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日時：2016年 11月 28日（月）12：30より
11月 29日（火） 8：30より

場所： 東京大学農学部　弥生講堂（一条ホール，アネックス），3号館教授会室
プログラム ：
　　　11月 28日（月）　 一般講演・2015年学会賞受賞講演・2015年奨励賞受賞講演・企業提供セ

ミナー・企業展示・JRAとの合同懇親会
　　　11月 29日（火）　 一般講演・優秀発表賞候補講演・2016年学会賞受賞講演・2016年奨励賞

受賞講演・招待講演・臨床委員会症例検討会・企業提供セミナー・定時総
会・企業展示

　　　 なお，11月 28日（月）は，第 58回 JRA競走馬に関する調査研究発表会が併行開催されます。
参加費：会員 3,000円　　非会員 5,000円　　学生 1,000円（会員・非会員を問わず）
＊　学会参加の事前登録は行いません。

【2015年奨励賞受賞講演】 （3号館教授会室；11月 28日（月）　13：30-14：00）
　テーマ：サラブレッドにおける乳酸代謝 

　座長：桑原正貴（東京大学） 
　講演者：北岡　祐（東京大学）

【2015年学会賞受賞講演】 （3号館教授会室；11月 28日（月）　14：00-14：30）
　テーマ：ウマ運動生理学研究の現在と歴史 

　座長：桑原正貴（東京大学）
　講演者：平賀　敦（JRA日高育成牧場）

【2016年奨励賞受賞講演】 （一条ホール；11月 29日（火）　13：00-13：30）
　テーマ：サラブレッドの周術期における酸化ストレスに関する研究 

　座長：佐々木直樹（帯広畜産大学）
　講演者：都築　直（宮崎大学）

【2016年学会賞受賞講演】 （一条ホール；11月 29日（火）　13：30-14：00）
　テーマ：ウマの蹄病とその治療に関する研究 

　座長：楠瀬　良（日本装削蹄協会）
　講演者：桑野睦敏（日本装削蹄協会）

【臨床委員会企画　招待講演】 （一条ホール；11月 29日（火）　14：10-16：10）
　テーマ：競走馬の上部気道疾患―基礎編―

　座長：田上正明（社台ホースクリニック）
　講演者： Norm G. Ducharme DVM, MSc, Diplomate ACVS

　（James Law Professor of Surgery, Cornell University Hospital for Animals）

第29回日本ウマ科学会学術集会のお知らせ
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【臨床委員会企画　症例検討会】 （3号館教授会室；11月 29日　8：30-10：30）
　テーマ：馬の呼吸器疾患

座長：田上正明（社台ホースクリニック）
　コメンテーター：Norm G. Ducharme DVM, MSc, Diplomate ACVS

　（James Law Professor of Surgery, Cornell University Hospital for Animals）

　パネリスト：
　1．椎名紀夫（椎名動物医院）
　　　　　　　肺出血と閉塞性気管支炎
　2．佐藤正人（NOSAI日高）
　　　　　　　超音波による背側披裂輪状筋萎縮を診断した症例群について
　3．加藤史樹（社台ホースクリニック）
　　　　　　　OGEによる上部気道疾患の診断
　4．菊地拓也（JRA 美浦トレーニング・センター）
　　　　　　　立位にてレーザーを用いた声嚢・声帯切除術実施後の合併症
　5．飯森麻衣（JRA栗東トレーニング・センター）
　　　　　　　Laser Surgery の合併症について
　6．田上正明（社台ホースクリニック）
　　　　　　　サラブレッドの上部気道疾患に対する内視鏡下（レーザー）手術

 

【問い合わせ先】
○日本ウマ科学会事務局
【ADD】〒 329-0412　栃木県下野市柴 1400-4

JRA競走馬総合研究所内
【TEL】0285-39-7398　
【FAX】0285-44-5676
【E-mail】e-office@equinst.go.jp
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【南保】皆様，こんにちは。学会初日の最初の特別講演
にお集まりいただきまして，ありがとうございます。
本日の特別講演の演者として，韓国の康珉秀（カンミ
ンス）先生にご来日いただいています。
皆様方，韓国というお隣の国の馬産業がどのような
ものかご存じでしょうか。こういう話を聞く機会はな
かなかないと思いますが，そのような韓国の馬産業の
全般についてお話しいたただける，今日は演題にぴっ
たりの先生に日本語でお話をいただくことになります。
康珉秀先生は，韓国のチョング大学をご卒業，修士
を終えられまして，日本の東北大学で大学院の課程を
過ごされ，1982年に東北大学から農学博士を授与され
ました。その後，韓国の済州島の済州大学で副教授，
教授を務められ，現在に至っています。
康珉秀先生の役職や肩書きはたくさんありまして，
ここでご説明すると 10分ぐらいかかってしまいます
が，日本のウマ科学会にあたる韓国の馬研究会が 1999
年に設立されており，その初代の会長を務められて，
現在では韓国馬研究会の名誉会長を務められています。

また，済州島というのは馬の生産地ですが，その済
州の特別自治と馬産業政策審議委員会の副委員長，あ
るいは済州特別自治道種畜改良済州馬分科委員会の委
員長など，たくさんの委員長を務められています。
それでは康先生，よろしくお願いいたします。
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The 28th Annual Meeting of Japanese Society of Equine 
Science: Special Lecture
The State and Prospects of Equine Culture in Korea: 
Conservation Activities for Indigenous Korean Horses 
(Chorangmal) and the Development of Korean Equine 
Culture

