるであろう。 

 

すなわち、正しい外形姿勢に保つことができるということである。それすなわち、馬を推進することに

つながるだろう。馬上に真っすぐ座ること、腰を張って座ること、脚を所定の位置に保つこと、これら

すべてが馬を推進することにつながるのである。下半身の安定が上半身の安定にもつながり、しいては

拳も安定した位置に保てる事となり、それが馬の口との間に良いコンタクトを得られることとなる。 

 

「座る」ということは馬を御するうえで必要不可欠なものである。ドイツ語に「ａｍ Ｓａｔｔｅｌ」と

いう言葉と「ｉｍ Ｓａｔｔｅｌ」という言葉がある。ａｍということは”接する”という意味があり、ｉ

ｍという言葉には”中に”という意味がある。馬場馬術においては特にｉｍという言葉が使われ、真に鞍の

中に座るという言葉で表現されている。それ故、馬場馬術における座りというもには、やはり「ｉｍ Ｓ

ａｔｔｅｌ」という感覚でなければならない。 

 

すなわち、鞍壷の中に自分の尻を埋めるように座り込む感覚が必要である。これが「座る」とい

うことの真の意味と解釈する。そのためにも我々は大いに努力し、その感覚を体得するべきであ

る。 

 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



扶助に据える 

「扶助に据える」ということは、一体どういうことだろうか？我々はこのことを「馬を手の内に入れる」と

いう言葉で理解してきているが、これは同意語である｡すなわち、馬を「扶助に据える」ということは、馬を

腰・脚の推進扶助によって後方より前方へ押し出すようにして、馬の口と騎手の拳との間にコンタクトを得

ることで、これを我々は「依倚」という。 

 

正しくかつ確実な依倚をとっている馬の状態とは、馬自身、心身共に全く緊張が解けている状態で、かつ騎手

の扶助（腰･脚･拳）に完全にしたがっている状態をいう。そして、この際馬は自ら楽に首を伸ばしつつハミ

を求め、正しくかつ確実にハミをくわえている。そして、その頭頸は項を最頂点に、鼻面は垂直線上よりわず

かに前方にあるべきである。これが正しく依倚を保っているときの馬の頭頸姿勢であるが、これは馬の調教段

階や体型によって、その姿勢は異なる。 

 

よくある過失は、騎手が腰･脚の推進扶助を怠って、ただ手綱のみで馬を扶助に据えようとすることである。

そのような状態では馬は身体を硬くしてハミに対抗する。その結果、馬は頭をを上げたり、上下に振ったり、

背をそらしたり、さらには後肢を逃したりする。そのほか、馬は巻き込んだり、舌を出したりもする。これで

は馬は正しい依倚をとっているとはいえない。これらは騎手の誤った扶助操作から起こるもので、十分注意

するべきである。我々はいつどんなときでも、馬に正しくかつ確実な腰･脚の推進扶助を行って、正しく馬の

後躯に作用させることが必要で、これが騎乗する際の出発点である。すれ故、騎手は馬を扶助に据えること

を学ばねければならない。 

 

正しくかつ確実な依倚をとっている馬の停止の状態とは、馬は四肢を均等にそろえ、負重している。そして馬

の頭頸は項を最頂点に、鼻面は垂直線上よりわずかに前方にあり、歯をきしむことなく柔らかくかつ確実にハ

ミをくわえている。そして尾は自然にたれている。この際騎手は腰を張り、鞍の左右均等に座って馬をハミに

押し出しておく。そして、それを受けて両拳は左右均等に保持し、馬の姿勢を維持しておく。 

 

もしこの際馬が後肢を側方へ逃がした場合は、腰・両脚にて馬を半歩または一歩前進させ、再び馬の四肢を均

等にそろえる。馬が後退したりするのは、騎手の拳が強すぎたか、または腰・脚の推進扶助が足りなかった

ためである。停止の際に特に大切なことは、馬が停止するや否や内方拳をしこし前へ出し、馬に譲りを与え、

同時に外方拳にて依倚を特に保っておくことである。そしてさらに、腰･両脚にて馬が停止の状態を維持する

程度に馬をハミに押し出しておく事である。 

 



一方、行進中においては、騎手は手綱を全く伸ばした状態または長めの手綱で乗られている状態の馬を扶助に

据えたり、さらには歩調が乱れている馬を再び扶助に据えたりする。 

 

すなわち、馬が手綱に対して馬体を硬くするときは、拳を一定に保持して馬の項およびガクを譲るまで腰･足

にてより前方へ推進する。このような場合に有効なのは常歩にて輪乗り騎乗を行うことである。すなわち、内

方脚と内方拳にてわずかに内方姿勢をとらせながら、かつ内方脚にて馬を外方手綱の方へ推進することである。

この際特に大切なのが、馬が方を屈折させて馬体を外側へ逃がさないように注意することである。 

 

そのためには、外方手綱と外方脚の制限扶助が大切である。このような騎乗はすでに説明した「騎手の作用」

の項にその方法を述べているのでもう一度読み直してもらいたい。さて、もしこのような方法で馬が譲ったら、

拳をすぐ譲るべきであり、特に内方拳をわずかに前方に出す。 

 

しかし、手綱がブラブラになるほど弛める必要はなく、数ミリで馬にそのことが解るほどの弛めで十分である。

そして、その後内方脚で馬を外方手綱の方へ押し出し、それを外方手綱で受けつつ再びうまを輪線上へ誘導し、

さらに前方に馬を推進することが併せて大切なことである。そして、一定の活気ある尋常歩度にて馬を活気よ

く歩かせる。このようにして馬は再び活気のあるテンポで輪線上を行進するようになる。 

 

ここでひとつ注意するべきことは、馬の項およびガクの硬さを取り除くために停止させて行うことである。こ

れはあまり望ましくなく、むしろできるだけ行進中に行うほうがよい。もし停止の状態で行う場合は、むしろ

馬が十分に項およびガクが譲っているかどうかを確かめるという目的で行うのであれば悪くはない。 

 

そして、この際騎手は馬の頭頸姿勢を決して手綱のみで行うべきでわないということを十分心に留めておくべ

きである。あくまでも腰･脚による推進扶助を伴っての手綱扶助操作であるべきである。 

 

「扶助に据える」ということは、我々が騎乗する際最大切な事であり、ある意味では最終的な目標でもある。

もし馬が完全に自分の手の内に入っていれば、その馬は我々の意のままに自由自在に動くであろう。しかし、

実際は馬というものはなかなか自分の思った通りに動かないものである。何かしらの違和感を与えるのが大半

である。しかし、この違和感を取り除き、自分と馬とを一体にさせることができたら、これほど楽しい事はな

い。もしそれができたら本当に楽しい乗馬ができるであろう。そして、さらにより緻密な馬術的な要素が加わ

ったなら、真の馬術の醍醐味を味わうことができるだろう。それ故、我々は馬を「扶助に据える」ことを学

ぶべきである。 

 

ひとつの例を挙げると、よく初心者が一頭の馬に乗っていて、それはそれなりに動いているが、その馬に先生



が乗ると、それまでの馬が別の馬のように見事な動きを示すことがある。これなどは先生が馬を「扶助に据

える」ことを知っているからなのであり、その先生にとってはそれほど労力を要していないのである。このよ

うなことが、ある意味では馬を「扶助に据える」というひとつの例と考えれば、この項の意味が多少なりと

も理解してもらえるのではないかと思う。 

 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



騎手の拳の感覚 

常歩なり、速歩なり、駈歩の騎乗の際、感じる騎手の拳の感覚とは、いついかなる場合でも絶えず馬が

自分の両拳に対して柔らかく入ってくるような感覚である。それを少しでも引いたり、抑えたりしてい

るような状態は決してよいものではなく、まだ不充分な状態であると感じるべきである。 

 

騎手の拳に感じる馬の口の感覚とは、何も抵抗がなく柔らかく、かつ確実な手ごたえである。その馬の

口は騎手の拳または手綱を引いたり、対抗したり、重ったり、巻き込んでハミを外しているような状態

ではない。むしろ、気持ちよく騎手の拳に向かってくる感じであり、必要に応じて馬の前進気勢を感じ、

または収まっている感じがあり、柔軟性と軽快性を感じる。それ故、騎手の拳は前方へわずか譲るくら

いの気持ちで十分で、しかし、そこには体重･脚による推進のもと確かな依倚を感じ、馬体の硬さは感じ

られず、のびのびと騎手の拳に何のためらいもなく馬は出て来る感覚である。そういう中で、必要に応

じて外方の拳に支点を感じるべきである。 

 

そのような状態であれば、馬の後肢の踏み込みは確実に必要なだけ現れ、また歩度の伸長の際には、騎

手の拳のわずかな譲りに対して頭頸の伸展をしながらも確実な依倚を馬は求めてくる。一方歩度の短縮

に際しても、わずかな券の握りに対して馬は抵抗することなく、柔らかい依倚のもとで歩度が縮まって

くるという具合に、自由自在の感覚を得る。 

 

そのためにも内方姿勢騎乗を人馬共に理解することが必要である。内方姿勢騎乗に対して大切なことは、

内方脚に推進による外方手綱に対しての押し出しと、それを受ける外方手綱の張りであるが、そのよう

な状態の中で、馬が絶えず外方手綱に出てくることが大切であり、それによって外方の口に支点を感じ

ることができる。すなわち、外方に支点を求めることは、内方の口または手綱より外方の口または手綱

に心持強めの依倚を感じるということである。それによって馬は内方姿勢をとることができ、回転動作

が滑らかに行うことができる。 

 

もし、内方の口または手綱に強く支点がかかっていたなら、それだけで馬は馬体を硬くし、しいては内

方後肢の踏み込みを損ない、滑らかな回転ができなくなる。それ故、我々は外方に支点を求めて騎乗す

る訳である。そのためにも内方拳を外方拳より半拳または１拳ほど上に保ち騎乗することは、内方手綱

を引いたり、抑えたりすることを防ぎ、一方外方拳の静定を助ける。 

 

また、内方拳の譲りとは手綱がたるむほど弛めることではなく、数ミリ弛め、状況によってわずかな拳



の指の握りの強弱で十分である。そして必要に応じて、わずかに内方拳を上方へ上げるだけで馬にその

譲りを与えることになり、また馬の口との依倚を放棄することなく保つことができる。そのためにも騎

手は肩の力を抜き、腕全体を柔らかく保ち、特に手首の柔らかさを維持する。そして、肘を適度に曲げ、

肘の角度を保つことである。決して肘を伸ばしきりにしないことである。肘を伸ばしきりにしていると

いうことは、すでに肩から腕全体が硬くなっていることであり、そのような状態ではきっと拳を上から

下へ抑えつけているだろう。これはとてもいけない状態なので、慎むべきである。むしろ肩の力を抜い

て、腕･手首･拳を柔らかく保ち、肘に適度に角度を保ちながら、両拳を譲る感覚で騎乗するべきである。

そうすれば馬も馬体全体の力を抜いて拳に向かってくるし、特に頭頸の力を抜いてくるものである。 

 

そのような状態の中で、必要なだけ馬の外方の口に支点を感じることである。そして、そのときにもし

口に抵抗を感じたら、それ以上に内方脚にて外方の拳に向かって推進を加えると共に、外方の券の握り

を強める。また、このとき逆に馬が抵抗を示したら、外方の券の握りが適当ではない場合あるので、逆

に少し譲り、馬の頭頸または口の楽さ（抵抗がない状態）の中でもう一度握ってみる。そうすると、そ

の外方拳の握りを馬は受け入れるものである。外方に支点を求めてるということは単純に外方拳を強く

握ることではなく、あくまでも馬の頭頸および口の楽さの中の握りである。 

 

そのようにして外方に確かな支点を感じたら、必要に応じてわずかに内方の拳を譲ることが更に大切で

ある。と同時に必要なだけ馬を推進しておくことは言うまでもない。そして本当に左右の拳に抵抗感が

なかったときは、わずかに両方の拳を譲ってみる。そのとき決して依倚を放棄することなく、むしろ依

倚を感じながらも馬の頭頸または口の楽さを与えることと、馬の両側の口の軽さおよび抵抗感の無さを

確認することである。このとき、馬体を伸ばことは不可。この動作は常歩・速歩・駈歩中のいずれかの

場合にも行うことができる。 

 

ここで特に駈歩中の騎乗の内方拳の感覚を説明しよう。基本的にはこれまで述べてきたことではあるが、

一般的には内方の拳が馬の動きと逆の作用をしているケースがしばしばある。駈歩の馬の動きというの

は第１期、すなわち外方後肢の着地から始まるが、このとき馬の前躯は起きるものである。この時、騎

手は外方拳にわずかに支点を感じながらも両拳（特に内方拳）を前方に譲るべきである。それによって

馬は前方に頭頸を伸ばしていけることになる。そしてこの後、駈歩の第３期から５期にかけて、馬は騎

手の拳に支点を求めてくる動作を示してくる。この時騎手は必要に応じた依倚の強弱を感じるべきであ

る。 

 

また、よく馬の駈歩の動きを感じると、あまり意識しなくても、駈歩の第１期での拳の譲りを与えても

第３期から第６期にかけて自然にもとの手綱の張りに戻ってくるのを感じることができる。そして必要



に応じて、外方拳の握りと内方拳の譲りを馬の動きを妨げることなく、馬の口に拳がついていくことが

できれば馬がのびのびとした大きな駈歩を行うようになる。その時、騎手は馬上に真っ直ぐ上体を保ち、

脚を所定の位置に保って馬の動きついていけば、よりその感覚が理解できる。馬の動き、特に馬の口に

拳がついていくことがとても大切なことである。このことはその後の歩度変換、反対駈歩、簡単な駈歩

変換、そして踏歩変換の感覚に非常に大きな影響を及ぼすものである。それ故、この拳の感覚を是非正

確に感じて欲しい。 

 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



緊張の緩和と透過性の違い 

緊張の緩和は馬体の柔軟性という言葉に置き換えることができる。すなわち、馬体が柔軟であるという

ことは、馬が心身共に馬体全体の力を抜いている状態をいう。それ故、馬の歩調は乱れることなく一定

であり、ハミを柔らかく受けることができる。すなわち、歩調・緊張の緩和・依倚の 3 点はそれぞれ密

接な関連性があるということである。 

 

一方、透過性というのは馬体全体の柔軟性はもちろんのこと、前後左右の全体的な柔軟性と均等な運動

の実施が可能な状態をいう（騎手の扶助に対する透過）。すなわち、左右の均等な図形運動および運動課

目の実施が可能。そして、前進�後退が一直線上で真っ直ぐな抵抗なく実施可能。 

そのためには、馬体の真直性が前提となる。 

馬体の透過性を強く求められる運動課目  

 前進 ⇔ 後退 （中央線上）  
 駈歩ピルーエット （左右）  
 ピアッフェ  
 パッサ-ジュ  
 移行  

 

真直性と透過性 

馬が真っすぐであるということは、前躯が後躯の前方にに真っすぐに位置しているという事であり、そ

れによって内方後肢は内方前肢の方向に外方後肢は外方前肢の方向に踏歩していくことができる。その

ような状態であれば、馬は直線上においても曲線上においても真っ直ぐであるということができる。す

なわち、馬は左右によれることなく実施がすみやかに行える。 

 

このように馬体の真直性を心がけることによって馬は騎手の扶助に対し透過してくるようになり、さら

には馬体全体の透過性が確立されてくるのである。すなわち、馬体の真直性を確立することによって馬

体の透過性を養えるのであり、一方、馬体の透過性の確立に努めるためには、馬体の真直性に確立に努

めることが必要であるということである。また、真直性および透過性の確立のためには弾発が必要不可

欠で、力強い後肢の馬体下へのお踏み込みがそれを決定する。 

 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



騎乗時間割 

我々が一頭の馬を騎乗する場合、その騎乗時間は約１時間と考える。ただし、人馬の状態や騎乗目的に

よって若干の相違がある。すなわち、若馬や若い騎手（初心者の意味）の場合は体力面や健康面を考え

て、通常より騎乗時間を短縮し古馬や経験のある騎手の場合は通常１時間の騎乗時間を考える。もちろ

ん、その時の状況によっては通常よりも時間を延長することもある。ここに示す騎乗時間割は経験馬と

上、中級者の組み合わせを想定したものであるが、これは一般的な基準時間である。 

1. 準備：運動期（約 15～20 分）  
2. 本：運動期（約 30～45 分）  
3. 整理：運動期（約 5～10 分）  
4. 沈静：運動期（約 5～10 分）  

 

1. 準備：運動期（柔軟運動）  

初め自由常歩にて馬場内を大きく両手前を行進する。その後、基本的な図形騎乗の中で、３種の歩

法および各種の歩度変換を組み合わせて馬体の柔軟を図る。そして最終的に、特に速歩または駈け

歩にての頭頸の伸展運動作を行い、馬体の柔軟性と依倚を確認する。  
 

2. 本：運動期（技術的向上）  

その馬に応じた運動課目を実施しながら、馬にその運動課目の理解を深める。もし馬がその段階に

なかったら、すなわち馬体がほぐれていなかったら、さらに馬体の柔軟性を図ることを第一目的と

する。特に若馬の場合の第一目的は馬体の柔軟性を図ることである。すなわち訓練段階３点の確立

にある。  
 

3. 整理：運動期（緊張の緩和）  

本作業である程度目的を達成することができたら、あまり長時間馬に多くのことを要求せず、再び

頭頸の伸展を両手前速歩または駈歩で確認する。それによって本作業での馬の精神的重圧と肉体的

疲労を取り除くことができる。  
 

4. 沈静：運動期（呼吸の整え）  
整理運動で頭頸の伸展を確認した後、常歩へ移行する。そして移行と同時に全面的に手綱を伸ばし、

自由常歩に入り、馬の呼吸を整え、汗をかかす。この時、馬場内外を自由に常歩行進するのは、馬

の心身のためにとても効果的である。ただし、騎手は手綱を全く伸ばしつつも、正しい姿勢と脚扶

助を馬に与えることを忘れない。このようにして明日の騎乗に備える。 



各クラス別の騎乗運動 

初級（柔軟運動）  

• 蹄跡行進：（全馬場） 
• 蹄跡行進：（半馬場）  
• 斜手前変換：（全馬場） 
• 輪乗り：（直径 20ｍ） 
• 輪乗り変換：（直径 20ｍ）  

中級（柔軟運動）  

• 中央手前行進  
• 中央手前変換  
• 斜手前変換：（半馬場） 
• 輪乗り手前変換：（直径 20ｍ）  
• 長蹄跡に沿っての１湾曲蛇乗り  
• 長蹄跡に沿っての２湾曲蛇乗り 
• 巻乗り：（直径 8ｍ）  
• 半巻：（直径 8ｍ）  

上級（収縮運動）  

• 馬場内での蛇乗り：（3～6 湾曲）  
• ８字乗り：（それぞれ直径 5ｍ）  
• 巻乗り：（5～6ｍ）  
• 半巻：（5～6ｍ）  

このような各種の騎乗内容が１時間の中にあることを良く理解し、健康面に注意しながら、

その馬に応じた運動の配分をしていくことが大切である。 

 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



壁（依倚）の意味と理解 

壁という言葉の意味は依倚という言葉に置き換えることができる。例えば、今左手前で蹄跡行進をして

いるとする。その時柵（ラチ）を壁ということができ、その柵がひとつの依倚であって、馬の外側、す

なわち右側は柵に沿って蹄跡行進をするので行進しやすい。つまり、騎手の右側の扶助が柵のない線上、

例えば中央線上を行進するよりも楽だという事である。なぜなら、馬の外側は柵と言う壁のよって依倚

を通常より得やすく、また多少依倚を得られているということである。 

 

そのほか、斜横歩の時、若馬または若い騎手にその運動を理解させるための方法として、初め馬の頭を

壁に向けて斜横歩を行うことができる。そのときの柵がひとつの壁であり、依倚である。すなわち、柵

という壁を利用して馬がそれ以上前へ進むことができないようにする。それだけで騎手は手綱を引いた

り、馬の口を必要以上に強く抑えないで済む。いわゆるその壁は、騎手の手綱だけによる依倚ではなく、

壁という依倚によって手綱の依倚を補助することができる。 

 

最初のうち、馬が騎手の扶助を理解するまでは、多かれ少なかれ騎手の手綱に対して依倚を得られづら

く（もちろん手綱に対する依倚が望ましいが）、柵なり壁を上手に利用する方が効果的である。すなわち、

できるだけ馬の口を引かない、または必要以上に馬の口を強いないという理由からである。そのような

理由で我々はすべての壁を依倚として利用するわけである。 

 

そのほか、障害物を設置するときも馬場のラチを上手に利用する方が効果的である。たとえば、図�のよ

うにラチに対して障害物を設置する場合、壁に対して約４５度に設置することによって、飛越した後の

減却が壁を利用することによってしやすくなる。すなわち、この壁は一種の依倚となり得る。また、隅

角を上手に利用するも同じ理由である。 

 

回転動作や減却扶助操作、そして障害物の設置場所などはすべて壁を利用して行うほうが効果的である。

このような考え方を若馬や若い騎手に対して適用することは特に効果的であり、確実である。このよう

な練習を通じて最終的には忠実で安定した、また秩序正しい騎乗および調教が人馬共に可能になる。 

壁（依倚）の利用の仕方  

1. 駈歩発進する場所 
2. 障害設置場所  



駈歩発進する場所 

a.輪乗りの閉じる側 

 

b.短蹄跡に向かう前の隅角 

 

c.斜手前変換点 

 
 

障害設置場所 
1 

 

2 

 

3 

 
 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



移行 

移行は騎乗中あらゆる際においても行われる。すなわち、３種の歩法および歩度変換、または一つ目の

課目から次の課目へ移るときなどである。そしてその移行の際、必ず減却扶助が伴う。さらにその移行

が速やかに行われることによって、馬の動きに流れが生じてくる。このように馬の動きが無理なくなめ

らかに行うためには、適確な騎手の扶助操作と馬体の柔軟性、透過性が必要とされる。すなわち、絶対

的な馬の騎手の扶助に対する従順性が必要であり、一方騎手の柔軟性とバランスおよび感覚の良さが必

要不可欠である。それによって流れのあるなめらかな移行が可能になる。 

 

我々は単にひとつだけの運動をするわけではなく、ひとつの運動から次の運動へと必ず移っていくはず

である。そのためには、その前の運動が無理なく、騎手の扶助に良く従って行われることによって、そ

の次の運動へ移り易く、その移行がなめらかに行っていることによって、その次の運動が同じように、

またはより良くできるようになる。そのためには上手に馬を手の内に入れながら乗る必要があり、次の

運動に入るための準備、すなわち半減却扶助を通じてその準備を十分にすることによって、次への運動

へ移り易くなるのである。 

 

逆に、悪い状態で次の運動へ移行した場合は、移行のみならず、次の運動そのものまでも良く実行でき

ない。それ故、我々は馬の騎乗した瞬間から、馬の動きを尊重しながら慎重に騎乗していくべきである。

そのためには、すでの述べた「訓練段階８点」の内容を良く理解しながら騎乗するべきである。ドイツ

人のシュタインブレヒトという人の本に「馬を推進せよ！馬をまっすぐにせよ！」という言葉がある。

また「推進は抑制より勝る」という言葉もあるが、まさにその通りである。 

 

そのように忠実に騎乗された馬こそが最も乗り易く、最も正確な運動を実施でき得る。我々にとっての

醍醐味は競技で勝つことのみではなく、いかに気持ち良く乗馬感覚を味わえるかにある。それによって

人はより乗馬の楽しさを知り、乗馬を愛するようになる。 

 

人は気持ち良く騎乗できる馬を通じて乗馬の楽しさを知り、それが最終的には勝利を手中に収めること

につながる。そのためには秩序正しいギムナスティック･トレーニングによって馬を調教することが大切

であり、それによってのみ馬を自由に乗りこなすことができるようになる。そのためには絶対的な馬の

把握が必要で、それによって移行が速やかにかつ、なめらかに実施できるものである。絶対的な馬の把

握とは、決して強制でなく、騎手の忠実性と従順性である。それによって馬は正確な運動を実施するよ

うになる。 



 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



障害飛越訓練 
若馬が障害飛越を始めるためには下記の事柄が前提条件となる。  

1. A クラスの馬場運動（頭頸の伸展動作の理解） 
特に訓練段階３点が含まれていること。すなわち、歩調・緊張の緩和・依倚  

2. キャバレティ作業（背・腰の柔軟性） 
横木（ある意味における障害物）、横木間の距離の査定  

3. 自由飛越（障害物と距離の査定） 
4. 前傾姿勢（障害姿勢）  
5. 騎手の障害経験  

1.A クラスの馬場運動  

A クラスの馬場運動というのは馬場馬のみならず、障害馬においても必要不可欠なものである。なぜ

なら馬を正しく障害飛越させるためには馬が騎手の扶助を理解しているべきで、それによって騎手は

正しく馬を障害物に向けることができる。それによって馬は一定のテンポを保って障害物に向かうこ

とができ、さらには適確な踏み切り位置を得て飛越することができる。また、飛越後騎手は再び速や

かに馬を扶助に据えることができ、次への障害物に向かうための体勢を整えることができる。 

 

もし馬が A クラスの馬場運動が理解できでいなければ、助走時のテンポの乱れを騎手は調節できない

だろうし、それによって正しい踏み切り位置を馬に与えることができなくなるであろう。また、馬の

飛越体勢も乱れ、さらには飛越後の馬の走行体勢の整えも難しくなる。 

 

具体的には、障害飛越の準備運動時に A クラスの馬場運動課目を用いて馬体を柔軟にすることができ

る。すなわち、正しい歩調と馬体の柔軟、そして柔らかい依倚を得ることができる。それによって騎

手は三種の歩法および歩度変換が可能となり、回転動作および誘導がなめらかに行うことができるよ

うになる。すなわち、減却扶助操作が馬になめらかに伝えられるということであり、それによって馬

のリズムやテンポの乱れに際し対処できるようになる。そしてさらには障害前および飛越時における

頭頸の伸展動作を尊重することが出来る。 

 

2.キャバレティ作業  

キャバレティ作業を行う場合も、馬が A クラスの馬場運動を理解していることが望ましく、それによ

ってキャバレティ作業を円滑にこなすことができる。初めは馬にとって横木は目新しい物体であり、



馬は横木に対して躊躇したり拒否したり、または大きく飛び越したりする。それ故、キャバレティ作

業を通して馬に横木に慣らすと共に、三種の歩法で通過することを教える必要がある。それによって

馬は一定のテンポを保ってキャバレティ通過をすることができ、さらには馬の背および腰の柔軟性を

養うことができる。この作業においても、騎手は馬の頭頸の伸展を心掛けることがその後の障害飛越

においてとても大切である。また、障害飛越のための準備作業であり、基本作業でもある。 

 

3.自由飛越  

若馬に前もって自由飛越によって障害物や障害間の距離を慣らしておくことはとても効果的である。

また、自由飛越によってその若馬の能力を判断することも可能である。自由飛越は健康な若馬に対し

ては、初め週１回定期的に行うことが効果的である。それによって若馬に障害を慣らすばかりではな

く、馬体の柔軟を図ることができる。また、障害馬ばかりではなく馬場馬に対しても、時々行うこと

は精神面の解放にも役立つ。 

 

4.前傾姿勢（障害姿勢）  

前傾姿勢はキャバレティ作業時や野外騎乗時および障害飛越作業時において用いられる騎手の姿勢

である。この前傾姿勢によって騎手は馬の背に対する体重の軽減を図ることができ、それによって馬

は背の負担を感じることなく、走行および障害飛越をなめらかに行うことができる。 

 

基本的には障害飛越時の騎手の姿勢は前傾姿勢であるが、状況によっては上体を起こして座骨を鞍に

つけて、馬に体重扶助を伝えることもある。それによって騎手は前傾姿勢騎乗時より馬をより前へ推

進することができる。例えば、前進気勢に乏しい馬の場合（特に障害前３～４駈歩）や回転時に必要

以上に急いで、前傾姿勢では馬を十分に手の内に入れることができない場合、馬のバランスが前躯に

かかりすぎるため、そのバランスを後躯に移す場合などである。 

 

ただし、約１m くらいまでの高さの障害飛越は基本的には前傾姿勢が望ましい。それによって騎手は

馬の動きを妨げる動作を避けることができ、また馬にチェックをすることなく馬の動きについていく

ことに慣れることができる。さらには、若馬自身自由に障害物に対して落ち着いて向かうことができ

るようになる。 

 

このような基本的な騎乗法および訓練によって、その後の馬の状態や障害物の高さに応じて上体を起



こしたり前傾したりと、臨機応変に対応していくことが必要である。 

 

5.騎手の障害経験  

特に若馬の障害飛越においては、騎手の障害経験がとても大切である。障害経験のある騎手によって、

未経験の若馬は無理なく障害を飛越することができ、自信もつく。若馬というものは、初め障書物に

対して不安を感じたりするものである。また、踏み切り位置や飛越体勢が不安定なため、経験ある騎

手の柔らかい馬の動きへの随行や随伴がとても必要になる。その時期を若馬に苦痛なく陣害飛越をさ

せることができると、若馬は早く障害飛越に慣れることができ、それが若馬の自信につながる。 

 

上手な騎手は柔らかくバランスのよい前傾姿勢と随伴ができ、さらには良い眼を持っている。良い眼

とは正しい踏み切り位置を見定めることができるということである。そしてさらには速度感覚が良く

馬の動きになめらかについていくことができる。それ故馬の動きを邪魔することなく、馬の口との一

定のコンタクトを保ちつつも、馬の頭頸に自由さを与えつつ、頭頸の伸展を尊重でき得る感覚の良い

柔らかい拳を持っている。そして、さらには馬の状態に応じて適確な推進を与えることができる。 

 

どんなに素質のある馬でも、未熟な騎手の下ではその能力は低下するばかりである。一方、上手な騎

手の下では、多少難しい馬にあってもなめらかな走行と障害飛越が可能になる。 

障害物上での騎手の姿勢のポイント 

1.尻  

騎手の尻は鞍の後僑にほぼ一致する位置。すなわち、障害物上での馬の背および腰は上方に最大限に

盛り上がるため、騎手は十分に尻を鞍から離し、馬の背および腰の上方への盛り上がりを尊重する必

要がある。そのため、騎手は尻を十分に鞍から離す必要があるが、上げ過ぎるとむしろ自分のバラン

スが前にかかり過ぎたりするので、鞍の後僑に一致する程度の位置が望ましい。 

 

一方、尻を鞍から離さなかったり、または上げが少なすぎると馬の背および腰の上方への盛り上がり

を邪魔することとなり、馬に負担をかけ、さらには馬の体勢を乱すこととなる。そのため、騎手は尻

を鞍の後僑にほぼ一致する程の高さまで鞍から離すべきである。 

 



2.背  

騎手の背は障害物上では、ちょうど馬の背に対してほぼ平行になる程に背を伸ばしながら上体を前に

かける。すなわち、随伴するのである。この随伴をよりなめらかに行うためには頭を十分に上げ前を

見ることと、尻を鞍の後僑に一致する程に上げることで背を伸ばし馬の背に対して平行になる程に随

伴することである。下を見たり、尻を十分に上げなかったりすると、騎手の上体は前へつんのめる形

となり、バランスを乱すばかりでなく、馬のバランスを乱すことにもつながる。騎手の背を馬の背に

対して平行に保つためには、頭を上げて良く前方を見ることと、十分に尻を上げることがそのポィン

トとなる。そして、特に股関節から上体を前へかけることである（腰骨ではない）。 

 

3.頭  

頭を十分上げるということは、良く前方を見るということである。それによって障害物上での自分の

バランスを保つことができ、さらには次への方向を見定めることができる基となる。このことは騎手

の背や尻の状態および位置にも関係するのでよく注意するべきである。 

 

もし頭を下げていると、騎手のバランスは必要以上に前にかかることとなり、そのときの騎手の背は

丸く、尻の位置も鞍の後僑に一致する位置にはなく、それよりも前に位置していることであろう。そ

のような状態では騎手のバランスも悪く、さらには馬の障害物上でのバランスをも乱すこととなる。

また、次への方向を見定めることができない。このことは下降期から着地期にバランスバックをでき

なくなることにつながり、着地後速やかに馬を収め、次の障害物への誘檸に支障をきたす。このよう

に頭を下げることは、下降期から着地期に至る間の騎手の体重の元への移動（バランスバック）に支

障をきたすので注意するべきである。このことは単一障害ではもちろんのこと、コンビネーションに

おいてはさらに困難を生じることとなる。  

 

コンビネーション障害飛越におけるポイントは、いかに下降期から着地期に至るまですみやかに自分

自身のバランスバックをし、同時に馬の重心をもそれによって後方に移し、体勢を整えるかにある。

それによって馬は安定した体勢を得ることができ、次の障害物を飛越することが可能となる。また、

障害物の高さと幅が増せば増すほど、騎手のバランスバックが大切になる。 

 

4.拳  



障害物上における馬の頭頸は、背の上方への盛り上がりによって前方へ伸びる。そのため馬が首を伸

ばした分だけ、騎手は拳を馬の口の方向へ出す必要がある。それによって馬は口を引かれることなく

十分に首を伸ばすことができ、馬自身のバランスも障害物上で保てることとなる。ただし、手綱がた

るむ程伸ばす必要はない。馬の口との依倚はたとえ障書物上でも放棄してはいけない。なぜなら、そ

の後の下降期および着地期の過程で徐々になめらかに馬の重心を後方へ移し、次への助走または走行

に備えなければならないからである。手綱が弛んだり、依倚を放棄することは、次への馬の体勢の把

握に困難を生じるもとになるから注意するべきである。 

 