座長：南保泰雄（帯広畜産大学）

日本ウマ科学会第28回学術集会　
特別講演
「韓国における馬文化の現状と展望 
―韓国在来馬（チョランマル）の 
保護活動と韓国馬文化の発展―」

南保　泰雄（なんぼ　やすお）
帯広畜産大学グローバルアグロメディシン研究センター教
授。ウマの卵巣機能調節やホルモンの作用，診断法の開発
に関する研究を行うとともに，繁殖雌馬の生産管理上の諸
問題についての調査，研究に従事。サラブレッドの故郷日
高から重輓馬生産の盛んな十勝に場を移し，新たなフィー
ルドで教育や研究を盛んにすることが今後の課題。2014年
「生産地で応用可能な馬の繁殖性向上技術に関する研究」で
日本ウマ科学会学会賞受賞など受賞多数。
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【康】皆さん，はじめまして。ただいま南保先生からご
紹介いただきました，済州大学の康珉秀と申します。
　今日は私個人にとっては非常に大切な，また最高の
日だと考えています。ただ今ご紹介いただきましたが，
私は日本に留学していて，帰国してからもう 33年が経
過しました。このような立派な日本ウマ科学会で韓国
の馬産業についてご紹介できることに，日本ウマ科学
会の青木会長，それから田谷副会長に感謝を申し上げ
ます。また，いろいろお世話になりました国際委員の
南保先生にも，深く感謝いたします。
　昨日は，南保先生と北海道大学の河合先生の 2人の
先生のご案内で，第 35回のジャパンカップという素
晴らしいレースを見学することができました。今でも，
その感動を思い出すほど，素晴らしい時間を過ごしま
した。そして，この学会に参加されている会員の皆様
のこれまでの研究成果があったからこそ，このように
日本の競走馬産業が発展し，世界のトップレベルに仲
間入りしたものと，私は確信しています。
　私個人にとって，日本は第 2の故郷です。家族もみ
んな日本が大好きです。今日も私の家内が，皆さんに
ご挨拶をとそちらに座っています。日本に留学しな
かったら，皆様にお会いすることは絶対になかったと
思います。私は東北大学で研究生を 1年したあとドク
ターコースに入学し，3年でドクターをとり，その後
帰国し，地方の大学ですが教授になりました。
　留学中に 2番目の子どもができ，東北大学医学部産
婦人科でお世話になりました。ですので，彼の生まれ
は仙台の星陵町ということになっています。この子も
大きくなり，今はソウルで会社員として勤めています

が，彼も日本が大好きです。
　長男は，1歳のときに一緒に日本に来ました。彼は
再び日本に戻り，筑波大学でドクターをとり特別研究
員になりました。現在は学部の助教として勤めていま
す。
　その長男にも子どもが 2人いて，2人ともつくばで
生まれました。私の家族は日本には大変お世話になっ
ています。今後もこのことを忘れずに研究を続け，韓・
日のために何かできることがありましたら，ぜひ貢献
したいと考えています。
　それでは本題に入りたいと思います。ある産業が発
展するためには，4つの条件が必要だといわれていま
す。その 4つとは，歴史性，文化性，インフラ，それ
から優秀な人材がいるかということです。済州島の馬
産業に関しては，この 4つの条件が揃っています。そ
の意味では日本の北海道によく似ています。韓国では
馬産地と言えば済州島ということになります。
　今，韓国の馬産業は，ニューインダストリーとして
認められています。特に一次産業は，韓国も日本と同
じように経営が苦しいのです。土地が狭く，人件費が
高いということで，生産費がだいぶ高くなります。ま
た，これからはサービス産業あるいは娯楽産業，一次
産業や二次産業が難しくなると考えられています。そ
のときにはやはり不況の影響が少ない馬産業が中心に
なるということで，政府もこの馬産業にいろいろな政
策をとっているところです。
　その意味では皆様もご存知のように，馬産業は一次
産業，二次産業，三次産業に有効な産業として期待さ
れています。また，日本と比較すると非常に遅れてい

韓国における馬文化の現状と展望 
―韓国在来馬（チョランマル）の保護 
活動と韓国馬文化の発展―
康　珉秀
The State and Prospects of Equine Culture in 
Korea: Conservation Activities for Indigenous 
Korean Horses (Chorangmal) and the 
Development of Korean Equine Culture
Min-Soo KANG

康　珉秀（カン　ミンス）
1982年～現在　済州大学校生命資源科学大学教授，
1999年～現在　済州大Well-being乗馬指導士課程主
任教授，2009～ 2011年　済州大済州馬匹産業研究所
所長，2011年～現在　済州乗馬産業 RIS事業団団長，
2012年　済州大馬産業専門人材養成センター長，2013
年　大統領地域公約馬産業特化団地造成共同委員長，
2013～ 2015年　国際馬産業 EXPO2013, EXPO2014組
織委員長，2013年～現在　韓国馬研究会名誉会長，
2014年～現在　済州特別自治道種畜改良済州馬分科委
員会委員長

特別講演
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て，始まったばかりの産業であると言えます。
　今日のテーマは，「大きな変革期にある韓国の馬産
業」です。特に，韓国では在来馬が済州島にいます。
これをチョランマルと言いますが，その「チョランマ
ルの保護活動と韓国馬文化の発展」という題目で，お
話したいと思います。
　今日の発表内容（図 1）ですが，第 1番目は「韓国
第 1号馬産業特区」についてです。昨年の 1月 2日に
済州島が特区第 1号として指定されました。その済州
馬産業について，まず説明をしたいと思います。
　2番目は，馬産業の先進事例をご紹介します。
　3番目は，新成長動力，それから高附加の融複合産
業としての発展方案についてお話したいと思います。
　最後に，この産業がどういう効果をもたらすかとい
う期待効果についてお話したいと思います。
　馬産業（図 2）というのは「馬の生産・飼育，それか
ら調練・流通・利用などに関する産業」と定義されて
いて，韓国の法律として馬産業育成法というものがで
きました。法律では，図 2のように定義されています。
　ご覧のとおり馬産業というのは一次産業，二次産業，
三次産業にまたがる産業ですが，第一次産業にあたる
ものとしては馬の飼育業，つまり競走馬，乗用馬の飼
育，それから飼料の栽培，馬の生産・改良などがあり
ます。
　二次産業としては，馬の屠畜，飼料の製造，動物の
薬，それから衣類，馬の装具類。これが二次産業です。
三次産業は競馬，乗用馬の訓練。それから，馬を介し
たリハビリテーション（再活）が入ると思います。

　次に，韓国の馬産業の現況（図 3）です。
　全国の馬飼育農家数と馬飼育頭数ですが，2005年に
は 965農家しかありませんでした。そのときの飼育頭
数は約 2万頭です。それが 2011年になると，1,929農
家が約 3万頭を飼育しており，現在ではおよそ 3万 5,000
頭になるものと推計されています。この農家数，ある
いは飼育頭数は今でも毎年少しずつ増加しています。
　次は，乗馬施設の現況です。乗馬施設は全国に約
366ヶ所あります。これを分けてみると，農漁村型の
乗馬施設は 64ヶ所。それから，スポーツ施設申告乗馬
場 150ヶ所。全体的な乗馬人口は 4万 5,000名水準で
すが，これもやはり毎年増加しています。韓国は現在，
国民スポーツがゴルフから乗馬に変わる時期なので，