5.脚  

障害物上での騎手の脚は十分踵を下げながらも腹帯直後に垂直に保つべきである。それによって安定

した障害物上での騎手のバランスを保つことにつながる。脚を腹帯より後方に引き過ぎたり後方に流

れることは、上体の前方へのつんのめりにつながり、脚を腹帯より前方へ出すことは尻を十分上げら

れないもととなる。または尻が十分上がっていないため、脚が前方に出るということも言える。その

ためにも踵をよく踏み下げ、膝（40%）と鐙（60%）に負重をかける。 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



基本概念５点 

すでに訓練段階８点について説明したが、それらを実行するうえでさらに理解すべきことは、ここで説

明する基本概念５点である。騎乗にあたり、我々は下記に示す５点を明確に理解して騎乗していかなけ

ればならない。 

1. 歪曲（ゆがみ）  
2. 真直性  
3. 内方姿勢  
4. 湾曲  
5. 内方姿勢変換  

1.歪曲  

馬には生まれつきの歪みがあり、多かれ少なかれ右なり左に歪んでいる。このような現象は一般的に

母体内の胎児の状態によって起こるといわれている。そのほか心臓が左側にあるために、危険に際し

本能的にその心臓をかばうために起こるともいわれている。また、前躯が後躯より狭いという馬の持

つ体型によっても起こるといわれている。決定的な原因というのは、まだ明らかにされてはいないが、

上記に述べた事柄はひとつの要因であり、そのほかにもまだ考えられる要因は多くある。 

 

一般にこの生まれつきの歪みは、比率的にだいたい 7 対 3 の割合で後躯は前躯に対して右側に位置し

ている。まっすぐな馬の状態の場合、前躯は後躯の前方に正しく位置している。つまり、左後肢は、

左前肢の方向に、右後肢は右前肢の方向に踏歩することができる。 

 

一方歪んでいる馬の状態の場合、後躯が前躯に対して右側に位置しており、左後肢は両前肢の中間に

位置し、右後肢の外側（馬場の内側）に位置している。 

 

このように馬の歪みを判断する場合、前躯に対しての後躯の位置および後肢の踏歩状態によってその

馬の歪みを判断することができる。理想的には、左右の後肢をまっすぐに左右の前肢の方向に踏歩す

るのが望ましい。 

 

そのほか、馬の頭部と頸部のつながり状態、および頸部からキ甲へのつながり状態、さらには脊椎か

ら尾骨にかけてのつながり状態を見ることによって、詳しくその馬の状態を知ることができる。 

 



これら馬の生まれつき持っている歪みは、L クラスまでの運動課目によって矯正することができる。

例えぱ斜横歩、輪乗りの開閉、速歩、駈歩での“肩を内へ”、中間駈歩、そのほか M クラスでは側方運

動などである。 

2.真直性  

真直性とは、前躯が後躯の前方に位置し、馬体の縦軸が一蹄跡線上に一致していることであり、直線

上においても曲線上においても馬体の縦軸がそれぞれの線上に一致していれば、その馬は真直である

という。 

 

一方馬体が歪曲し、後躯が前躯に対して右側に位置している場合、どのようにして馬をまっすぐにす

るべきだろうか？このような場合、騎手は馬の右前肢が右後肢の前方に位置するように、右脚を少し

後方へ引き、馬の右後肢をわずかに前方へ進ませるようにして右前肢に合わせ、さらに左脚で後躯の

外方への逃避を防ぐと共に、左手綱で馬の肩口の屈折と逃避を防ぐ。そして、右手綱は馬の口を引か

ないようにしながら前躯を右へ誘導する。この際最も大切なことは、旺盛な前方への推進である。 

 

馬を真直に歩かせるためには、すでに［１］歪曲の項で説明しているように、L クラスまでの運動課

目を使って行うことができるが、もし馬に正しい真直性が確立されていれば、正しい図形騎乗を行う

ことができる。 

3.姿勢  

ここで述べる姿勢（注１）とは、馬体全体にわたる湾曲ではなく、馬の項およびガクのみの譲りであ

る。馬が正しく内方へ姿勢をとっているときは、項とガクを譲って、立髪（馬の頸の上縁部）は軽く

内方へかたむいている。 

 

このとき、騎手は馬の内方の眼と鼻孔をわずかに見ることができ、しかも馬の両耳は同じ高さを保っ

ている。もし馬の片方の耳が他方より低ければ、その姿勢は正しくない。ここでいう姿勢というもの

は、すべての曲線上においてはもちろんのこと、直線上においても多少は内方へ姿勢をとって騎乗さ

れるものである。ただし、ある一定区間の直線上をまったく内方へ姿勢をとらずにまっすぐに歩くこ

とがある。 

 

また、馬に内方へ姿勢を要求するのは、項およびガクの譲りと柔軟性を求め、口向きを促進するため

と、最終的に透過性を得るためである。もし馬が正しくかつ確実に内方へ姿勢をとって歩くことがで



きたら、必ずや、真直にも歩くことができ、その逆も可能である。だから、このような内方への姿勢

騎乗は直行進騎乗と併せ、必要不可欠なものである。 

 

注 1：日本において、内方姿勢というのは馬体全体にわたる湾曲と解釈されているが、これは［4］

の湾曲のことである。しかし、この項においては、馬の項およびガクのみの内方への姿勢である。 

4.湾曲  

湾曲とは、特に馬の肋の部分を湾曲というが、それは馬体全体にわたる内方姿勢である。一般的には

巻乗り（直径６m）騎乗時における湾曲が最も大きく、そのほか隅角通過時や蛇乗り騎乗時などにお

いてもかなり大きい。（注２） 

 

注 2：湾曲と屈撓とはよく誤って理解されているが、湾曲とは馬体全体にわたる馬の側面の湾曲をい

い、屈撓とは、馬の前後の収縮状態をいう。すなわち、それは、馬の頭部（項・ガク）と頸部（頸礎）

の前後屈撓であり、後躯（腰関節・膝関節・飛節）の屈曲度をいう。 

 

内方姿勢騎乗 

行進中の方向変換を正しく行うためには、騎手は馬に必要に応じた姿勢と湾曲をとらせなければなら

ない。その姿勢と湾曲は、馬の項一首一脊椎一尾に至るまで一様な湾曲を示し、その縦軸は行進する

線上に一致していなければならない。そして、それによって、後肢は前肢の方向に正しく踏み込んで

行くことが可能になる。これを我々は内方姿勢という。我々は騎乗中このような内方姿勢を絶えず馬

に要求している。 それでは、ここで具体的な内方姿勢の取り方を説明しよう。 

 
〔1〕内方姿勢の扶助操作（右手前） 

第一期  

騎手は初め馬に半減却扶助を与える。 

 

第二期  

このとき、騎手は重心を少し内方に移す。そして、内方脚は腹帯直後に保ちつつ、内方股（骨盤）

と内方座骨を前方へ圧出する。内方踵と内方膝を押し下げる。 

 

一方、外方脚は腹帯の後方、約１～２拳の所に引き、馬の後躯が外方へ逃げないように制限（ま



たは支持）する。内方手綱を軽く控え、馬の頭を少し内側へ向ける。このとき、外方手綱は初め

少し強める。これらの操作を同時に行うことによって、馬の肋は内方脚を中心軸として側方に湾

曲する。また、初め外方手綱を弛めるというのは、馬を楽に内方へ向けるためである。 

 

すなわち、もし馬が扶助をよく理解していれば、内方手綱の控えに対して拳との連絡を失うまい

として、首の外側を伸ばすからである。このことは、初期調教の段階において、馬はすでに片側

扶助を学んでおり、それによって頭頸の伸展をも理解しているため、内方手綱の控えと外方手綱

の弛めによって、馬は容易に首の外側を伸ばして、内方姿勢を取ることができるのである。但し、

外方手綱を引き過ぎたり、外方手綱を弛め過ぎて外方の肩口を屈折させないように注意する。 

 

第三期  

このようにして、馬が項およびガクを譲りつつ、頭頸を内側へ向けたら、次に内方手綱を少し弛

めると同時に一度弛めた外方手綱を再び控えて、馬の頭頸を正す。もちろん、このとき更に腰・

脚にて馬に推進を与えることは、怠ってはならない。このようにして、最終的に馬の外側の首が

外方手綱に出てくるようにする。そうすると自ずと外方に支点を得ることが出来る。 

 

ここまでが基本的な内方姿勢を取る際の扶助操作であるが、ここで最も重要なことは、馬の項お

よびガクの譲りがあるかどうかである。これまで、馬はいったいどのような状態であるべきか、

ということを再三説明してきている。すなわち、「騎手の作用」の項では、それぞれの体重・脚・

手綱扶助の役割とその操作を、そして「減却扶助の意義と目的」、そして更には「訓練段階８点」

「基本概念５点」の項において、正しい馬の姿勢と運動状態についてである。もしこれらのこと

をよく理解していれば、馬はいったいどうあるべきか、ということがわかるはずである。 

 

一方馬が正しい扶助操作を理解していれば、自ら姿勢を取るものである。肝心なのは、常に馬は

透過しているべきであるということである。馬は内方脚を中心として馬体を湾曲するべきであり、

内方脚に対して屈撓をしてくるべきである。 

 

すなわち、馬が透過していれば項およびガクは柔軟に譲っているのであり、逆に項およびガクが

柔軟に譲っていれぱ、馬はより透過してくる。それではここで基本的な両手綱と両脚の役割をま

とめてみよう。 

 

内方手綱一馬の姿勢を取ったり、誘導する程度に使う。外方手綱一馬の外側の肩口（頭・首・肩）

が、屈折しないように正しつつ、その肩口を蹄跡上に一致させるように支持または制限する。内



方脚一腹帯直後にて馬が内側に入らないように押さえると同時に、推進に努める。外方脚一腹帯

後方約１～２拳の位置で、馬の後躯が外方に逃避しないよう抑えると同時に、支持する。 

 

これが基本的な両手綱と両拳の役割であるが、更に詳しく説明してみよう。 

 

馬というものは、常に扶助に従うべきである。しかし、もし騎手が誤った扶助操作を行えば馬はそれを

嫌い、反抗する。また、もし馬がまだ人間の扶助に慣れていなかったり、知らなかったりする場合は、

騎手のより正確な扶助操作が大切である。 

 

すなわち、騎手の扶助操作と馬の取る行動とは、絶えず合致しているベきであり、騎手は馬をよく理解

するよう努め、徐々にその要求を高めるベきである。最初から多くを要求したら、馬はそれを嫌う。騎

手は常に、その馬、その馬に応じた要求をし、馬が精神的にも肉体的にも可能な状態においてのみ、そ

の要求を高めていくべきである。 

 

もちろん、この際騎手の馬術知識、技術、感覚が大切であることはいうまでもない。これらが備わって

いれば、騎手は正しい扶助をその馬に応じて要求することができ、また、その要求を高めていくことが

できる。 

 

そういう意味において、これまで説明してきた基本的扶助操作というものは、先人が長年にわたり行っ

てきた方法を確立させてきたものであり、それは、馬という動物の本能、または習性というものを理解

したうえで確立させてきたものなので、すべて理にかなっている。 

 

だから、我々が馬に乗るうえにおいて考えるべきことは、何をすれば、馬はどんな行動を取るかという

ことである。そして、どうすれば馬は最も速やかに、かつ従順に我々の扶助を理解するかということで

ある。 しかし、理にかなっていないことをどんなにやっても、馬はまったく理解するはずはなく、か

えって混乱する。それゆえ、我々は正しい扶助操作を理解し、実行していかなければならない。それが

基本的な扶助操作なのである。 

 

さて、我々が馬に乗るとき、何を目的として乗るべきかというと、「常に馬を真直に、かつ活気よく推進

する」ということである。 

 

のことがすべてであり、馬が真直に、かつ活気よく、一定のテンポとリズムで歩いていれば、騎手は最

も乗りやすいはずであり、馬も歩いていて歩きやすいはずである。そういう中で、騎手は自分自身の姿



勢とバランスを考え、馬に正しく、かつ明確な扶助を与えていくべきである。騎手は、いついかなる場

合でも、真直に、かつバランスよく、柔軟に馬上にあるべきである。 

 

内方脚と外方手綱の使用方と重要性 

騎乗中大切なことは、騎手の姿勢はもちろんのこと、両手綱、両脚であるが、その中で最も大切なこと

は、内方脚と外方手綱である。 

 

すなわち、馬というものは左右均等で、かつまっすぐであることが理想であるが、そのような馬はほと

んどなく、大半は多かれ少なかれ、左右不均等である。しかし我々はそれをできるだけ左右均等に、か

つまっすぐにするように努めるべきであり、それが調教の原則でもある。 

 

馬というものは、一般的に両方の手綱を同時に使われることに苦痛を感じるものである。このことは特

に直行進においていえることであり、特に若馬、またはまだ扶助を理解していない馬にあっては、両手

綱の同時使用を嫌う。 

 

なぜなら、そのような馬はまっすぐに歩くことができず、左右の馬自身のバランスがまだ十分でないか

らである。このことは、かなり調教の進んでいる馬にあっても同様で、手綱の使用には十分な配慮が必

要である。 

 

馬が扶助をかなりよく理解してきたら、両手綱の同時使用は可能であるが、それは短時間であって、長

時間にわたって使用されてはならない。すなわち、それは半減却扶助操作の際である。それが第一期の

両手綱の控え操作である。しかし、その後は必ず第三期のように、内方手綱を弛めると同時に外方手綱

を控えて、外方に支点を求めるべきである。このことは、輪線運動においてはもちろんのこと、直行進

においても同様に、多かれ少なかれ外方に支点を求めさせておいた方がよい。 

 

なぜなら我々は騎乗中、絶えず頻繁に左右への回転を行うため、直行進をする時間、または距離が少な

いからである。しかし、そうはいっても直行進の際、前方または後方から見たとき、馬はまっすぐでな

けれぱならない。その馬の頭、鼻面はまっすぐで、四肢はまっすぐに前方へ踏歩し、また、その尾はま

っすぐ自然に垂れ下がっているべきである。 

 

そのためには、両手綱が均等に馬の両口と連絡がとれていなければならず、また、そのときの両拳は受



動的に後方からの馬の前進運動を受け、保たれていなければならない。そういう状態においては、両拳

は左右均等であるということができ、馬は透過していなければ、このような状態にはなり得ない。 

 

ここで問題なのは、馬の真直性と両手綱、両脚の左右均等であるが、これは解釈の仕方ではないだろう

か。基本的には、どんな場合でも脚は能動的なものであり、手綱は受動的なものである。これは直行進

において特にそうあらねばならず、両手綱は受動的に後方からの馬の前進運動を受け、保たれていなけ

ればならない。これが我々の最終目的であり、我々は馬を常に左右均等な状態にしなければならない。 

 

なぜなら、我々は騎乗中、直行進から曲線運動、そして再び直行進という騎乗をするからである。その

ようないろいろな運動をするためには、馬が外方に支点を求めて歩くことを理解していなければ、円滑

な運動の移行は不可能である。 

 

このような意味において、直行進においても多少は外方に支点を求めさせておいた方が望ましく、輪線

運動においては、当然、外方に支点を求めさせておくべきである。そのために必要なことが、内方脚と

外方手綱による騎乗法なのである。 

 

それではいったい、なぜ、外方に支点を求めさせるのか？ 理想的には馬の口向きが左右均等であるこ

とが望ましい。しかし、実際には曲線運動時における馬のバランスというものは、多少のアンバランス

を要求されるものである。 

 

なぜなら、曲線運動時において、馬は外方よりも内方に、より負重がかかるからである。つまり、内方

前後肢の回転度は外方前後肢の回転度よりも小さいということで、それだけ内方前後肢に負重が多くか

かっているということなのである。 

 

そのため、馬は直行進時のようなバランスは保てなくなり、アンバランスの状態で回転していかなけれ

ばならなくなるのである。そのようなアンバランスの状態をバランスよい状態に保つためには、内方へ

かかる負重をカバーしてあげることが必要で、そのためには、多少外方に強い支点を求めさせておいた

方が、馬はバランスよく保つことができる。それによって、内方後肢はなめらかに馬体下へ踏み込みや

すくなるのである。この際、大切なことは、内方拳の扱い方で、この内方拳、または内方手綱の役目は、

馬の姿勢をとったり、維持したり、誘導したりする程度の働きで、決して強く引いたりしてはならない。 

 

もし、内方手綱を引いたり馬が強く内方に支点を求めていたりすれば、馬に正しい内方姿勢をとらせる

ことは困難になり、更には、馬の内方後肢の馬体下への踏み込みを妨げることになる。それ故、内方よ



り外方に多少強く支点を求めさせることが必要なのである。 

 

更に付け加えると、特に巻乗りを行う際、もし馬が正しく外方に支点を求め、正しく騎手の扶助に従っ

ていれば、騎手は内方拳を譲った状態で巻乗りを行うことができる。 

 

すなわち、馬というものは、騎手の内方拳の譲りによって、よりなめらかに巻乗りを実施できるのであ

る。もちろん、この際、騎手の内方脚の馬体の内方への入りに対する抑えと、力強い前方への推進が効

いているのは当然である。 

 

このような内方脚の役割が十分果たされていなければ、巻乗りを行う際、内方拳を譲ることはできない。

それ故、最も大切なのは、内方脚と外方手綱であり、それらを捕う意味で、外方脚と内方手綱のそれぞ

れの役割が十分果たされていなければならない。 

 

騎乗中における我々の扶助は、左右不均等な使用による総合作用であり、それが最終的に左右均等な扶

助操作となり得るのである。 

 

内方姿勢騎乗を説明するのに、かなり物の考え方的なものを付け加えたが、ある意味では、それが騎乗

の際に特に大切ではないかと思い、いろいろ書き並べた。 

 

しかし、かなり核心に触れた説明をしているつもりなので、すでに説明したそれぞれの項を繰り

返し読み、理解に努めてほしい。 

 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



側方運動（速歩） 
側方運動（速歩）側方運動とは馬が内方姿勢（姿勢・湾曲）をとりながら、基本的に三蹄跡を行進しな

がら側方へ進む収縮運動課目である。側方運動には下記の運動課目が含まれる。 

1. 肩を内へ  
2. 腰を内へ 
3. 腰を外へ 
4. 横歩（アピュイエ）  

これらの側方運動はすべて収縮運動課目であり、A クラスおよび L クラスの馬場運動を正しく理解した馬に

対して用いられる運動である。すなわち、前提条件として、直線上での常歩・速歩の行進の際、馬に透過性と

自得姿勢が理解されていることが必要である。それによって下記の事柄が養われる。 

1. 歩様と姿勢および体勢の改善  
2. 騎手の扶助に対する透過性の向上  
3. 馬体の湾曲の向上および改善  
4. 肩の自由性および軽快性の養成  
5. 負重力と運動バランスの養成 
6. 依倚の軽快性の向上  

側方運動を行う順番としては、初めに「肩を内へ」を馬によく理解させておくべきである。「肩を内へ」

の運動はあらゆる運動課目の中で特に大切で側方運動（速歩）あり、基本課目でもある。この運動を馬

に正しく理解させるためには、騎手の正しい扶助操作と感覚が必要である。 

 

一方、この運動を通して騎手は正しい扶助操作と感覚を養うことができる。なぜなら、「肩を内へ」の運

動には正確な馬の内方姿勢とその運動バランスが必要とされ、そのための騎手の正しい扶助操作が必要

とされるからである。この運動が正確に実施できれば、その後の「腰を内へ」「腰を外へ」「横歩」が円

滑に実施できる。また、「肩を内へ」の運動を行う場合には、当然 A クラス・L クラスの馬場運動がすで

に馬に理解されていなければならず、その中で斜横歩や前肢旋回や後肢旋回を通して、馬は基本的な扶

助を理解しているだろうし、ー方騎手はその扶助操作を理解しているだろう。 

 

すなわち、斜横歩や前肢旋回は柔軟運動であり、後肢旋回は収縮運動として、馬はその準備作業を施さ

れてきているはずだからである。これらのことを技術的にも理論的にも騎手が正しく理解していること

によって、今後の側方運動が円滑に実施できるようになる。 

 

http://www.mediaaccess.co.jp/02/dst/
http://www.mediaaccess.co.jp/02/dst/
http://www.mediaaccess.co.jp/02/dst/
http://www.mediaaccess.co.jp/02/dst/


側方運動は基本的には速歩で行われるべきである。但し、初めて馬に側方運動を理解させるときは、常

歩で行うことも可能である。その際、短時間および短距離で行うべきであり、長時問および長距離行う

ことは馬の前進気勢を無くしたり、または推進力不足になりがちなので注意するべきである。なぜなら、

常歩は弾発のない動きを特徴としているからである。それ故、我々は基本的には速歩で側方運動をする

べきである。 

 

また、調教が進み正しく速歩で側方運動ができるようになったら、最終的に「横歩」の運動課目は駈歩

で行うことができる。駈歩の「横歩」は馬体に正しい真直性と透過性が備わってから行うべきで、収縮

駈歩が正しく行えないうちに始めると、「横歩」の運動において正しい内方姿勢と流暢な運動バランスが

得られなくなる。すなわち、整正な「横歩」ができなくなる。それ故、運動課目の順番は大切であり、

それを無視した調教は後日不正確な馬に育ててしまう。しかし順序だてて調教された馬は正確な運動を

実施できるようになる。これがギムナスティック作業というものである。 

 

注：今まで「肩を内へ」「腰を内へ」「腰を外へ」「横歩」を「二蹄跡運動」といっていたが、この本にお

いては「側方運動」ということにした、なぜなら、実際は「肩を内へ」「腰を内へ」「腰を外へ」「横歩」

のすべての課目において、馬の四肢は三蹄跡上を行進するからである。そして「横歩」の運動において

は馬の体勢としては三蹄跡上に四肢を置きつつも斜めに二蹄跡行進をする。 

 

なぜこのような解釈をするかというと、二蹄跡の意味が不明確で誤解されがちだからである。二蹄跡な

り三蹄跡なり四蹄跡なりということは、馬の進む方向（または線）と位置の違いであり、それによって

馬の内方姿勢と肋の屈撓度の難度の違いが出てくるからである。それによって正しい馬の体勢とそれぞ

れの運動課目の理解ができるからである。このことは、それぞれの項目でさらに理解を深めてほしい。 

肩を内へ 

肩を内へは馬に内方姿勢をとりながら、蹄跡上を三蹄跡行進する収縮運動課目である。すなわち、後躯

は蹄跡上を行進し、前躯は半歩（約 40cm）馬場内に入って三蹄跡を行進する。それによって前方から馬

を見た場合、外方後肢一外方前肢（後方に内方後肢）一内方前肢の三肢が見える。すなわち、内方後肢

は外方前肢の後方に位置しながらも、外方前肢の方向に踏歩する。 

例：右へ肩を内へ（右内方姿勢）/左後肢→左前肢（右後肢）→右前肢 

「肩を内へ」のポイント 



1. 姿勢  
2. 湾曲  
3. 反対姿勢（進行方向に対して）  
4. 三蹄跡（すなわち、内方後肢と外方前肢は一蹄跡上にある）  

この運動の目的は下記の事柄の改善と養成にある。 

1. 後躯の負重力と内方後肢の推進力の促進 
2. 弾発の向上  
3. 馬体の湾曲の促進（特に内方脚への理解）  
4. 透過性の向上  
5. 肩の軽快性  
6. 運動バランスの養成  
7. 歩様と姿勢の改善  
8. 脚に対する従順性  
9. 依倚の軽快性  

また、この運動を行う際の騎手のそれぞれの扶助の役割は下記のようになる。 

内方脚  

馬の内方後肢の前方への踏み込みの促進と馬体の湾曲の促進と維持（体重は内方にかける）馬

は内方脚に対して湾曲し、そして内方姿勢をとる。  

内方手綱  

馬の内方姿勢の維持と誘導  

外方脚  

馬体の湾曲の維持（後躯の外方への逃避を防ぐ）と外方後肢の前方への踏み込みの促進  

外方手綱  

馬の外方の肩口の支持または抑制  

 

このような扶助操作のもとで馬に「肩を内へ」の運動を行った後、歩度の伸長を行うことはある意味に

おいて「肩を内へ」の試金石でもある。すなわち、正しく馬が「肩を内へ」の運動を理解し実施できれ

ば、その後の歩度の伸長において、より弾発を含んだ歩度の伸長を得ることができる。また、歩度の伸

長を行うことによって、失われつつある推進力を回復することも可能である。それ故、「肩を内ヘ」また

はそれ以外の横歩運動においては、必ず歩度の伸長を心がけるべきである。 

そのほか、速歩または駈歩での「巻乗り」運動をより良く行うために「肩を内ヘ」の運動をその準備作

業として用いることも効果的である。また、「肩を前へ」という運動があるが、これは「肩を内へ」の運



動を馬に理解させるための調教作業として効果的である。 

「肩を前へ」とは、わずかな内方姿勢のもとで馬の内方後肢を両前肢の中間に踏み込ませるようにし、

外方後肢は外方前肢の方向に踏み込ませるようにする。この際馬体の湾曲は「肩を内へ」よりわずかで

ある。すなわち、「斜横歩」では馬の外方後肢は外方前肢の方向に踏歩しないため、馬体の湾曲は求めな

いが、「肩を前へ」においては「肩を内ヘ」の運動のための準備段階として騎手は外方肢を後方に保ち、

後躯の逃避をさせないよう抑制または支持するよう働く。それによって馬体に湾曲が生じ、外方後肢は

外方の前肢の方向に踏み込んでいく。 

一方、内方後肢は馬の内方の肋の湾曲と屈撓を促進するため、両前肢の中問に踏み込ませていく。それ

によって内方後肢の推進力を養うことができる。このように準備作業として「肩を前へ」の運動を行う

ことによって、より「肩を内へ」の運動に入り易くなる。 

具体的な扶助操作《右へ肩を内への場合（長蹄跡上）》 

1. その前の短蹄跡上において半減却扶助を与えて馬に正しい内方姿勢をとる。  

2. その後深い隅角通過（1／4 円弧）を行いながら、長蹄跡に入る。  

3. 隅角通過後、馬の前躯をわずかに馬場内に入れる。（約半歩）すなわち、馬の四肢が三蹄跡上に

位置するようにする。それによって前から見た場合、左後肢一左前肢（後方に内方後肢）一内

方前肢の三肢が見える。 

4. このようにして馬の内方姿勢および馬体の湾曲の維持に注意しながら、内方後肢を外方前肢の方

向に踏み込ませるべく心がける。そのためにも特に内方の手綱を長蹄跡上において、必要に応

じて数回譲ることが効果的である。（もちろん手綱が弛むほどではなく、わずかで十分である）

それによって長い距離を馬は特に内方手綱に対して重なってきたり、対抗してきたりすること

なく「肩を内へ」の運動を実施できる。特に、多くの騎手は内方手綱を強く引いたり、上から

下へ抑えつけたりするので、この内方手綱の譲りはとても大切である。  

5. その後隅角前で馬の内方姿勢を全面的に放棄することなく、馬体を真っすぐにして、さらに次へ

の隅角へ向かう。このとき馬体を真っすぐにしようとして内方手綱を弛め、外方手綱を引かな

いよう注意する。  

基本的には「肩を内へ」の運動は長蹄跡上で行う。すなわち、隅角通過後、一旦馬体が真っすぐになり、その

後例えば K 点より「肩を内へ」に入るべく馬に内方姿勢をとり、その体勢で H 点まで進んだ後再び馬体を一

瞬真っすぐにして、次の隅角に向かう。馬の調教進度または状態に応じてその要求程度を高め、定められた規

定の課目の練習をするべきである。特に「肩を内へ」の運動の難しい課目は中央線上で行うことである。中央

線上での実施はよほど人馬共に訓練されていなければ、正確に行うことは難しい。一方これが正確に実施でき

たら、人馬共にかなり技術が伴っているといえる。 



そのほか、駈歩において後躯が馬場内に入り易い馬は、肩を内へ的に駈歩騎乗することによって馬体の真直性

を図ることができる。また、速歩および駈歩での「横歩」においてやはり後躯が先行しやすい馬の場合も、初

め「肩を内へ」的に前進した後、正しい内方姿勢を確認できたら初めて横歩に入るべきである。 

このように「肩を内へ」の運動の正しい感覚が騎手に備われば、あらゆる状況に際して応用できる。それによ

って馬の体勢を整えることができ、さらには正しい課目運動が可能になる。 

よくある騎手の過失は下記の事柄である。 

1. 騎手の体重が馬の内方側にない。  
2. 肋の屈折  
3. 内方手綱を引いたり抑えつけたりする。または立髪を越える。 
4. 外方手綱がからむ。  
5. 内方脚が前方に出る。  
6. 外方脚が十分に後方になく、そのために馬の後躯が外へ逃げる。  

上記のような騎手の過失によって馬は正しい体勢がなくなる。すなわち・・・ 

1. 項を曲げる  
2. 外方の肩が屈折する  
3. 後躯の外方への逃避  
4. 歩調の乱れ  
5. 内方姿勢の深すぎまたは浅すぎ（注 1）のようになる。  

注 1：内方姿勢の浅すぎより深すぎは軽い過失である。なぜなら、浅すぎは馬体の湾曲の不足に

通じるからである。むしろ、調教上においては馬体の湾曲促進のため多少深く姿勢をとることも

あり、時には有効である。但し、競技においては三蹄跡を行進させるのが規定となっている。 

 

訓練方法 

1. 巻乗り→肩を内へ→巻乗り  
2. 肩を内へ→巻乗り→肩を内へこれらの運動課目の組み合わせは巻乗りを利用して馬の内方

姿勢をとり易く、一方肩を内へを通じてより正確な巻乗りを行うことができる。  

3. 肩を内へ→中問歩度 
「後躯の負重力と内方後肢の推進力によって馬の動きに弾発を得ることができるため、それ

によって歩度の伸長を容易に実施できる。」  



腰を内へ 

「腰を内へ」は馬に内方姿勢（進行方向に対して内方姿勢）をとりながら、蹄跡上を三蹄跡行進する収

縮運動課目である。すなわち、前躯は蹄跡上を行進し、後躯は半歩（約 40c m）馬場内に入って三蹄跡

を行進する。それによって前方から馬を見た場合、内方後肢一内方前肢（後方に外方後肢）一外方前肢

の三肢が見える。すなわち、外方後肢は内方前肢の後方に位置しながらも内方前肢の方向に踏歩する。 

例：腰を内へ（右手前）（右内方姿勢）/右後肢→右前肢 （左後肢）→左前肢 

「腰を内へ」のポイント 

1. 姿勢（同手前の内方姿勢） 
2. 湾曲  
3. 進行方向  
4. 前躯は蹄跡上  
5. 三蹄跡（すなわち、外方後肢と内方前肢は一蹄跡上にある）  

この運動の目的は下記の事柄の改善と養成にある。 

1. 外方後肢の負重力の養成  
2. 項・ガク・肋などの柔軟性としなやかさの養成（内方姿勢と馬体の湾曲の養成）  
3. 透過性の向上  
4. 運動バランスの養成  
5. 依倚の軽快性  

また、この運動を行う際の騎手のそれぞれの扶助の役割は下記のようになる。 

内方脚  
馬の内方後肢の踏み込みおよび馬体の湾曲の促進と維持（体重は内方にかける）馬は内方脚に対

して湾曲し、そして内方姿勢をとる  
内方手綱  
馬の内方姿勢の維持と誘導  

外方脚  
馬体の湾曲の維持と前方側方への推進  

外方手綱  
馬の外方の肩口の支持または制限  
 

このような扶助操作は基本的にはその後の「腰を外へ」および「横歩」の運動と全く同じであり、ただ

馬に与える運動方向の違いのみである。また、前提条件としては馬が直線上行進において常歩・速歩で



十分に透過性と自得姿勢を得て動けるべきで、L クラスの課目運動を正確に実施できることである。 

そのほか、準備作業として 8 字乗りや巻乗りや肩を内へからの後肢旋回などの運動課目を行っておくこ

とは効果的である。 

具体的な扶助操作《腰を内へ（右手前行進）》 

1. その前の短蹄跡上において馬に半減却扶助を与えて、馬に正しい内方姿勢をとる。 

2. その後、深い隅角通過（1／4 円弧）を行いながら長蹄跡に入る。 

3. 隅角通過後、馬の前躯を蹄跡上に保ちながらも、後躯をわずかに（約半歩）馬場内に入れる。す

なわち、馬の四肢が三蹄跡に位置するようにする。それによって前から見た場合、右後肢一右前

肢・（後方に左後肢）一左前肢の三肢が見える。 

4. このようにして、馬の内方姿勢および馬体の湾曲の維持に注意しながら、外方後肢を内方前肢の

方向に踏み込ませるように心がける。そのためにも、「肩を内ヘ」の運動の時と同じように外方の

肩口の屈折に注意しながら、内方手綱の譲りを数回含めることを心がける。それによって馬の依

倚の軽快性と安定性を図ることができ、流暢な動きをより得ることができる。この内方手綱の譲

りはすべての運動において大切である。  

5. その後隅角の手前で馬体を真っすぐにして、さらに次の隅角へ向かう。  

基本的には、長蹄跡上での「腰を内へ」や「腰を外へ」の運動を実施するときは、「肩を内へ」の運動の

時と同様に課目の前後は必ず馬体を真っすぐにする。また、このような横歩運動の後は、絶えず馬を活

気よく歩かすための前進運動を行い、必要に応じて歩度の伸長を行う。それによって推進力を回復する

ことができる。 

腰を外へ 

「腰を外へ」は基本的には「腰を内ヘ」の課目と全く同様で、ただ馬の体勢の位置が違うのみである。

すなわち、「腰を内へ」においては前躯が蹄跡上を行進するのに対し、「腰を外へ」においては後躯が蹄

跡上を行進し、前躯は半歩（約 40c m）馬場内に入って三蹄跡を行進する。それによって前方から馬を

見た場合、「腰を内へ」の時と同様に内方後肢一内方前肢・（後方に外方前肢）一外方後肢の三肢が見え

る。すなわち、外方後肢は内方後肢の後方に位置しながらも、内方前肢の方向に踏歩する。 

例：腰を外へ（右手前）（左内方姿勢）/左後肢→左前肢 （右後肢）→右前肢 

「腰を外へ」のポイント 



1. 姿勢（反対手前の内方姿勢）  
2. 湾曲  
3. 進行方向  
4. 後躯は蹄跡上（但し、「腰を内へ」の場合は後躯は馬場内）  
5. 三蹄跡（すなわち、外方後肢と内方前肢は１蹄跡上にある）  