図 1

図 3

図 2
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今後乗馬は非常に活性化すると考えています。
　ここで利用する馬ですが，競走の退役馬を使ってい
るのが現状です。そのほかにも済州馬の交雑種。これ
は雑種なのですが，サラブレッドと済州馬を掛け合わ
せた交雑種を馴致して活用しています。本来はそうし
た馬ではなく，乗馬専用の馬を使うべきです。そこで
昨年から競馬の退役馬，雑種の馬のほかに，ハフリン
ガーなどの専用の馬が投入されています。乗馬専用の
馬を購入して，繁殖させるところです。
　馬産業の経済的な効果ですが，韓国のお金で約 3兆
3,000億Wonぐらいです。これは 2012年度のデータで，
現在では 4兆Wonぐらいに増加していると推察されて
います。
　この金額を分けてみると，馬生産に 2.4％，競馬産業
に 87.5％，乗馬に 1.6％，それから関連産業に 8.5％と
なります。このことから，韓国の馬産業の中心は競馬
産業だということを，皆さんおわかりいただけると思
います。
　韓国の馬産業育成の必要性（図 4）について，ご紹
介します。
　私は，馬産業というのは，他の産業より高い附加価
値を持つ産業だと確信しています。また生産・育成・
流通・利用のすべての過程が農業・農村を中心に進行
していることは大変重要なことだと思います。
　競馬・乗馬・観光・観相・リハビリテーション・交
配などの多様な分野で馬産業は価値を創出します。特
に FTA（自由貿易協定）が発効されたあと，他の畜産
に比べて馬が農家の新しい収入源になってきています。

　韓国では，今まで競馬に対して否定的な認識があり
ましたが，総合的・均衡的に馬産業の育成を行うため
には，この認識をあらため，健全な競馬文化の発展を
促す必要があります。そうした変化の兆しは，済州島，
それからソウルなどを筆頭に全国的に広がっていると
ころです。
　こちら（図 5）は，済州島の馬産業の現況について
表した図です。飼育の現況ですが，済州島では 1,119
農家で 21,797頭を飼育しています。これは 2011年末
の統計です。済州島での馬生産は，全国の約 3分の 2
以上にあたる 72％になります。
　図 5では，農家の数，頭数を品種別に示していま
す。済州馬の農家の数は 273で，頭数は 1,398頭。サ
ラブレッドと済州馬の雑種である済州産馬が 657農家
で 15,421頭，それからサラブレッドが 189農家で 4,978
頭を飼育しています。
　済州産馬とは済州馬とサラブレッドの雑種ですが，
そうした馬を生産する理由は次のとおりです。
　私が教授になったのは 1980年代のはじめですが，そ
のころ韓国の唯一の在来馬である済州馬の使い道がな
くなりつつありました。農業での労役や荷物運搬など
はエンジンつきの農機具に取って変わり，馬の労役が
必要とされなくなりました。それでもう馬はいらない
という雰囲気になり，私はこのままでは済州島で，あ
るいは地域で馬がいなくなってしまうという危機感を
感じていました。純粋なものを探し，それだけでも確
実に後世に残していかなければだめだと考えて研究を
始めました。そのときの研究に参加したことが，本日

図 4 図 5
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私が皆様とお会いできることに繋がりました。
　この学術研究の成果として，1986年 2月に犬，鳥
に次いで家畜としては 3番目に済州馬が天然記念物に
なりました。その 4年後ですが，保存だけでは足りな
い。純粋なものを維持するだけではだめ，それを繁殖
させつつ，何か新しい道を探して付加価値をつけない
とだめだという考えが政府から認められ，1990年に済
州馬競馬場（今は名前が変わり，「レースロンダーク済
州」という名前になりました）が設置されました。そ
れが，済州馬の保存・活用のためにできた KRAの競馬
場です。
　そのときに，純粋な済州馬だけでは競馬に使う頭数
が足りないため，済州馬が増えて競馬資源として十分
な数になるまでは，サラブレッドと済州馬の混血した
雑種も競馬に使っても良いということになりました。
以来この目標を達成するまでに 25年もかかりました。
2020年には，雑種は競馬に出ないようになります。そ
れが政府の政策です。ここに示しています済州産馬と
いう雑種の農家が今は多いのですが，これが 5年後に
なくなります。そうした理由で，済州馬を買うために
大きなお金を使う競りが現在，とても盛況となってい
ます。
　それから総頭数ですが，済州島には 21,797頭の馬が
飼われています。内訳は済州馬が 1,300頭余り，済州
産馬，雑種馬ですが約 1万 5,000頭，サラブレッドは
約 5,000頭です。全国では約 3万頭になるので，済州
馬の割合は全国対比 72％（約 3分の 2）になります。