この運動の目的および扶助操作は「腰を内へ」と基本的には全く同様なので、「腰を内へ」の項を参照し

てほしい。ただ、「腰を内ヘ」の場合は同手前のままの内方姿勢でその運動に入ることができるが、「腰

を外へ」の場合は反対手前の内方姿勢に変える必要があり、それだけ「腰を内へ」の運動に入る時より

多少難度が増す。それ故、騎手の感覚と扶助操作の適確性と慎重さが必要とされる。もし、雑に「腰を

外へ」の運動に入るならば、馬のそれまでの体勢が大きく崩れる危険性が生ずる。なぜなら、それまで

の手前の内方姿勢から反対手前の内方姿勢への変換が要求され、それによって初めて前躯が馬場内へ誘

導されるからである。それ故、その際内方姿勢変換をなめらかに行うべきであり、それによって、それ

までの馬の歩調を乱さずに実施できることになるのである。 

この「腰を外へ」の運動の準備作業として、反対姿勢の前肢旋回（P 参照）の運動を馬に理解させてお

くことはとても有効である。このときの扶助操作は、基本的には「腰を内へ」の扶助操作と全く同じで

ある。 

具体的な扶助操作《腰を外へ（右手前行進）》 

1. その前の短蹄跡上において馬に半減却扶助を与えて、馬に正しい内方姿勢をとる。 

2. その後、深い隅角通過（1／4 円弧）をおこないながら長蹄跡に入る。 

3. 隅角通過後、静かに内方姿勢変換（反対手前の内方姿勢）を行う。  

4. その後、馬の後躯を蹄跡上に保ちながらも、前躯をわずかに（約半歩）馬場内に入れる。すなわ

ち馬の四肢が三蹄跡に位置するようにする。それによって前から見た場合、左後肢一左前肢・（後

方に右後肢）一右前肢の三肢が見える。  

5. このようにして、馬の内方姿勢および馬体の湾曲の維持に注意しながら、外方後肢を内方前肢の

方向に踏み込ませるように心がける。そのためにも、「肩を内ヘ」や「腰を外へ」の運動の時と同

じうように、外方の肩口の屈折に注意しながら、内方手綱の譲りを数回含めることを心がける。  

6. そしてその後、隅角の手前で一旦馬体を真っすぐにした後、新たな同手前の内方姿勢をとりなが

ら、次の隅角へ向かう。  

前提条件としては、「腰を外へ」と同様に馬が直線上行進において、常歩・速歩で十分に透過性と自得姿

勢を得て動けるべきで、L クラスの課目運動を正確に実施できることである。特に反対姿勢の「前肢旋

回」を前もって馬に理解させておくことはとても有効である。 



そのほか、直線上または曲線上（輪乗り線上または輪乗り変換線上）において「肩を内へ」から「腰を

外へ」またはその逆の運動を行うのも効果的である。また、多くの運動課目の組み合わせで行うことも

可能である。いずれにしても、このような横歩運動の後は必ず直線上において活気よく馬を推進するこ

とが、何よりも大切なことである。それによって馬の推進力を回復することができる。 

横歩（アピュイエ） 

横歩とは、進行方向に対して必要に応じた内方姿勢（姿勢と肋の湾曲）とそれに応じた起揚を伴って、

定められた線上を斜めに行進する収縮運動課目である。初めに、馬の四肢が三蹄跡上に位置するように

馬に内方姿勢をとる。 

すなわち、内方前肢一外方前肢・（後方に内方後肢）一外方後肢という体勢をとる。それによって馬の前

躯は後躯よりわずかに先行させることができるため、より馬の外方前後肢は内方前後肢の前方側方を交

叉するように踏歩し、斜めに行進する。一般的にはそれぞれの長蹄跡に対して、馬は必要に応じた内方

姿勢を伴って平行に斜線上を行進する。このとき大切なことは、騎手の内方脚に対して（または中心と

して）馬の肋がよく湾曲するべきであり、また姿勢をとってくるべきである。それによって行進するべ

きあらゆる角度の斜線上をなめらかに行進することができる。 

このときの注目すべきポイントは  

1. 姿勢と湾曲  
2. 外方前後肢の内方前後肢の前方側方への踏歩する交叉度  
3. 正しい歩調と流暢さ  
4. 壁に対して平行  

の事柄である。  
この横歩の目的は下記の事柄にある。  

1. 項・ガク・肋の柔軟性としなやかさ  
2. 推進力と負重力の向上  

すなわち、このような側方運動（肩を内へ・腰を内へ・腰を外へ・横歩）は馬体の体育訓練作業（ギム

ナスティックトレーニング）としてとても効果的な運動であり、側方への運動を通して馬体の柔軟性を

判断する目安にもなる。 

横歩を行うための前提条件は L クラス運動課目を上手に実施できることであり、すでに「肩を内へ」「腰

を内へ」「腰を外へ」などの運動課目を理解しているべきである。そしてこの際注目すべきことは、馬体

の真直性と透過性であり、馬の正しい内方姿勢（肋の湾曲）の維持と馬体のバランスである。それによ



って外観豊かでかつ華麗な横歩を実施することができる。 

 
 横歩の際の扶助操作は、基本的には「腰を内へ」の運動課目と同じである。 
 

具体的な扶助操作 

左手前からの隅角を利用した半巻き斜線上の場合  

1. M の手前より馬に半減却扶助を与えながら馬に内方姿勢をとる。 

2. そして隅角前３m の地点より半円（2／4 円弧一直径 6m）を行進する。  

3. 半円を行進した後、一旦一馬身直進する。  

4. その後、斜線上の角度に応じた内方姿勢を確認しながらわずかに前躯を後躯より先行させる。

すなわち、馬の四肢を三蹄跡上に合わせる。注：練習時においては半円行進した後「肩を内へ」

の体勢で数歩直行進し、正しく馬の内方姿勢を確認した後「横歩」へ移行することはとても有

効である。  

5. 正しい内方姿勢および体勢を感じながら外方脚にて前方側方（左） へ推進する。  

6. そしてさらに蹄跡に対して平行に行進することを心がけながら、特に最後の２～３歩時には静

かにかつ明確に外方脚をそれまでより使いながら、正しく蹄跡上に馬体全体（特に後躯）を入

れる。  

注：なぜなら、ー般的に横歩の後半に内方姿勢（特に湾曲）が消失しやすいから。これは主に騎手

の慎重さの欠如からくる。 

7. ようにして正しく蹄跡に入ったら、再び馬を真っすぐに保ち前進する。  

これが基本的な扶助操作および練習方法であるが、これをよく人馬共に理解したら、次の練習に入る。 

様々な横歩の課目 

1. 半巻き斜線上：横歩  
2. 往復手前変換：横歩（蹄跡と中央線の幅）  
3. 山形乗り：横歩  
4. 斜手前変換斜線上：横歩  
5. 往復手前変換：横歩（20m×60m）  

側方への運動の後は短距離（5～6 歩）歩度を伸長することは、弾発と馬体の真直性の回復や弾発の



誘発または発生に効果的である。 

 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



若馬の調教 
 

これまであらゆるテーマ毎に説明をしてきたが、ここで具体的に「若馬の調教」について説明していき

たい。ただし、若馬を調教しようと志す者はこれまでの各テーマの理解と技術（経験）が必要であるこ

とは言うまでもない。とはいえある程度の知識と技術のある者であれぱ、誰でもできることである。も

ちろん最初は失敗も多々あるだろう。しかし、その失敗がその人にとって良い経験となることは間違い

なく、その失敗を二度と繰り返さないように心掛けることによって進歩を得ることができる。誰しも初

めから完璧にできるわけではない。上手な人は数多くの失敗のもとに良い経験を得、それが今日の彼を

育てたものと思う。そのためにも初めは良い指導者のもとで正しい知識と技術を身につけることがとて

も大切である。それによって自分でも馬を調教できるようになる。馬を調教することの楽しさを知ろう！ 

馬を調教することによってより高度な技術が得られるようになるだろう。多くのことを経験することが

最終的にはその人の技術となるだろう。 

 

ただし、相手は“生き物”であるだけに、人に接するときと同様の責任感というものが必要となるので、よ

くその馬を可愛がり、静かにかつ慎重に調教を進めよう。それによってその馬は調教師の要求をよく理

解してくるだろう。「馬の調教」は特別なことではない。 

調教師の心構え 

1. 馬事知識：（馬の心理・飼養管理・馬学・獣医学）  

2. 経験：（騎乗技衛一最低 L クラス 馬場・障害） 

3. 指導：（指導技術一最低 L クラス 馬場・障害）  

4. 判断力：（すべてにおける良否の判断）  

5. 忍耐力：（根気・責任感）  

6. 展望力：（将来への方向づけ）  

7. 愛馬心：（馬の気持ちをとらえる）  

親睦期（3～4 才） 

我々が入手する馬の年令は一般的にだいたい２才半から３才前後、または 4 才前後だろう。日本国内に

おいては、若馬が牧場から育成場または競馬場に入るのはだいたい２才半から３才前後くらいである。

牧場時代は若馬にとって大きな成長期である。この時期に若馬は良い環境のもとでのびのびと育つこと

が大切である。良い環境とは良い土壌と広さであり、それは良い牧草の源であり、十分な運動（基礎的



体力の養成）が可能であるということである。そして、良い厩舎および飼養菅理のもとに安全で健康的

な馬に育つことができる。さらに、良い管理者のもとで人問にも慣れ、信頼が生まれる。それによって

馬の取り扱い（手入れや引き馬や馬装など）がしやすくなる。そのことが今後の馬の調教においてとて

も大切である。 

 

このようにして牧場で健康的にのびのび育った馬は、その後の育成場や競馬場での管理や調教を円滑に

進めるもとになる。また、我々はそのような馬を望んでいる。若馬時代の管理はそのような意味におい

てもとても大切であり、この時期の管理が大きく将来に影響を与える。なぜなら、若馬時代に経験した

記憶はかなり長い問、その馬の脳裏に焼き付いているものだからである。特にいやな記憶は長期問残っ

ている。それ故、我々はその時期を大切に扱うべきである。 

 

このようにして若馬は一般的に牧場から育成場または競馬場に入ってくるが、それぞれの施設で行うこ

とは、最初は基本的な動作のしつけである。すなわち、牧場時代と同様の引き馬や手入れや馬装などの

順致である。もちろん初めは新しい環境に憤れていないので、２～３日から約１周間ほど馬が落ち着く

まで様子をみる。馬が慣れてくると、初めあまり食べなかったエサも食べるようになるし、引き馬や手

入れ時にもあまり驚かないで管理者の意志を理解するようになる。このように、調教に入る前に馬が環

境やエサや人問に慣れるまたは慣らすことが第一に必要なことである。これはしつけであるが、これも

ひとつの調教である。 

 

このようにして若馬がすべての物に慣れてきたら、または調教を始められる時期にきたら、初めは調馬

索にて運動を始める。調馬索にて両手前静かに常歩・速歩・駈歩できれいに円運動を行うことができる

ようになると、鞍付け調教に入る。 

 

調馬索作業に入るとき、その前に無口や水勒に慣らしておくことはとても大切である。馬によっては装

勒をいやがるものもいるので、静かに慎重に行うべきである。（馬房内が望ましい。なぜなら馬が最も安

心できる場所だからである。）これも牧場時代の取り扱いやその後の取り扱いによってやり易くもやりづ

らくもなるので、前述したような理由でとても大切な事柄である。若馬を怖がらせないようにして行う

ことが、人問に対する信頼感につながり、その後の取り扱いを円滑にする。 

 

このようにして若馬が調馬索作業に慣れたら鞍付けに入るが、場所は調馬索馬場で行う方が望ましい。

なぜなら、初めて若馬が腹を締められたときは、全く今まで経験したことのないことだから、かなりの

圧迫感と衝撃を感じるものだからである。そのため、若馬のとる行動として腹を膨らませたり、背を張

ったりする。そうすると、ますます腹帯がきつく感じ、馬は驚き、急に前にでたり、ハネたりする。そ



うすると余計苦しいものだから、ますますハネたり、走り出したりする。 

 

このように初めて若馬に腹帯を締めるときは、非常に危険な状況が存在しているので、十分慎重に行う

べきである。だから、腹帯を締める前に十分に馬を運動させ、馬が落ち着いたのを見計らって行う方が

よい。一般的には初め上腹（細い幅の腹帯）に慣らす。すなわち“だるま”（綿入りのゼッケン）や乗馬用

のゼッケンを付けて上腹を締める。この時調教師（調教師 1 人と助手 1～2 名）は馬を怖がらせないよう

に、よく馬を愛撫しながらなだめるようにして行う。馬の首や背を撫でたり、軽くたたいたりして馬の

緊張感を取り除くと共に、馬の伏態を判断する。その後静かにゼッケンだけを馬の背に置いて、ずらし

たり、外してまた置いたり、という具合に様子をみる。もしこの動作に馬が不安を示さないようなら、

静かに上腹を置き静かに締める。ただし、初めから強く締めないように注意する。この時、強く締める

と馬は驚き、前へ飛び出す。これはその後の作業に必要以上の警戒心を抱かせるもととなるので注意す

る。初めは軽く上腹が馬の背と腹に接するぐらいで、まだ金具には通さない。この動作を数回繰り返し

て大丈夫なようだったら、金具に通し軽く締める。この時馬は腹を少し膨らませるので慎重に行う。そ

して、馬はまだ動かさない。なぜなら、この時馬が動くと腹帯が十分しまっていないので、すぐゆるん

でゼッケンがずれ、最悪の場合は腹帯が腹の後方にずれ大暴れする危険性があるからである。それ故、

万一馬が動いても上腹とゼッケンがずれない程度まではその場に馬を立たせておくべきである。 

 

このようにして、弔が動いても腹帯またはゼッケンがずれないまでに、１穴ずつ慎重に腹帯を締める。

この作業が完了したらいよいよ馬を前に歩かす訳だが、この際決して走らせないことが大切である。こ

こが大きな関門であるが、この時静かに常歩で行進させることができたなら、かなり順調な出発といえ

るだろう。馬によっては、第１日目は停止の状態で上腹とゼッケンを軽く締めるだけで終わりとすると

きもあれば、常歩発進まで行うことができる場合もある。この時期は決して先を急ぐ必要はなく、１日

や２日ほど余分にこの作業をするほうがその後の作業がし易い。この時期を急いで失敗することのほう

がむしろ危険なので、十分時問をかけてあげる方がよい。 

 

このようにして、若馬がゼッケンを上腹で締めて常歩から停止、そして再び常歩発進ができたら、静か

に速歩発進を試みる。とにかく、すぺての作業中馬を驚かせないことと、決してハネさせないことが大

切である。ある時には調教師ひとりのみで行うほうがやり易い場合もあれば、助手を１～２名そばで補

助させる方がやり易い場合もある。あくまでもその馬または状況によって、調教師がよく判断すること

が大切である。 

 

そのほか、必要があれば作業後馬房内においても上腹を締めておくことも可能である（２～３時間程度）。

特に、上腹になかなか慣れない馬などには効果的である。但し、道具が馬房内でどこかの場所にひっか



からないよう注意する。 

 

このようにして上腹とゼッケンに慣れたら、いよいよ鞍を付ける。初めは鐙を外しておいた方がよい。

この時の鞍は調教鞍か、普通の乗馬鞍でよい。動作はすでに述べた通りだが、いつでも、特に新しいこ

とを行う場合は慎重に行う。あくまでも馬にある程度納得させながら行うべきである。特に鞍はそれま

でのゼッケンに比ベ、重く、アオリ革も少しバタバタするので、鞍を馬の背に置くときはドシンと置か

ずに、音をさせないように静かに行う。 

 