　図 5の下段は馬産業としての金額的な規模を示して
います。販売額を年度別に見ると，増えているのがお
わかりになると思います。2008年には 932億Wonが
2010年には 914億Wonと若干落ちましたが，これが多
少回復して，2013年にはおよそ 1,700億Wonぐらいの
金額になりました。
　乗馬調練教育施設のインフラの状況（図 6上）です
が，乗馬施設は 31ヶ所あります。乗用馬の数は 1,900
頭弱で，頭数を増やすために一生懸命努力をしている
ところです。
　それから，済州島にはサラブレッドを育成する済
州競走馬育成牧場があります。「レッツロンパンチェ
ジュ」という名称で，走路，ウォーキングマシン，パ
ドックが備えられていて，サラブレッドの育成施設と
して活用されています。
　また，専門的な人材の養成機関は 3つあります。高
校が 1ヶ所と済州大学と私立のハンラ大学の計 3ヶ所
が専門の養成機関として指定されています。助成をも
らいながら立派な人材を養成すべく努力しています。
　図 6の下は，産業的利用の現況について示していま
す。乗馬は観光用の乗馬場が 28ヶ所，それから企業型
の乗馬場が 3ヶ所あります。済州島は観光地ですので
毎年増加していますが，昨年は 1,300万人ぐらいの国
内・国外の観光客が来ていて，その中で約 120万人が
乗馬を体験しています。約 10％ですが，この数値も毎
年上がっています。
　次は競馬ですが，済州島では 94日間，848回の競馬
（レース）を施行しています。済州島に競馬場があるこ
と，特に済州馬がいるからこそこの競馬場ができたと
いうことを申し上げましたが，地方の経済にも非常に
役立っていて，県の財政の約 20％が済州競馬場の利潤
から拠出されています。
　また，2011年 10月 24日に，最新式の競走馬の競り
場がオープンしました。ここでは年間 6回，500頭が
上場して，競りにかけられています。毎年，上場する
馬の数，馬の質，あるいは落札額が徐々に上がってい
ます。
　馬肉についてですが，馬の屠畜頭数は少なく，800
頭弱です。この数も毎年増加はしています。馬肉を使っ
た専門料理屋の数が 51ヶ所あり，消費者の口に合うよ
うな料理を開発しながら，コース料理として提供して
います。流通を担う企業が 9社ほどあります。図 6
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　他に関連産業として化粧品，石鹸，皮革製品，馬骨
酒などがあります。
　済州馬の祭りなども毎年発展して，そこからも利益
が出るようになっています。
　図 7は外国の馬産業の先進事例です。ドイツでは
100万頭ぐらい飼育して，種雌馬が 10万頭，雇用人口
も 30万人になっています。乗馬人口は 170万人程度で
すが，この中の 7割が女性で，乗馬は男性よりは女性
に向いているとも感じます。それから乗馬を使ったリ
ハビリテーションもあります。国民経済への寄与効果
は 2006年のデータで 50億ユーロ，GDP対比で 0.24％
ほどになっています。
　図 7の下はフランスですが，90万頭の馬を飼ってい
ます。その中に種雌馬が 10万頭，雇用人口は 6万 8,000
人です。乗馬人口はドイツよりは少なく，150万人ぐ
らいですが，乗馬が主要なスポーツとして定着してい
る国と言えます。国民経済への寄与効果は 100億ユー
ロ。これは 10年前のデータですが，2006年の GDP対
比の約 0.6％になっています。
　中国と日本の場合（図 8）ですが，日本のことは皆
様よくご存じですので省略させていただきます。
　中国の馬産業ですが，皆様もご存じのように馬産業
先進国ではありません。これから成長する可能性が非
常に高い国の 1つといえます。馬の飼養頭数は世界最
大規模（1,600万頭）を示しています。この馬たちは農
業に使われると同時に，馬肉産業として集中的に育成
されているようです。オリンピック開催以降，乗馬が
観光産業として注目され，ドイツの乗馬システムを導

入すべく努力しているところです。競馬は合法化に向
けて検討がなされているようです。現在スポーツ用の
馬は輸入に依存していますが，これからは韓国あるい
は日本からもスポーツ用馬あるいは競走馬を輸入する
ことも増える可能性があり，新しい市場に育つとも考
えられます。
　次に，済州馬産業の総合振興計画と，それと連携し
た融複合の発展計画について説明します。
　この計画は，国の畜産食品部の馬産業育成 5ヶ年計
画に反映する目的で作られていて，済州道次元により
準備した中期計画ですので，一部流動的な予備計画で
あることを，まず申し上げておきます。
　まず 1番目に推進背景，2番目に Vision System，3

図 7 図 9

図 8
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番目に融複合発展方案について説明したいと思います。
　図 9は推進の背景に関する概要です。法律的な根拠
ですが，2011年 3月に「馬産業育成法」が制定されま
した。同じ年の 9月 10日に施行され，現在に至ってい
ます。この中には馬産業，特に特区指定，特区の振興
計画の樹立および施行を第 21条に記しています。主要
内容は，馬産業の親環境，緑色，高付加産業育成戦略
を示しています。その中には競馬・乗馬・馬肉・馬関
連産業の均衡成長，新しい成長動力の visionが示され
ています。性格と意義ですが，1番目は，馬産業育成
法施行以後，新しい馬産業環境に対応した済州島の最
上位の戦略として，この計画をとっています。2番目
は，政府の馬産業育成総合計画について，樹立の基本
方向を提示しています。3番目は，農家，企業，学会，
行政，それから言論など，すべての済州道民が参加す
る形で Action Planを示しています。
　対内外推進要件（図 10）もだいぶ変わっているので
すが，それを少し説明します。
　馬産地，それから済州観光に見合う馬産業育成基盤
を構築することが目的となります。
　馬産業の成長を阻害するアンバランスな面が存在し
ます。これを 3つに分けると，1つは産業的な側面と
して，今まで韓国の馬産業は競馬に偏っていたという
こと，産業インフラ（基盤）が乏しかったということ
があります。2つ目は社会的な側面ですが，競馬・乗
馬および馬肉利用における認識が，まだ広く行き渡っ
ていないということです。さらに技術的な側面からは，
高所得創出，それから研究・開発基盤，および専門人

力が非常に不足しています。それから FTAですが，こ
れによって畜産の環境問題が非常に深刻化しています。
これを 2つに分けてみますと，外部の畜産環境に影響
が少ない代案畜産育成の必要性，2番目は疾病と臭い
が無いきれいな畜産環境造成，この 2点が国民から強
く要求されています。
　最後に「馬産業育成法」ですが，施行，法律的，制
度的に，支援基盤を構築しないといけないということ
が出てきました。それは競馬中心に，乗馬などに関連
産業のバランスをとった発展を追求しなければいけな
いということ。それから，馬産業の成長支援のために，
馬産業特区指定など，制度的な改革が必要だというこ
とです。以上が対内外の推進要件です。
　要件変化にそくした挑戦課題（図 11）ですが，3つ
に要約できると思います。1番目は，産業的な側面か
ら見ると，競馬中心の馬産業の成長の停滞が課題だと
思います。馬活用欲求が乗馬などの体験中心に変わっ
ています。それから，用途に合う専用馬の育成，施設
インフラなど，バランスをとった成長のための投資拡
大が必要になっています。社会的な側面からは，競馬・
乗馬，馬肉産業成長阻害要因を除去する必要があり，
これには競走馬の改良，乗馬大衆化，高級馬肉生産，
広報の強化などが重要です。技術的な側面から見ると，
R&D基盤を造成しながら，産業，企業の特化，人力を
養成することです。それは馬産業の特性化大学あるい
は高校を作り，馬産業研究所を済州に必ず誘致しなけ
ればいけないということで，今の政府と協力して進め
ているところです。