また、初めて馬の背に鞍を置く場合（馬の左側から）、腹帯は外しておく。鞍を置いた後、初め鞍の右側

に腹帯を取り付ける。この時、必要であれば助手（経験者）に馬を持たせておく。その後馬の左側に戻

り、静かに腹帯を締める。この時の動作も慎重に１穴ずつ徐々に締める。そして馬が動いても鞍がずれ

ない程度に腹帯を締めたら、調教師は助手に静かに馬を前へ引かせる。一方調教師は後方から静かに馬

を追い出す。但し、必ず常歩に発進させる。常歩への第１歩で馬は多少腹に圧迫感を感じ、そのために

馬は止まるか、少し立ち上がるか、または走り出すなどの行動にでるものだからである。たとえどのよ

うな行動に馬がでようとも、助手は常歩に保ち、調教師は助手によく指示をしながらも馬を前へ追い出

す。決して停止または立ち上がらせない。このようにして馬が常歩から停止、そして再び常歩発進がで

きたら、その日はそこで完了するか、馬の落ち着き状態によっては速歩発進をして様子をみる。但し、

絶えず馬の動作に注意を払い、安全にかつ確実に馬に鞍付けの目的を理解させる。このようにして若馬

が背に鞍を付けて調馬索作業において常歩・速歩・駈歩を両手前静かに行えるようになったら、いよい

よ騎乗することができる。 

 

初めて騎乗する人問は、経験のある比較的体重の軽い若い騎手が望ましい。そして調教師は調馬索を持

ち、馬の誘導をする。初め、騎手は助手の補助のもとで静かに乗馬下馬を繰り返す。この時の乗馬下馬

は、鞍の上に腹をのせるまでの動作である。まだ全面的にはまたがらない。この乗馬下馬を何回か繰り

返し行って馬が動じないようなら、初め鞍に腹をのせた状態で常歩に移る。このような動作は万一馬が

予期せぬ行動に移ってもすぐ下馬できるためである。このようにして常歩から停止、そして再び常歩発

進を繰り返し、大丈夫と判断したら、速歩発進に入る。そして速歩から常歩、そして再び速歩への発進

が円滑にできたなら、その日はそれで終了し、翌日再び同じ作業を行う。 

 

このようにして、これまでの作業において馬が不安がらずに静かに行えるようになったら、いよいよ騎

乗することになる。調教師または助手は初め、調馬索または引き手を水勒に付ける。調馬索作業のかた

ちで騎乗する動作に入ったり、逆に引き馬の状態から騎乗する動作に入ったりする場合がある。これは

あくまでも馬の状態によるのでどちらの方法がよいとは言えない。あくまでもやり易いかたちで行う方



が望ましい。ただ基本的には調馬索作業のかたちで騎乗する方が一般的である。 

 

このようにしていよいよ単騎または誘導馬の後について、騎手は馬の背にまたがり騎乗することになる。

この時の騎手は軽減姿勢または前傾姿勢をとる。初めは若馬は背の負担を嫌うので決して騎手は鞍に座

り込まない。もし鞍に座り込むと、馬は背に苦痛を感じ、そのため腹を膨らませてよけい腹帯を気にし

て馬体を硬くし、急に飛び出したり、ハネたり、止まってしまう。そうでなくても馬にとってはすぺて

未経験なので、騎手の柔らかさとバランスが必要とされる。それ故、騎手は慎重に上手に馬を前進させ

る。必要に応じて誘導馬の後につくか、後方に助手を置き、静かに馬を前へ追わせる。このようにして、

初め常歩行進から入り馬の落ち着きを見計らって速歩に入る。この時、決して手綱を強く引かないよう

に注意する。若馬は手綱を引かれるとかえって前に出たり、急に止まってしまう。あくまでも騎手の柔

軟でかつ良いバランスと拳の柔らかさが必要である。この時期は軽く馬の口とのコンタクトを感じるほ

どの手綱の張りと、脚およびムチによる推進扶助が大切である。なぜなら、この時期はまだ若馬は真っ

ずぐ歩くことができず、むしろ首を使って動きのバランスを得るので、強く依倚を求めないし、拍車は

決して使用してはならない。それよりも、ムチ（70～110cm）を上手に使いながらよく馬を前へ歩かす

ことが大切である。 

 

このようにして馬場を大きく、すなわち蹄跡行進をする。そして両手前を常歩と速歩にて行う。この時

の騎乗時問はだいたい 20～30 分位とする。このような作業を繰り返すことによって、馬が馬装にも慣れ、

騎手の負重や扶助にも憤れてきたら、約 30～40 分位騎乗することができる。あくまでも馬の状態に応じ

て判断ずる。このようにして若馬が蹄跡行進や斜手前変換そして大きな輪乗りまたは輪乗り変換ができ

るようになるまで、鞍付けから約３週間から４週間位かかる。騎乗下で若馬が上記のような図形騎乗が

できるようになるということは、若馬がバランスを得て歩けるようになってきたということであり、す

なわち、歩調と緊張の緩和（柔軟性）が備わってきたということである。すべては、馬の状態、調教師

の技能程度によって、その調教日数または馬の理解が決まる。 

 

このような事柄が育成場または競馬場で牧場からきた若馬たちに順致されていく訳だが、中には牧場か

ら直接乗馬クラプにくる馬もいる。一般的には競走馬の場合２才半から３才位に鞍付け作業に入るが、

乗用馬の場合は、できることなら３才半から４才位から鞍付けまたは騎乗に入る方が望ましい、なぜな

ら、２才半から３才位はまだ馬の成長期にあり、背もまだ弱く、化骨もしていないからである。それ故、

我々乗馬の場合は３才半から４才位に鞍付けまたは騎乗に入るのである。ただ、我々が入手する馬は一

般的に競走馬からの転用馬が多く、ー般の人達が入手する競走馬はすでに約４才以上の馬が多い。その

ため、そのような馬たちはすでに鞍付けおよび騎乗が済んでいるので、一般的には馬の健康状態が良け

れば、その期問の作業を省略して進むことができる。但し、一般の人達はこのような牧場時代や鞍付け



の時期をあまり経験していない。それ故、あえてこの時期の馬の調教内容を説明してみたが、この時期

が一番重要でかつ危険性が多いので、くれぐれも慎重に行う必要がある。人馬の事故には最大限注意を

払うべきである。また、全くの健康体の馬を我々が入手することは少なく、特に競走馬からの転用馬の

多くはどこかしら故障をしているケースが多い。それ故、よくその馬の転用を図らねばならない。しか

し最近では、以前に較べ故障程度も軽くなり、数カ月から半年位の休養期間をみれば騎乗可能な馬が多

くなっている。もちろんすぐ騎乗できるのもいれば、ー年以上も休養させなければならない馬も中には

いる。いずれにしても、よく馬の故障程度を判断し、できることなら乗用馬に適した性格と体型と機能

を備えた、無故障または故障程度の少ない馬を選択する方が望ましい。その方が経済的であり、確実性

がある。馬の選択は馬の調教における第一歩である。 

親睦期の主な目標 

1. 人馬間の信頼獲得 

2. 歩調と緊張の緩和の理解 

3. やさしい図形騎乗 

4. 速歩における前方下方への頭頸の伸展 

5. 常歩への移行の際、すみやかに手綱を徐々に拳からすべらせるようにして全面的に手綱を伸ばす

こと。  

推進力の展開期 

若馬がよく人間の取り扱いに慣れ、装勒、装鞍、調馬索作業、騎乗下での行進などができるようになる

ことが、これからの作業においての前提条件となる（予備調教）。今後はいよいよ本格的な初期調教に入

っていくことになるが、決して調教を急いではいけない。なぜなら、馬の成長期というのは、一般的に

軽種の場合は約６才位までかかり、中間種の場合は約７才位までかかるからである。この期間若馬は成

長途上にあり、精神的にはまだ幼稚であり、また肉体的には骨格も筋力も十分ではない。そのため、無

理な調教は馬の心身に大きな負担をかけるもととなり、若馬の調教には十分時間をかけるべきである。

馬の精神面と肉体面の双方をよく見極めて調教を進めることが必要である。それによって健康的でかつ

従順な馬を育てることができる。 

 

さて、この時期においては、若馬は騎手を背に受けてかなりの運動バランスを得て行進できるようにな

っていることが大切である。すなわち、常歩・速歩・駈歩で簡単な図形運動（蹄跡行進・斜手前変換・

輪乗りなど）ができることである。但し、ここまでの時期においては、騎手は馬の頭頸を強く規制する

ほどに依倚（ハミ受け）を求めてはならず、軽く馬の口との連絡（コンククト）を保つ程度の手綱の張



りにとどめておく。それによって馬は首を使って歩くことができる。それが若馬の運動バランス（騎乗

下での）を得る最大の道であり、とても大切なことである。もし、逆にこの時期に強く依倚を求めたな

ら、若馬は口に強い抵抗を感じ、馬体（特に背）を硬くし、首を使って歩くことができなくなる。馬と

いうものは首でバランスをとって歩くものなので、くれぐれもこのことは注意するべきである。このこ

とは生涯騎乗する者は注意または心得ておくべきである。それによって馬は調教の初期より馬体の力を

抜いて背と首を使って歩くことを理解する。それが騎手の扶助に対し従順な馬に育てることにつながる。

なお若馬の騎乗時において、速歩においては軽速歩を主に、そして駈歩においては軽減姿勢または前傾

姿勢を主に多用するべきである。それによって馬の背の負担を軽減することができる。あくまでも馬の

背の柔らかさを感じたときのみ軽く尻をつける。但し、決して強く座り込まないように注意する。この

ように予備調敦なり初期調教なりを慎重に行うだけで、馬は自らバランスよく歩き（歩調）、馬体の力を

も抜いて（緊張の緩和）歩くようになる。そうすると、自ずと馬は騎手の拳に対して柔らかく依倚して

くるようになる。すなわち、初めのうちは多少馬は騎手の拳に対して抵抗を示していることもあるが、

それをあえて手綱を引かないように、ただ馬の口とのコンタクトを得ておく程度に騎手は拳を保ちなが

らも、よく推進することによって、次第に馬はハミをうけてくるようになる（依倚）。このように馬が騎

手の拳に対して譲ってきたとき（口を軽くする）、すかさず騎手は外方に支点を得ながらも内方拳をわず

かに譲る（弛める）。但し、この時の内方拳の譲りは手綱がたるむほどではなく、あくまでも馬の内方の

口とのコンタクトを感じている中での譲りである。それは時としてわずかな指のゆるめだけでよい場合

もあれば、拳または肘の譲りの場合もある。また、拳の静定は固定ではなく、いついかなる場合でも絶

えず馬の口の動きに対してついていくべきである。その動作が静かにできることによって絶えず馬の動

きに対して拳を一定のコンタクトを得た状態で静定しておくことが可能である。この拳の静定動作が保

てることと、その馬の伏態に応じた推進を適確に行うことによって、馬はハミを静かにかつ柔らかく受

けるようになる。そうするとますます拳の静定が安定してくる。このように騎手の扶助に従って馬が歩

くことができれば、自ずと基本的な図形騎乗が可能となる。また、当然そのような騎乗時には多かれ少

なかれ、騎手の減却扶助動作も含まれているわけで、馬もその動作を受け入れて歩いていることだろう。

但し、この減却動作は非常に慎重に行われるべきである。特に若馬の初期調教時には騎手の拳の柔らか

さが大切である。それぞれの運動そのものは無難にできても移行はとても難しく、特に若馬の場合状態

をくずしやすい。これは騎手の扶助のミスもあれば、馬自身の運動バランスの不安定さからも生じやす

いので、くれぐれも丁寧に動作をするべきである。この時期の騎乗はとても難しく、慎重な動作を騎手

は要求されるが、これらを通して騎手は大変多くのそして重要なポイントを得ることができると共に、

彼の感覚養成に大変役立つことであろう。この辺が“調教は難しいが楽しい”という所以だろう。そのほか

は、図形騎乗を通しての三種の歩法変換や歩度変換の練習によって、馬はだんだん正確な運動を実施で

きるようになってくる。 

 



このようにして若馬が正確に図形騎乗を実施できるようになると「A クラスの馬場経路」を踏むことが

できるようになる。A クラスの馬場経路は日本国内の場合、日馬連制定の「第１級課目」と「第２級課

目」に相当する。「各クラス別の運動課目」（p 参照）を見れば、馬場経路に使用されるほとんどの運動課

目が必要運動課目として含まれている。馬場馬に限らず障害馬や総合馬の場合も、すべては最低この A

クラスの馬場運動課目を正確にできるべきである。それによって馬場馬は正確な馬場経路を実施でき、

障害馬や総合馬などもよく騎手の扶助に従って障害飛越や野外走行ができるようになる。それによって

馬は誘導がしやすくなり、減点も避けることができる。 

 

それ故、若馬の初期調教における大きな第一目標は正確な「A クラスの馬場経路」を実施できるように

することである。若馬がきれいに「A クラスの馬場経路」を実施できるようになったら、いよいよ馬に

「収縮」を求められるようになる。 

推進力の展開期の目標 

1. 三種の歩法内における頭頸の伸展  

2. 安定した依倚の養成  

3. 後肢の活気ある場体下への踏み込み  

4. 背の柔軟性と弾力性の養成  

5. 歩度の伸縮（弾発の養成）  

6. 「訓練段階」６点の養成  

7. 筋力と体力の強化  

負重力の展開期 

この段階になったら、若馬はもう乗用馬としての経験も積んで、年令的には約５～６才（３才半～４才

位に騎乗開始したとして）になっているだろう。だから、まったくの若馬ではないが、一方まったくの

古馬でもない。まさに途上期にある訳で、さらにこれから先、まだ多くの事柄を学ばねばならない時期

である。それ故、今まで通りの慎重さと基本に忠実な乗り方を心がけるべきである。 

但し、ここまでの段階がよく馬に理解させることができるだけでも相当なものである。概して多くの人

達は、ここまでの段階を軽視して先に進みがちである。そのため、後で後悔している例がよくある。そ

うなって初めて基本の大切さを知るのである。その原因は、馬の調教にこだわり、早くいろいろな課目

を馬に教えたがるためである。しかし、馬を前に推進することをせずに課目を教えようとしても、結局

馬がその課目を実施でき得るような状態にないため、馬は人間の扶助に従えない。馬が従わないのでは

なく、従えないのである。もし馬になにかしらさせようとするなら、馬がそれを理解できるような条件



なり体勢を前もって得ることである。それによって、騎手が適確にその扶助を馬に伝えたなら、馬は騎

手の意志をまたは扶助を理解して実施するだろう。そのためにも馬をよく前に推進することが大切であ

る。“推進扶助は抑制扶助に勝る”という言葉を思い出すべきである。 

さて、この段階はある意味では本格的な調教段階ということができよう。すなわち、これまでは速歩に

おいては軽速歩を、駈歩においては軽減姿勢または前傾姿勢を多用してきたと思う。なぜなら、若馬の

背に対する負重を避けるためである。しかも、騎手の扶助は体重扶助よりも脚扶助を主体としてきた。

しかしこれからは、馬にある程度の収縮を求める時期である。この時期になると、脚扶助よりも体重扶

助が主体となる騎乗法になってくる。すなわち、体重扶助の中に、より腰扶助（腰の張り）を伴わせて

騎手の体重扶助を馬に伝えるのである。脚はもちろん相変わらず使用するが、あくまでも体重扶助を補

助するかたちで使用して行くのである。なぜなら、人間の脚力には限度があり、これからの段階におい

ては体重扶助の方が脚扶助以上の効果を与えて行くことができるのである。とはいえ、脚扶助は決して

怠らないように注意する。あくまでも、推進扶助は必要不可欠なものである。 

今後の作業のための前提条件 

1. 訓練段階６点の養成  

2. 「A クラスの馬場経路」の実施が可能  

3. 調教開始後、約１年半～２年経る。但し、馬に１．２が正しく理解されていたなら収縮を求める

時期は早めることができる。  

4. 馬が健康であること。  

この時期においては「収縮運動課目」の訓練がだんだん取り入れられてくる。但し、準備運動時におい

てよく馬体の柔軟を図り、最終的に前方下方への頭頸の伸展の確認をしておくべきである。馬にこの動

作がない場合は馬体の柔軟性が欠けているということである。このような状態で収縮運動を行うことは

慎むべきである。決して馬は騎手の扶助を受け入れないだろうし、無理をしてやれば馬はより馬体を硬

くして抵抗を示すだろう。馬体の柔軟性の維持と確認の中で、徐々に馬に収縮運動を取り入れていくべ

きである。また、この時期は収縮運動ばかりではなく、三種の歩法と歩度の改善と向上、半減却扶助お

よび全減却扶助による完全な移行の改善と向上もその目的の中にある。それによって L クラスへと馬の

能力を高めていくのである。 

 

L クラスの馬場経路というと、日馬連制定の経路では「第三課目」がある。または「ジュニア予選課目」

も L クラスに入る。このクラスにおいては特に「簡単な駈歩変換」や「反対駈歩」、そして中央線上での

規定数の「後退」などがある。その他「後肢旋回」や三種の歩法内での各種歩度が要求される。これら

の収縮運動課目を実施するのはこれまで以上に難しく、馬に真直性と透過性が備わっているかどうかが



決定的なポイントとなる。特に、馬体の柔軟性と透過性に注意を払って作業を進めるべきである。これ

らが失われたら馬は抵抗を示すのでくれぐれも判断を誤らないように注意ずるべきである。 

 

詳しくは、これまで説明してきた事柄のほか、調教の進度を説明している「若馬の初期調教の目標」（P

参照）を参考にしてほしい。特に「若馬の初期調教の目標」にはやさしい項目から難しい項目へと段階

的に示してあるので、それぞれの馬の状態に応じて判断してほしい。もしも馬の状態が思わしくない場

合は、ー段階後退してもう一度基本事項を確認してほしい。どんなに段階が進んでも、基本は絶えず大

切にしたい。難しい運動や課目になればなる程、基本に忠実に乗っていくことが大切である。また、各

種の運動および課目の選択と組み合わせも決定的なポイントである。 

 

このようにして L クラスの各課目を馬が理解してきたら、「課目」と「課目」をつなげてみる。この時の

「課目」と「課目」の移行が特に重要なポイントとなる。ひとつひとつの課目はかなり難しいものであ

る。すなわち、減却扶助操作の正確性なくしてなめらかな移行は難しいものである。課目にこだわり過

ぎないこと。あくまでも馬がよく前へ出ていることを心がけながら、基本に忠実な動作を心がけること。

そして自分自身の姿勢は柔らかく保たれているかどうかをよく振り返ってみることである。多くのミス

は姿勢の硬さ、すなわち身体全体に余分な力が入り過ぎているために起こる。特に推進を忘れ、拳（手

綱）のみの動作が多いのがその最たる原因である。 

 

騎手の身体の硬さは馬の動きを妨げる。そのため騎手は鞍から尻（尻で鞍をたたく）が離れる。そうす

ると馬は必要以上に急ぐか（背の敏感な馬）、または遅くなって歩かなくなる（背の弱い馬）。そればか

りか、そのような騎手は座ることができないため推進は十分に伝えることができず、さらには拳のみの

動作（手綱の引きや抑え）になってしまう。これではますます馬は苦痛を感じ、馬体を硬くしてしまう。

それをさらにどうにかしようと拍車の使用が多くなる。そうすると、ますます馬は馬体を硬くして抵抗

を示す。 

 

このように悪循環になってしまうので、いつの場合でも自分の身体はいつも柔らかく保っているべきで、

正確な扶助を伝えることを心がけるべきである。人間が馬上で力を抜くだけで、馬はとてもそれ自体を

心地よく感じ、馬体の力を抜いてくるものである。乗馬技術を学ぶことの第一は、自分自身の力を抜く

こと。それが馬に対してとても楽さを与えるもとである。ましてや馬を調教しようとする者は、当然こ

れらのことは理解しているべきである。自分自身を振り返ってみることは自分の気持ちを冷静にするの

に役立ち、よい判断を得ることにつながる。 

 

さて、このクラスで特に確認すぺきことは「簡単な駈歩変換」の課目である。これは収縮駈歩の善し悪



しによって一歩から常歩へ移行ができる。そのためには正しい収縮駈歩の訓練がとても大切である。そ

れによって第一歩から収縮常歩へ移行することが可能になり、また収縮常歩もよく後躯負重を受けてい

るならば、これは次への収縮駈歩発進への準備常歩へとなり得る。 

 

このための練習方法としては、第一に駈歩から常歩への移行の練習をよくやることである。そしてこの

際常歩へ移行すると同時に手綱をすみやかに伸ばすことである。このようなやり方を励行することによ

って、騎手は減却の際決して手綱を引かないことを学び、馬はそれによって騎手の拳に対して信頼をよ

せる。このことが、この「簡単な駈歩変換」の作業時に大きく影響を与える。 

 

このようにして、あくまでも馬が騎手の扶助または拳に対して抵抗なくハミを受けることによって、徐々

に常歩への移行の際に手綱を縮めていくことができ、最終的に収縮常歩への移行または収縮常歩の維持

または持続が可能になる。 

 

そのほか、これらの課目と共に「反対駈歩」の課目も重要なポイントである。「反対駈歩」も収縮駈歩が

前提であり、特に反対駈歩時においては馬の運動バランスを求められる。そのための収縮駈歩であり、

正手前から反対手前、そして再び正手前の収縮駈歩へとその移行がポイントとなってくる。運動バラン

スがくずれると、馬は急いだり、遅くなったりし、それが馬体の硬さと共に馬の口の抵抗を引き起こす。

それをさらに収めようとして騎手は手綱を引いたり、抑えたりするようになり、正しい三節の駈歩から

四節の駈歩または不正駈歩になり易くなる。 

 

正しい収縮駈歩の養成のためには正しい尋常駈歩を第一に確認し、その後徐々に歩度を縮めていくべき

である。すなわち、尋常歩度と収縮歩度の中間の歩度を求めるぺきである。この作業は駈歩ばかりでで

はなく、速歩においても同様である。そのような段階を踏んで徐々に収縮歩度を求めていくべきである。

この際、少なくとも騎手は拳で馬の口を引いたり、抑えたりしているような感覚では正しい収縮駈歩の

感覚は得られない。いついかなる場合でも、馬は自分の両方の拳に対して柔らかく抵抗なく入ってくる

ような感覚を感じるベきである。そして、騎手はその馬の口を軽く下から上に感じることである。もち

ろん、馬によって多少の力の度合いは異なるが、下から上に感じる感覚は必要である。このような動作

は決して手綱を引き上げたり、極端に拳を上に上げることではない。このように騎手が感じるというこ

とは馬が全面的に騎手の両拳に入ってくる状態である。あとは騎手の座りいかんによって、拳に感じる

度合いを調整してくることができる。この時、馬が正しく収縮しているかどうかの確認法があるが、こ

の動作を間に行って、馬の収縮と自得姿勢の確認をするべきである。この動作が馬に収縮運動を要求し

ていく際に必要な動作であり、馬の収縮状態を正しく判断することにつながる。 

 



また、あまり長時間収縮運動を続けることは馬にとって大きな負担となるので、間に歩度の伸長運動を

行う。それによって、馬の前進気勢と真直性を回復することができる。また、最終的に前方下方への頭

頸の伸展を含め、馬の緊張感を取り除くと共に馬体の疲労感を回復する。このようにして馬体の柔軟性

と収縮を交互に組み合わせながら馬に収縮を求めていく。それによって徐々に収縮体勢のもとにそれぞ

れの収縮運動課目を馬は理解していくだろう。 

また、この時期は減却扶助が最大のポイントになるので、この動作の確立がとても重要になってくる。

減却扶助操作いかんによって馬の収縮と歩度の伸展がより良くなるだろう。また、それらの運動に応じ

た頭頸の高さ（起揚）も得られるようになるだろう。このような事柄を馬によく理解させることによっ

て、L クラスの馬場経路はより確実に実施できるようになるだろう。 

 

課目の練習なり経路の練習は、あくまでも基本的な動作を理解している中で行うべきである。決して無

理に行わないことである。また、経路の練習はよい状態だったら、週に１回くらいは試してみるのもよ

い。それによって人馬共に基本と馬の状態の確認をすることができる。また、水勒で正しくハミを受け

て運動できるようになったら、大勒（P 参照）で騎乗するのも必要である。それによって馬の騎手の扶

助に対する従順性を見極めることができる。よく依倚を得て歩く馬であれば大勒に対して抵抗を示さな

いだろう。 

 

但し、初めての大勒騎乗時は主に小勒手綱で乗り、その際、大勒手綱は決して強く使わない。その後馬

が大勒に慣れ次第、小勒手綱と大勒手綱を均等に保つようにする。それでも決して大勒のみの騎乗は慎

み、絶えず小勒手綱を主に受けることを心がける。しかし、大勒騎乗は急ぐことはなく、普段は水勒で

の騎乗が望ましい。よく調教された馬は水勒騎乗のみで高度な域に到達できる。大勒騎乗は基本的には

必ずしも必要としない。但し、大勒での競技参加の場合は、前もって約１カ月ほど前から週に１回程度

の大勒騎乗を行って、馬に大勒を慣らしておくことは有効である。しかし、大勒はハミを受けさせるた

めの道具ではないということはくれぐれも理解しておくべきである。あくまでも大勒騎乗は人馬の扶助

の正確性と従順性を見極めるものであり、馬がある程度の収縮起揚のもとでの柔らかい依倚を理解して

いることが前提条件である。 

 

そのほか L クラスにおける主な課目には「後肢旋回」があるが、この運動課目を馬に理解させる場合、

初めから小さな旋回を要求せず、初めは直径１m から 2m 位の半円を描くようにして始める。この時注

意するべきことは、両後肢が絶えず前方側方へ踏歩していることである。決して後退させたり、停滞さ

せたりしないことである。これらの多くの原因は推進不足と手綱の引きや抑えにある。あくまでもこれ

らの課目を行う場合、馬は騎手の扶助に正しく据えられていて可能であり、馬は柔らかい依倚を保って

いるべきである。課目中に馬の頭または口を強く抑えながらやっているような状態では、正しい課目の



実施は不可能である。馬はいつどんなときでもハミを柔らかく受けているべきであり、馬体を柔らかく

しているべきである。 

 

また、特に収縮課目または図形騎乗を行う場合にはある程度の馬体の収縮度と起揚度を馬の中に感じて

いるべきである。すなわち、そのような運動を実施でき得る運動バランスがとても重要になってくる。

運動バランスとは馬が後躯でバランスを受けつつも運動でき得るバランスの獲得である。このような運

動バランスは正しく「訓練段階８点」を理解している馬だけが獲得できるものである。このことは、今

後の調教において絶えず注目されることであることを騎手は理解しておくべきことである。 

 

ここで訓練段階８点の中の「緊張の緩和」と「透過性」の違いについて説明したいと思う。馬の調教と

いうものは確かに難しいものであるが、決して一部の人にしかできないものではないということを述ぺ

てきた。しかし確かな技術と経験と感覚が必要であることはもちろんのこと、同時に調教の原理もよく

理解しておくことがさらに大切である。すなわち、我々が馬に乗るということは技術獲得ということに

は違いないが、これすなわち調教でもあるということをよく認識しておくべきである。馬に多くのこと

を教えるばかりが調教ではない。高度な馬場や障害を馬に教えることは、ある意味においては専門調教

ということができる。しかし、たとえそのような馬の調教であっても、基本はすぺて同じであり、その

基本を無視したなら、調教を先へ進めても馬は理解しないだろう。また、馬が理解しないばかりか、あ

とで困るのは人間であろう。しつけの良い健康で従順耳な馬が万人の望むところである。そのためには

いつも馬体の柔軟性に注目するべきである。馬が柔らかいということは、少なくとも心身共にリラック

スしているということである。それが騎手の意志を理解し、騎手の扶助を受け入れる最大の要因である。

このような状態であれば、少なくとも騎手は乗り易いだろう。これがその時間の前提条件である。馬に

は一頭一頭、性格や体型や機能の違いがある。また、毎日毎日いつも同じ状態にはあまりない。もちろ

ん、毎日同じ状態または良い状態であることに越したことはないが、しかし、そのような馬はごく少数

である。人間と同じように心身に変調をきたすことがある。なぜなら、我々と同じ生き物だからである。

すなわち、感情があるのである。だから、毎日毎日馬の状態を良く判断して適確な騎乗をするべきなの

である。 

 

このような理由から、第一条件である馬体の柔軟性（緊張の緩和）を図ることが、その時間の第一目標

になる。若馬の場合はこれが最大かつ最終目的でもある。しかし、馬体の柔軟性が得られるにつれ、馬

は同時にいろいろなことをも理解してくるものである。例えば、馬体がほぐれてくれば方向変換や歩法

および歩度の変換も自由自在になる。そうすると、それまでの動きの中により明確な弾発（テンポ）が

生まれてくる。これによって真の尋常歩度が確立されてくる。この歩度が馬術的には基本歩度となり、

調教の原則でもある。若馬には初めこのような馬術的な基本歩度は出せない。しかし、調教が進むにつ



れ、いわゆる馬術的な基本歩度で動けるようになる。これがその後の調教または運動の基礎となるので

ある。このことはたとえグランプリ馬であっても同じで、運動の初めと終わりには必ず尋常歩度での騎

乗確認をすることが大切である。これを見逃すと馬体の硬さを引き起こしてしまう。なぜなら、高度な

運動をし過ぎると、馬の筋肉に偏りと疲労を引き起こしてしまうからである。それゆえ、そのような高

度な運動の前後には馬体の柔軟性の養成と確認のための尋常歩度騎乗を行う必要があるのである。また、

馬体の柔軟性と依倚の確認のための頭頸の前方下方への伸展は、その尋常歩度騎乗と相まってその作業

中に含めることを忘れてはならない。それ故、我々は馬体の柔軟性には最大限の注意を払うべきである。 

 

さて、このようにして馬体の柔軟性が確認されたなら、特に L クラス以上の馬にあっては透過性につい

て注目すべきである。このクラスの馬は軽い収縮運動が要求されるが、これらの収縮運動を実施するた

めには、単に馬体の柔軟性では不十分で、さらに前後左右の馬体全体の柔軟性と透過性が必要となる。

それによって騎手の扶助は全面的に馬に伝わる。いずれかの部分が硬くなっている、または抵抗感があ

るということは馬に騎手の扶助が全面的に伝わっていないということである。すなわち、馬は騎手の扶

助に対して透過していないということである。つまり、口←→項←→背←→後躯の部分が十分に連携し

ていないということである。このような状態での収縮運動は難しい。それ故、我々は馬体の真直性を得

るために、今までの基本的な柔軟運動と併せて、馬の前躯を後躯に真っすぐに据えて各種の図形騎乗ま

たは課目を取り入れていくのである。そしてさらには「輪乗りの開閉」運動や肩を内への課目運動など

を取り入れて、明確な馬体の真直性を求めていくのである。それによって馬は騎手の扶助を全面的に受

け入れるようになる。これが馬に理解されてくるに従い、それなりの収縮度と起揚度が馬体に生じ、収

縮運動または課目の実施が可能となる。 

 

このように馬体の柔軟性と透過性の理解は、L クラス以上の調教において必要不可欠なものであるので、

是非注目してほしい。 

 

ここまでが「若馬の調教」に関する主な事柄であるが、詳しくは各項目毎に説明してあるので良く理解

して実行してほしい。この項目においては、主に調教に関する手順と注意点、そして調教するうえにお

いてのものの考え方について説明している。是非、これらのことを理解して、あなたも馬の調教を試し

てみてほしい。 

 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 



調馬索 
 

調馬索は騎乗前の準備作業として、また、あらゆる状況下における矯正手段として、とても有効である。

我々が調馬索を行う場合、大きく分けて次の４種類の馬に対して用いられる。すなわち、若馬、古馬、

矯正馬、病馬である。 

［１］若馬  

若馬においては、装鞍した際に背を張ったり、騎乗後騎手の負重に対して苦痛を感じて跳ねたりする

ため、前もって調馬索にて馬の心身をほぐすために用いる。 

 

若馬というものは、自分自身で動く場合は自らのバランスで自由に動けるものであるが、鞍や人間の

負重を強いられると、それまでの自らのバランスが崩れ、違和感を持つものである。そのため、前も

って調馬索をおこなうことは、馬の心身をほぐすのにとても有効で、その後の装鞍、さらには騎乗を

容易にする。また調馬索を通して、人馬間の親睦を図るのに大変に役立つ。そのほか、調馬索という

ものは輪線運動であるため、馬体の柔軟、特に肋の柔軟に効果がある。しかし反面、無理な調馬索は

若い馬にとって四肢または後躯に負担がかかるので、十分注意して行わねばならない。若馬に対する

調馬索の最大の目的は、人馬間の親睦を図ることと、輪線運動に慣らすこと、そして馬体の柔軟を図

ることである。 

 

調馬索を行う時間は約２０分で、頻繁に手前変換をするほうが良い。若馬に対して２０分以上の調馬

索を行うことは、馬を疲労させるので避けたほうが良い。また、頻繁に手前変換を行うことは、馬体

を左右均等にほぐすのに効果があり、そのことによって馬は両手前の動きになれることができる。 

［２］古馬  

古馬の中には、弾発の失われた馬や背の弱い馬などが含まれるが、調馬索によって新たな弾発の回復

が得られ、また背に対する負担も和らげられ、さらには歩様の改善にも効果がある。 

 

馬というものは、長い間騎乗されると、多かれ少なかれ背または腰などが痛んでくる。そのような状

態で初めから騎乗するというのは、馬にとってかなり苦しいものである。 

 