図 10 図 11



8

　馬産業のVision System（図12）ですが，Visionは，馬・
自然・文化とともにする国民が共感できるWellbeing産
業を育成するということが基本概念です。これを実現
するための戦略としては名馬を生産すること。それか
ら，多様な価値を創出するということが中心の戦略で，
その意味での達成目標を紹介します。
　2012年の数値と 2016年の目標数値を紹介します。
飼育頭数を 2万頭から 3万頭に，乗馬体験を 120万人
から300万人に，競馬の観覧を約50万人から60万人に，
馬肉消費のための屠畜頭数を約 800頭を 3,000頭に増
やす。また関連企業は 1ヶ所でしたが，これを 10ヶ所
ぐらいに増やし，産業規模も 1,306億Wonを 3,000億
Won程度に増加させるというビジョンを持っています。
　達成の方案（図 13-A）ですが，競馬産業においては，
種雄馬の改良，それから余剰の馬は中国あるいは別の
国に輸出する。また調練・休養施設を，現在よりも拡
大する。草飼料供給団地を造成して，牧草を輸入では
なくて自給するという計画を出しています。
　乗馬産業では，今までは西洋の乗用馬専門の生産農
家がほとんどなかったのですが，2～ 3年前にハフリ
ンガーを導入してから，乗用馬だけを生産する専門の
生産農家が出始めました。こうした農家をこれから育
成する。それから，韓国型の乗用馬，つまり韓国国民
の体に合った乗用馬を育成して供給する。また，乗馬
レジャーの需要の基盤を今より拡大することなどが，
計画として出されています。
　次は馬肉産業（図 13-B）ですが，今までは馬肉なら
何でも良いということでしたが，やはり良質の馬肉の

提供が重要です。足りないときには食味が悪い馬肉も
専門料理屋に出していましたが，それではだめだとい
うことで，これからは 1等，2等…と等級に区別する
予定で，今後この制度を定着させる必要があります。
また，馬肉を専門的に販売する店は今までは農協ぐら
いしかありませんでしたが，専門店を開設して運営す
ることを計画として出しています。3つ目は，馬肉を
加工して済州島を含む国内で消費して，余った肉を必
要な国に輸出する企業を育てることも考えています。
　4番目は関連産業（図 13-B）ですが，馬文化の
Digital商品を開発して普及する。それから，映像，公
演，Contentsを発掘する。国際馬祭り，それから博覧
会を開催する。実は皆様のおかげで，3年前に私も大

図 12 図 13-A

図 13-B
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学の教授として協力し，済州島で第 1回目の国際馬産
業 Expo，それから昨年は第 2回目の国際馬産業 Expo，
今年は第 3回目の国際馬産業 Expo2015を，政府からの
支援をいただきまして全国的規模で開催することがで
きました。
　馬産業の融複合的な発展計画（図 14）ですが，競馬
産業ではご覧のように良い点もあるのですが，非常に
難しい点もあります。強点，弱点と分けましたが，時
間がないので，詳細に説明するのは省略いたします。
この政策方向としてはエリート国産の競走馬を供給し
て生産する。それから，このためにはやはり先進競馬
のインフラを構築しなければいけないということが，
政策の方向です。その意味では，強点をよく活かし，
難しいことを解決して挑戦しなければいけないと考え
ています。
　政策方向と実践しなければいけない課題（図 15）で
すが，エリート国産競走馬の供給に対して，右側に示
したものが実践しなければいけない課題であると思い
ます。農家のために，繁殖雌馬を今よりずっと改良し
なければいけないので，改良の基盤を造成する。また，
種雄馬ですが，この事業はずっと支援しなければいけ
ません。皆様ご存じのように，韓国の競馬産業のレベ
ルは，パート 1，パート 2，パート 3の中の一番下。そ
のぐらいレベルは低いのです。今年からはそれをパー
ト 2に上げるための政策をとっていますが，農家は不
安で，この期間をもう少し延長しないといけないとい
うことを，政府にお願いしているところです。また，
競走馬生産のモデルになる牧場を育成する。競走用済

州馬の改良目標を設定する。今よりもう少し面白く競
馬ができるような目標を設定する。済州産馬というの
は雑種馬なのですが，これは 5年後には使い道がなく
なるので，その馬をエンデュランスや乗馬などに使う
ことができるように，資源管理を徹底するということ。
それから，馬改良の情報の収集と活用に関する研究開
発を，将来的に結びつけるということを課題にしてい
ます。
　先進競馬のインフラ構築（図 16）ですが，課題とし
ては，済州馬の飼育の基盤を改善する。それから，競
走馬を共同で育成して，調練施設を今よりも少し増や
す。競走馬の競りを今よりも活性化するために支援す
る。競走馬の総合休養センターを運営する。済州馬の

図 14 図 15

図 16
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競馬を施行する。先ほど申し上げましたように，2020
年には全レースで，純粋な済州馬の競馬が実施される
ようになります。それから，馬の粗飼料生産のための
供給団地を今より拡大する。健全競馬の相談センター
を運営するというのが，先進競馬のインフラを構築す
るうえでの課題です。
　次は韓国の乗馬産業の強点，それから機会，弱点，
それから非常に難しいこと（威脅）を示しました（図
17）が，政策方向としてはブランド乗用馬を生産して，
乗馬の需要基盤を今よりも拡大するということです。
　ブランド乗用馬の生産（図 18-A）ですが，課題とし
ては乗用馬専門の模範となるような生産農家を育成す
る。馬組合を設立して支援する。スポーツ乗馬のイン
フラを拡大する。それから，馬の専門家を養成する。
このようなことを，ブランド乗用馬生産の実践課題と
して考えています。
　乗馬の需要基盤の拡充（図 18-B）ですが，課題とし
ては乗馬体験，それから観光道を開発する。乗馬場の
基盤を今よりももっと改善する。リハビリテーション
としての乗馬利用ですが，この活性化を県，国が支援
する。それから，観光馬車を運営する。複合型レジャー
施設を造成する。それから，乗馬大会，お祭り，これ
らを今より拡大して開催する。これらが，今後の実践
課題です。
　馬肉産業（図 19）ですが，前に見ましたように 4つ
に分けて，良い点，それから非常に難しい点を示して
います。
　政策方向としては，馬肉の生産流通を先進化する。