騎乗前の準備作業として調馬索を行うことは、騎乗後における作業を容易にする。すなわち、調馬索



作業によって馬の背はほぐされ、馬は比較的無理なく騎手の負重および扶助操作に従うことができる。 

 

もし馬が自分自身の身体のどこかに痛み（跛行以外のもの）を感じていた場合、騎乗後即座に騎手の

要求に従うことは、そのような馬にとってはかなり苦しいものである。だから、騎乗前に調馬索を行

うことは、馬の精神面および肉体面から考えても有効である。 

 

しかし、もし騎手がその苦痛の原因を知り、それを少しでも和らげてあげたら、馬は騎手の要求に対

して快く従ってくるだろう。そういう意味でも我々は馬の状態を良く把握し、調馬索を利用した方は

良い。そのほか、調馬索にてキャバレッティ作業および障害飛越作業を行うことも可能である。 

 

このような作業を通して、短節な歩様を示す馬もその歩幅を大きくすることができ、さらには新たな

弾発も回復されてくるだろう。また調馬索による障害飛越も飛越調教の一手段として有効である。 

 

調馬索を行う時間は約４０分とする。古馬の場合、若馬に比べ体力があり、また調馬索に対してもす

でに慣れているので、これくらいの時間は可能である。しかし、あくまでもそれぞれの馬の状態に応

じて時間を短縮または延長するべきである。 

［３］矯正馬  

矯正馬の中には不良体型のものがふくまれる。たとえば、鹿首の馬、背をそらす馬、首が短く硬直し

ている馬などである。これらの馬は騎乗に際し頭頸の前方下方への低伸が難しく、また内方姿勢をと

るのが難しい。これらの多くの原因はほとんど不良体型からくるものなので、調馬索にて特別に矯正

する必要がある。矯正手段として、補助道具を用いて行うことができる。 

 

補助道具には、サイドレーン、シャンボン、変形折り返し手綱などいろいろある。矯正馬のほとんど

は、頭頸の低伸および内方姿勢の確立に欠けているので、主にサイドレーンまたはシャンボンを利用

する。 

 

サイドレーン使用の場合は、主に内方姿勢の確立にその目的がある。馬というものは一般的に左右不

均等で左右のどちらか一方の内方姿勢が容易にできないものである。その場合、不得意な手前の内方

サイドレーンを基準より少し短くし、外方サイドレーンはいくらか長めに装着する（外方肩が屈折し

ない程度）。そして、多少小さな円にて馬のテンポを乱さないようにしつつ、馬が内方サイドレーン

に対して譲るまで旺盛に推進する。そのためにも調馬索手は馬より外方にしっかり押し出すようにす



る。それによって外方に馬が出て来れるようになると、内方サイドレーンに対して譲りを示してくる。 

 

そのほか、ハミに対抗したり、または頭をどうしても下げない馬に対しては、一本のサイドレーンを

馬の両前肢の間から腹帯に装着し、留め金の方は水勒固定革（水勒の両環をおとがいくぼの下側で固

定した環つき革）の環にとめて推進する。 

 

またはシャンボンを利用して頭頸の低伸を求めることも可能である。シャンボンの効果は、後肢の踏

み込みによる背の盛り上がりと頭頸の低伸にあり、顎の譲りには多少難がある。主に顎の譲りを求め

る場合はサイドレーンの方が良い。 

 

しかし、これらの補助道具はあくまでも補助道具であり、決定的なものではない。馬によって、それ

らの補助道具を理解する場合と理解しない場合がある。騎手は、それぞれの馬の状態をよく判断し、

的確な補助道具を選択し使用するべきである。矯正馬に対する調馬索は特に難しく、かなりの危険性

を伴っている。入念な配慮のもとに旺盛な推進を行う必要がある。 

 

そして最も注意すべきことは、絶対に馬を後退させないということである。補助道具を装着しての調

馬索の場合、馬は苦痛から逃れようとして後退という動作に移り、さらには立ち上がって倒れるとい

うことがある。そうすると馬は補助道具で頭頸を固定されているため、頭または首の骨を折るという

危険性が生じる。それ故、馬に補助道具を装着する場合、徐々にその補助道具を馬に慣らしていかな

ければならない。 

 

補助道具を用いた調馬索を行うのは熟練者に限り、初心者は避けるほうが望ましい。調馬索を行う時

間は約４０分とする。しかし、矯正馬に対する調馬索の時間はあくまでも馬の状態に応じて考えるべ

きで、過度の調馬索は、かえって馬を疲労させるので避けるべきであり、その場合は騎乗を避け、調

馬索のみにする。そして、馬の状態を目的とした場合は、調馬索の時間を短縮した方が望ましい。 

［４］病馬  

病馬においては、保健運動または再騎乗に備えての準備運動として用いられる。鞍傷のある馬や口内

炎をおこしている馬（カブソン使用）などの場合は、保健運動として用いられる。しかし、四肢に故

障のある馬の場合は調馬索は行わない方がよい。また、たとえ回復していたとしても、何かの拍子に

肢をひねったりして再び跛行したりすることがあるので、そのような場合はむしろ引き馬をした方が

無難である。 



 

病馬に対して行う調馬索の時間は、約２０～４０分とする。特に長い間休養していた馬を調馬索する

ときは、馬が元気がよいので十分注意し、できるだけ跳ねさせないようにする。この時期によく肢や

腰をひねったりするからである。そのほか、調馬索は騎手の基本姿勢の養成や軽乗にも利用できる。 

 

このように、調馬索はあらゆる馬およびあらゆる状況においてその利用価値は高い。しかしその反面、

調馬索は騎乗するのと同じくらい難しいので、よく馬の状態を判断し、騎乗に役立てることが大切で

ある。 

調馬索作業 

調馬索作業に必要な道具は、調馬索（約７～８m）・追いムチ・カブソン頭絡・水勒・調馬腹帯・サイド

レーン（２本）・肢巻き・人参などである。 

 

また調馬索用の馬場としては、円形の屋内調馬索用馬場は直径１４～１５m が、馬を静かにしてかつ合

理的に実行できるので最も望ましい。それ以外には馬場の角を利用することも可能である。この場合、

円の開放部に横木や支柱またはそでなどを利用して馬の逃避を防ぐ。そのほか、円形の馬場を掘り固め

るか、または、円形に俵などを積み重ねかして、特設の調馬索用馬場を作ることも可能である。このよ

うにして、調馬索に必要な装具および馬場を整えたら、いよいよ実施に入る。 

 

初めは、若馬を調馬索する場合であるが、これが最も難しく、最も注意を要する。なぜなら、若馬とい

うものは、装勒にも装鞍にもまた調馬索そのものにもまだ慣れていないので、調馬索を嫌い、しばしば

反抗するからである。そのため、変な膠着癖を示したり、けがをしたりすることがよくある。だから、

ほかの馬以上に注意を払って行うべきである。 

 

初めて若馬に調馬索を行う場合、調馬索手のほかに二人の助手が必要である。一人の助手は、円内にて

馬を輪線上に誘導する役目を担い、もう一人の助手は馬の後方より静かに馬を前方へ追う役目を担う。

最初は、馬が調馬索に慣れ、輪線上を静かに落ち着いて行進するまで常歩を続ける。それから徐々に馬

を速歩に発進させる訳だが、このとき、馬を誘導している助手は、馬と共に走る。このようにして、常

歩―速歩―常歩を繰り返し行い、馬が落ち着いて行進するようになったら、助手は静かに調馬索手の方に

離れる。 

 

一方、もう一人の助手は、絶えず調馬索手を補いつつ馬を前方へ追っているが、馬自身が自ら輪線上を



落ち着いて行進するようになったら、徐々に円外に退く。そして、最終的に調馬索手のみで調馬索が行

なえるようにしていく。 

 

調馬索作業において大切なことは、特に若馬や口の敏感な馬に対して直接索を水勒に取り付けることは、

馬の口を害したり、悪癖を覚えさせるもとになるので慎重に行うべきである。正しい索の取り付け方は、

水勒の上にカブソン頭絡を装着し、そのカブソン頭絡の環に索を取り付けることである。ただし、カブ

ソン頭絡ははずれやすく、馬の目を傷つけやすいのでしっかり装着すべきである。もしうまく馬に合わ

ないなら使用しない方がよい。むしろ無口または水勒の方が安全度は高い。 

 

その他注意すべきことは、若馬に対して最初サイドレーンを用いないことである。馬が調馬索作業に慣

れ、正しく輪線上を行進するようになったら、必要に応じてサイドレーンを装着することができる。こ

のようにして馬がサイドレーンに慣れてきたら、徐々にサイドレーンを縮め、馬に輪線上に合った内方

姿勢をとり、馬の鼻面が垂直線よりわずかに前方に位置するようにサイドレーンを調節する。この際サ

イドレーンの内方は外方より２～３穴短くし、馬に正しい内方姿勢をとらせる。しかし、矯正馬に対し

ては、必要に応じさらにサイドレーンを縮め、確実に内方姿勢をとらせる。また巻き込む馬に対しては、

サイドレーンを長めに装着し、活気よく前方へ推進する。サイドレーンの装着位置は、水勒の環と調馬

腹帯の環とを同じ高さになるようにする。 

 

調馬腹帯には両側に３個ずつ環がついているが、真ん中の環に装着するのが普通である。しかし、矯正

馬に対しては一番下の環に装着することも可能で、また馬場馬に対して頭頸の屈撓を求める場合は、一

番上の環に装着することも可能である。 

 

さて、調馬索作業における調馬索手の扶助操作であるが、左手前の場合、調馬索手は左足を軸にして円

の中心に立つ。そして、左手に索を右手に追いムチを持ち、身体の正面を馬の肩の方向に向ける。しか

し、必要に応じて馬の後方に立ち、追うこともあるが、その位置はあくまでも馬の状態に応じて決める。

また注意すべきことは、決して馬の前方に立ってはならないということである。さもないと、馬の前進

意欲がうすれ、さらには膠着につながるからである。索は馬の口と同じ高さに保持し、進行方向へ軽く

馬を誘導する。そして必要に応じ、いつでも索を速やかに伸ばしたり縮めたりできるようにしておく。 

 

追いムチは、普通その先端が馬の後方に位置するように保持する（だいたい飛節の高さ）。そして、馬を

前方に追うときは、追いムチを馬の腰角の方向へ下方より上方へ上げる。しかし、怠惰な馬の場合は飛

節の上方に軽く追いムチを当てる。また、馬が内側へ入って来るときは、追いムチを馬の肩の方向へ、

下方より上方へ上げて防ぐ。このようにして馬が確実に輪線上を行進し始めたら、再び追いムチは馬の



後方に向け、必要に応じて使用する。そのほか、速度を落とすときは、音声と共に索で軽く半減却扶助

を与え、追いムチを下方に下げる。 

 

調馬索作業によく慣れている馬は、音声だけでも停止し、また常歩・速歩・駈歩も容易に実行する。音

声というものは、調馬索手の動作と共に、人馬間の親睦を図るのにとても重要な役割を果す。それによ

って、後日の作業を円滑に進ませることができる。 

 

停止は必ず輪線上にて行わせ、かつ不動姿勢をとらせる。そして、手前を変えるときは、追いムチの握

り部分を前に出すようにして脇に抱え、索をたぐりながら馬に寄り愛撫する。その後、索を反対側に取

り付け、サイドレーンの長さを調節して、確実に新しい手前の内方姿勢をとらせる。そして、索手は馬

に前肢旋回をさせるようにして手前を変え、再び徐々に馬を輪線上へ誘導する。 

 

調馬索作業において馬に要求する歩度は、活気のある尋常歩度でしっかり歩かせる。若馬においては、

初めは駈歩はあまりさせず、速歩までにとどめておく。しかし、馬が落ち着いて駈歩にでたら、無理に

速歩にすることはなく、短時間ならそのまま駈歩をさせておいても構わない。また、馬が正しく輪線上

を落ち着いて行進するようになったら、徐々に駆歩を試みてもよい。 

 

調馬索にて馬の心身をほぐすのが目的の場合は、初め常歩と速歩を繰り返し行った後、速歩と

駈歩を繰り返し行う。  
速歩を主体とした場合、常歩（半周）―速歩（１～２周）―常歩（半周）を繰り返し行う。  

駆歩を主体とした場合、速歩（半周）―駈歩（１～２周）―速歩（半周）を繰り返し行う。 

  

このような歩法の変換は、馬の心身を速やかにほぐすのに効果があり、またそれによって馬の前進気勢

および弾発が生じてくる。もちろん、調馬索作業の初めは馬によっては落ち着かないで、すぐ駈歩にで

るものもいるが、馬が落ち着いてきたら、このような運動の仕方をする。 

 

このようにして、馬はだんだん調馬索作業においても、騎乗しているときと同様の索手の意志を理解し、

扶助に従うようになる。調馬索は馬を疲れさせるのが目的でなく、騎乗に際しての心身の柔軟性を養い、

その後の作業の準備または補足を目的とするものである。それ故、索手はよく馬の状態を判断し、適切

な調馬索作業を行うことが大切である。 

 

調馬索作業における体重扶助は音声であり、脚扶助は追いムチであり、調馬索は手綱扶助に相当する。

基本的には騎乗時の騎手の扶助操作と全く同じである。 



自由飛越 

計画的な自由飛越は、障害馬の調教においてとても重要な要素を含んでおり、訓練上において良い効果

を与える。自由飛越の目的は、馬の背の柔軟と背筋力の鍛練としなやかさの促進にある。そして、それ

によって馬は騎手の扶助操作に束縛されることなく、自分自身で踏み切りを判断し、かつ自然なバラン

スをもって飛越することができる。 

 

若馬においては、騎乗しての障害飛越のための準備作業として役立ち、さらには馬自身の飛越能力の判

断と、その馬の体力の確信を得ることができる。古馬においては、障害飛越に対する新たな飛越意欲を

得るのに役立つ。 

 

そのほか、自由飛越は馬全体の柔軟性としなやかさ、さらには動きの機敏性を養うのに役立つので、障

害馬ばかりでなく、馬場馬（特に若馬）にも有益である。 

 

自由飛越は、一般的に特に若馬においては１週間に１度行うことが望ましい。自由飛越に先立ち、馬場

内（屋内馬場または高い塀のある馬場）の長蹄跡の中間に、壁に沿って１個の障害物を置く。そして、

馬の逃避を防ぐために壁に平行して長く柵を置く。さらに四角に横木を置き、丸みをつける。これによ

って馬の逃避や膠着を防ぎ、速やかに馬を障害物に向かわせることができる。障害物は立体感のあるも

ので、始めは低い障害から始め、徐々にその要求を高めていく。 

 

自由飛越を円滑に進めるために、３～４人の助手を馬場内に配置する。その後、馬を馬場内に誘導する

のであるが、事故防止のための装備を怠らないようにする。特に馬の四肢には肢巻きまたはプロテクタ

ー、そしてわんこうを装備して四肢を保護し、さらには馬を誘導しやすように頭絡または水勒（手綱を

首に巻く）を付ける。 

 

このようにして準備が整ったら、馬に馬場内の様子に慣らすために、引き馬をしたり、放して馬場内を

自由に行ったり来たりさせる。初めての自由飛越を行う若馬の場合は、左手前にて初め１本の地上横木

を通過させる。その後障害物を X 状に組み立て飛越させる。このとき、助手は引き手または手綱（馬の

首に小さくまとめられている手綱）を持って、速歩にて障害物に誘導し、ある一定の地点まで来たら馬

を放す。このとき、待機している助手は、馬を音声と追いムチで静かに障害物へ追い込む。この際、原

則的には馬を速歩で障害へ向かわせるが、もし馬が静かな駈歩になったら、そのまま駈歩で障害に向か

わせてもよい。 

 



しかし低障害においては、できるだけ速歩で飛越させる。速歩からの障害飛越は、馬の障害に対する注

意力および頭絡の前方への伸展と、背の盛り上がりを養うのに大変役立つ。しかし、初めて自由飛越を

行う馬の場合は、馬の欲する歩度を尊重する。 

 

このようにして馬が落ち着いて上手に飛越したら、馬に人参などをあげて愛撫する。その後、徐々に障

害の高さを上げていく。初めは１m くらいの高さまでにとどめ、馬の飛越意欲を掻き立てたところで、

その日の作業を終える。後日は、能力と状況に応じて高さや幅を増し、さらには連続障害へとその要求

を高めていくが、決して無理な要求は避ける。 

 

また、もし馬が小さな障害にて拒止するようなら、障害まで慎重に速歩で誘導する。このようなときは、

馬を急がせない方がよい。また近すぎる飛越も避ける。これらはすべて馬を不安にさせる原因で、拒止

につながる。もし馬が２度続けて拒止するようなら、障害を取り外し、横木のみを地上に置く。そして、

その地上横木を不安なく通過するようになったら、再び障害物を構成する。障害物は、立体感があり傾

斜のついているものが、馬にとって飛越しやすく安全である。 

 

 
ＤＳＴコラムへのご質問・ご感想をお待ちしております。 
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