図 17

図 18-A

図 18-B

図 19
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そして，馬肉の消費を促進して，余ったら必要とする
国に輸出する。それから，機能性の加工製品を開発し
ていくことが，馬肉産業の政策方向です。
　政策方向と実践課題（図 20）ですが，食肉専用馬で
すが，今年が飼育元年になります。肥育農家をもっと
増やす必要があります。それから，肥育に関する研究・
開発にお金を出す。衛生的な屠畜，あるいは肉を部分
別に分けて流通ができるようにすることも課題です。
優良な馬肉と普通の馬肉を差別化して，値段を分けて，
販売できるようにする必要もあります。残りの話は省
略させていただきます。
　馬関連産業（図 21）ですが，前に申し上げましたよ
うに，強点，弱点，機会，それから威脅。これらの話

は省略させていただきます。政策方向としては，馬文
化のコンテンツを発掘して育成する。それから，馬文
化の観光ベルト地域を作る。それでグローバルな産業
のインフラを造成していくということが，馬関連産業
の政策方向です。
　図 22は関連産業に対する政策方向と課題を示してい
ますが，馬文化はやはり Storytelling（物語）をしない
とだめだということで，この事業を支援する。馬文化
のデジタルコンテンツを今よりもっと開発する。地域
特化乗馬観光商品を開発支援する。One stop乗馬観光
拠点センターを済州島に構築する。済州型の馬産業関
連製造業を育成する。それから，馬をランドマークと
して開発する。いろいろなことを考えています。
　これからどれくらいの金額を投資して，このような
ビジョン，政策を実行して課題を解決するかというこ
と（図 23）ですが，この計画は 2012年から来年 2016
年までの 5年間で，2,200億Wonを投資して先進国型
の馬産業を育成するというものです。
　乗馬産業には全体の 35.8％の金額を投資して，乗馬
を国民の代表的スポーツとして育成していくことが狙
いです。競馬産業ですが，国民の否定的な認識をなく
すために努力しながら，全体の 34.2％を投資して，競
馬の質を高くするための課題をいろいろと解決してい
こうということです。馬肉は全体の 13％ぐらいを投資
して，国産馬肉として育成する。また，関連産業です
が，全体の 17.5％を投資して，先進国型の産業を育成
することが，2016年までの計画です。

図 20

図 21

図 22
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　図 24は期待効果についてです。韓国の馬産業，そ
れから済州の馬産業が図のようになることを期待して
います。競馬中心の馬産業の問題が概ね解決できれば，
先進国型の馬産業の育成が始まります。その中には乗
馬，馬肉食品，それから関連産業の同伴成長基盤を確
実に構築するとあります。国民の余暇文化，生活の質
的向上に寄与する馬産業になるようにする。馬，自然，
歴史，文化を共有する高い品格の産業を育成する。ま
た，馬産業の牽引リーダーとして，済州馬産業の位置
を今よりもっと上に提供できるようにする。済州島が
馬産業特区として昨年指定されましたが，国家馬産業
発展の前身基地の役割を必ず実行できるようにしたい
と思っています。観光連携の融複合，新成長動力産業
化することです。その意味では乗馬産業，馬肉産業，

競馬産業，関連産業がやはり一緒になって，バランス
のとれた発展を遂げられるように，私たち，それから
馬業界，政府が一緒に努力していくことが重要です。
日本と比べますと，この産業は今のところは歩き始め
たばかりといえます。
　次に，済州馬の活用についてお話をします。
　図 25は，済州馬がどのように扱われているかという
ことを示しています。済州馬は天然記念物になってい
ます。済州馬を保護している所です。
　保護地（図 26）ですが，4月から 10月までは放牧し
ていますが，11月になると寒く，また雪も降りますの
で，少し暖かい所で馬を管理しています。
　これが済州島のハルラ山（図 27）です。それほど高
くないように見えますが，韓国で 1番高い山で，1,950 m

図 23

図 24 図 26

図 25
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あります。この中腹に相当古くから広い牧場があり，
その牧場では主に馬を飼っていたようで，今でも飼っ
ています。
　保護地に行きますと，観光客のために韓国語，それ
から日本語，英語，中国語でわかりやすく紹介してい
ます（図 28）。
　同じ所で，済州馬の春夏秋冬，文化財指定動物だと
いうことの内容を要約したものです（図 29）。
　図 30は済州馬の毛色ですが，黒色，栗色，グレイ（芦
毛）など様々です。毛色に対する管理は，ほとんどで
きていません。
　図 31は馬の文化ですが，これは昔の文化です。農業
に使ったものを示しています。最近では，競馬，乗馬，
馬肉，化粧品。いろいろな新しいものを開発しながら，
新しい道を開拓しています。
　図 32は馬産業が発展するためには，いかに多くの優
秀な人材がいるかが成功のキーであるということを示
しています。その意味では各大学で人材を育成するこ
とは非常に重要です。18年ぐらい前から，乗馬専門家
も養成しています。

　最近，韓国では馬肉を使った料理のチャンピオンを
決めるイベントも行っています（図 33）。左下の写真
はお祭りのときに市内を行進しているところです。お
祭り，競馬，それから，済州島では馬を使ってホース
ショーというイベントをやっています。右上の写真は
室内で演技しているところで，技術の非常に難しいこ
とを観光客に見せる所です。右下の写真は室外，大き
な野球場ぐらいの広い所で，済州馬を使って，よくコ

図 27

図 28

図 29

図 30

図 31
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ントロールできる専門家たちが公演している写真です。
　図 34は私が勤めている大学のセンターですが，済州
大学馬産業専門人養成センターが昨年 6月末に完成し
ました。こちらで実習している受講生たちとの記念写
真です。

　図 35は，乗馬の実習中の受講生です。
　済州島は自然環境が良いものですから，室内よりは
屋外で自然とともに実習します。素人で少し乗れる方
の教育中の写真（図 36）です。
　図 37は昨年開催しました国際馬産業 Expo2014です。
北海道大学の河合先生，帯広畜産大学の南保先生もい�������������

図 34

図 33

図 32

図 36

図 35

������������

図 37
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らっしゃいます。さらに，中東の国からもスピーカー
が来ました。NPOの方，それからオーストラリアの方，
浦河のホースセラピーの専門家小島愛子先生。こうし
た講演者を集めて，センターで学術シンポジウムを開
きました。
　図 38は，馬産業 Expoの展示する所のテープカッティ
ングをしているところです。非常に大勢の方が来場し，
勉強や体験などをしながら楽しい時間を過ごしました。
　済州大学では，馬産業の特定化大学に指定され，こ
の方々は博士課程の院生ですが，この中の 5人は今年
の 1月末に学位を授与されました（図 39）。
　こちら（図 40）は馬 Parkですが，やはり済州馬を使っ
てイベントをする所です。
　図 41は 50頭ぐらいの済州馬が出て，お客さんを前
に公演するところです。
　図 42は昔の写真ですが，馬は捨てるところがないと
いうことで，少女たちが馬の尻尾を使って帽子を作っ
ているところです。今では見ることができません。図
43のような帽子を，特産品として復活させようという

������������ ������

����� ����

図 38

図 39

図 40

図 41����������

図 42
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ことです。
　このような文化（図 44）も伝えるべきなのだという
ことで，写真のような方が今では人間文化財に指名さ
れ，伝統の重要性が認められました。
　私が関わっている JHIPA（済州乗馬産業育成事業団）
（図 45）です。 2011年からですが，広く認知していた
だき，この乗馬産業を本格化しようと努力していると
ころです。
　「馬肉はこういうものですよ。味はこうですよ。栄養
はこうですよ。皆さん，これから楽しく食べてくださ
い。」という，2013年の馬肉広報セミナーの写真（図
46）です。

　Horse Therapyが日本では非常に進んでいて，それ
を見学したときの小島愛子先生のスピーチの写真（図
47）です。
　済州島はサラブレッドの産地でもあります。韓国は
アメリカから輸入したMenifeeという種雄馬の子孫が
非常に速いので，本当は 10年前にアメリカから 4億
Wonで買ってきましたが，最近は子孫の能力が良いの
で，この値段がずっと上がって，100億Wonぐらいに
なるのだそうです。それが韓国のいちばん高い種雄馬
です。KRA（韓国馬事会）で所有しています（図 48）。
　済州島は観光地ですので，このように馬を保護して
おくと，必ず子どもを連れて，あるいは友達と一緒に，
乗用車やバスで見物にきます（図 49）。昔は先祖がこ
の馬を農業にも使ったのだということで，楽しい時間

図 43

図 44

���� �������������������������������
�������

���� �������������図 45

図 46
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を過ごせる所が済州島にはあちらこちらにあります。
　図 50の左は一般の乗馬場での修了の記念写真で，右
は入学するときの記念写真です。今までに一般人を
3,000名ほど修了させました。その中の 400名ほどが，
指導できる資格を取得しました。

　今まで申し上げましたように，本日この席でお話を
させていただいているのは，本当に皆様のおかげです。
日本に来たこと，日本に留学したことがきっかけにな
りました。済州島にいらしたら，そこで飼われている
黒毛の豚も非常においしく食べられます。また済州島
には黒毛の牛もいます。
　私は一番下の教授のときに，済州馬に多くの人が関
心を示さず，済州馬文化がこの後なくなってしまうと
いうことを懸念して，研究を始めました。それを途中
でやめずに少しずつ続けてきました。先ほどの写真で

もお見せしたように，17年前に大学教授が一般人のた
めに何かできることがないかなということで乗馬も始
めました。1年 2年と続けて，今年で 17年目になりま
した。それらがあったからこそ，ここまで来られたの
だと，重ねて御礼を申し上げます。本日は，どうもあ
りがとうございました。 

質疑応答

【南保】康先生，どうもありがとうございました。
　韓国の競馬あるいは乗馬，そして馬肉に至るまでの
産業の計画などなど。康先生が今韓国の政府と橋渡し
されながら進められている企画などにも言及いただき
まして，大変勉強になりました。
　時間も充分ありますので，ご講演の内容，あるいは
ご講演に出なかった韓国の実状や，この際に先生に教
えを請うということで，ご質問などがございましたら，
是非お願いいたします。
【質問】日本では昨年テレビで「馬医」というドラマが
ありました。韓国語で何というのかわかりませんが，

���������������

図 47

図 48

図 49

図 50
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馬のドクターのドラマで，非常に興味深く拝見させて
いただきました。ところで，馬の治療を針でやるとい
うのは，今も行われているのでしょうか。
【康】済州大学にも獣医がいますが，最近，獣医に入っ
てくる学生さんの進路を見ますと，やはり基礎中心で
すね。ですから，現場に行って，治療したりあるいは
研究したりする専門家が少ないのが問題になっていま
す。年をとっている獣医師さんがいますから，その人
たちにお願いして治療してもらいますが，馬産業の場
合はやはり全体的に獣医師が少ないのが現状です。
　でも，この馬産業は今後大きくなるんだということ
で，少しずつ外国で研修したり，あるいは現場に行っ
て自分なりに研究したりして，そういう人が少しずつ
増えつつあります。ただ，今後は皆様のご指導が必要
だとも思っています。
【質問】馬の治療をするのに，針を使うこともあるので
しょうか。
【康】ないと思います。
…………………………………………………………………
【質問】沖縄市の「沖縄こどもの国」に，済州馬が 2頭
いまして，3年前に約 70年ぶりに琉球競馬というのが
行われるようになりました。琉球競馬はご存じでしょ
うか。
【康】いや，現地で実際に観たことはないのですが，新
聞では読んだことがあります。
【質問】琉球競馬というのは，側対歩の速歩をいかに優
雅に見せるかという競技です。実際に 3年間やってい
るのですが，未だに側対歩のできる馬がいないのです。
今年の 10月 25日には，30頭の馬が出たのですが，そ
の中で今「沖縄こどもの国」に済州島馬が 2頭いまし
て，北海道のどこかの牧場をやっていらっしゃる方が，
2頭の済州島馬が側対歩をできないかということで調
教しているらしいのです。済州馬は，もともと側対歩
ができる馬なのでしょうか。あるいは，調教すればで
きる馬なのかどうか。そのあたりをお聞きしたいので
すが。
【康】非常に重要なご質問，ありがとうございます。一
応できたらしいのです。ご存じのように，側対歩に歩
く馬は，長く乗っていても乗り手の疲れが少ないので
す。お年寄りの方，あるいは子どもさんにはそれが必
要だということで，この馬だけを生産して供給しよう
ということで，昨年からそういう馬を農家から買って

きて，現在繁殖中です。すべてではないのですが，あ
る程度は側対歩の馬がいます。ですから，済州馬は道
産子のように固有な歩き方をするのが特徴かなと思っ
ています。在来種の中では，済州馬と道産子と与那国
の馬とが似ているのではないかなという気がします。
【質問】ありがとうございました。
…………………………………………………………………
【質問】今年の 3月に済州島に行ってきました。私は乗
馬体験を目的とした小さな旅行社をやっています。そ
れで済州島のチョランマルに憧れて，済州島にも行き
ました。ソンサン・イルチュボンとか，洞窟とか，観
光資源をたくさん観ました。
　済州島は，韓国ドラマや映画の撮影場所でもあり，
観光資源にとても恵まれています。そこでチョランマ
ルに乗れたらいいなと思ったのです。しかし，チョラ
ンマルには乗れませんでした。｢チョランマルとサラ
ブレッドの雑種のハンラーマンにしか乗れませんよ。
チョランマルには乗れませんよ ｣と言われて，チョラ
ンマルには一度も乗せてもらえませんでした。
　そして，まだ 3月でしたので，チョランマルの放牧
場は開いていませんでした。20～ 30頭いたのですが，
遠くに見えたのを望遠レンズで写真を撮るだけで，近
寄らせてもらえず，乗せてももらえませんでした。
　ですから，済州島に行くとしたら，やはりチョラン
マルに乗れる施設を作っていただきたいと思うのです。
そういうものは計画されているのでしょうか。
【康】実際に済州馬飼育の目的は，競馬です。競馬で使
いますので，先ほど説明したように，済州馬を生産し
て，調練して，乗馬場に供給するというシステムはま
だなかったのです。
　これからやる課題なのですが，おっしゃるように済
州馬の乗馬場を何ヶ所か何とか作って，そのような希
望者にサービスできるようにしたいと思います。
…………………………………………………………………
【質問】1つ教えていただきたいのですが，先ほどのお
話のなかに乗用馬のブランド化したものを作っていく
というお話があったのですが，それは visionとしてど
のあたりを目指していらっしゃるのでしょうか。
　例えば限りなく済州馬に近いものなのか，それとも
もっとハイブリッド的なものなのか。ブランド乗用馬
の姿というか，それを教えていただきたいと思います。
【康】おっしゃるようにサラブレッドと済州馬の混血の
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ものは中間タイプなのです。済州馬よりは大きく，サ
ラブレッドよりは小さいということです。
　そうすると，済州馬の場合は体高が 120 cm前後です
から，一般人が乗るには小さいような感じがします。
それで韓国の国立畜産科学院では，これをもうちょっ
と高くしようとしています。それから，済州馬という
のは気質が少し荒いのです。ただ，雑種型になるとサ
ラブレッドや済州馬よりは管理もしやすいし，性質も
良いのです。背を少し高くして，一般人も乗れるよう
な観光型の乗用馬という目的で，今 4～ 5年ぐらい研
究していますが，まだ商品としては出ていません。
　ただ，先生がおっしゃるように，私も済州馬で乗馬
したいところはたくさんありますから，そのときには
やはり背が低い済州馬が向くのではないかと思います。
その意味では，性質の良い馬を選んで，それを専門家
がよく調教すれば，青少年，あるいはお年寄りの方に
も，済州馬はブランドの乗用馬の 1つになるのではな
いかと思います。
　今のところはサラブレッドと済州馬を交配したもの
を韓国流にプッシュということで，研究機関で研究を
続けています。私個人としても，やはり純粋な済州馬
を 2番目にブランド化したほうが良いと思います。今
日は，皆さんのご意見をお聞きして，力になりました。
頑張ってみたいと思います。
…………………………………………………………………
【質問】康先生には，17～ 18年間お世話になっていて，
「馬インダストリー Expo」に，一昨年，昨年，今年と
毎年ご招待いただいています。ああいう非常に大きな
規模の Expoを毎年開催するというのはすごいなと，感
心しながら参加させていただきました。
　もちろん韓国の KRAとか馬事協会とか，そういう機
関の協力のもとにやられているのでしょうが，一番感
心したのは，先生の事業団にいらっしゃる学生の皆さ
んとか大学院生の方，あるいは卒業した先生の教え子
の方々が，たくさん馬産業に関わる所にいらして，そ
の方々が（言い方は悪いのですが）一番下の部分を支
えて，ああいう大きな Expoができているのだと思っ
て，感心しながら拝見しました。
　日本ももちろんここにいらっしゃる JRAの方々が
引っ張ってくださり，そのほかの馬に関連する機関も
たくさん努力されているということではあるのですが，
大学でいうと獣医の方はたくさんいますが，私ども畜

産の分野で馬というと，残念ながら関係者は非常に少
ないのが現状だと思います。日本の場合もかなり変え
ていかなければいけないし，私ども北海道の馬も問題
があるなと思っているのです。
　今韓国ではもちろん済州馬が中心になると思います
が，学生を含めて社会に対する教育のシステム，そし
て先生がおやりになっていること，あるいは今後先生
がやりたいと思っておられる夢の部分も含めて，教育
の部分を語っていただけたらと思います。いかがで
しょうか。
【康】どうもありがとうございます。
　Expoに 3年続けておいでいただきまして，本当にあ
りがとうございました。教授としていろいろと支援を
いただきました。責任者の教授としては，その Expoと
いうのはそれほどやさしくできるものではないという
ことを実感しました。
　しかし，昨年からは KRAが「競馬場にいらっしゃい。
一緒にやりましょう」と声をかけてくださり，第 2回，
第 3回はある程度楽に開催できました。政府，県，あ
るいは関連団体の協会の下，団体あるいは協議会や準
備委員会を幅広く作って，基盤を強固にしたいと思い
ます。そうすることで，これからの第 4回，第 5回は
もっと実りある成果が得られるのではないかと思いま
す。
　また大学院での専門家教育も重要です。マスターを
卒業したら本当に韓国では専門家になります。しかし，
まだ経験は足りません。「もうちょっと研究できません
か」ということで，いまマスターから 7名が上のドク
ターコースに進学しまして，2011年から教育が始まり
ました。おかげ様で 30名ぐらいの修了生，学位をとっ
たマスターの学生，それからドクターはまだとってい
ませんが，7名ぐらいが韓国の済州島で研究中，ある
いは専門家として育っているということは，私にとっ
て少しの成果ではないかと思います。
　一般人に対してのコースは，馬産業の普及，ホース
セラピー，治療者のプロ養成，それから乗馬がありま
す。それから，小学校の子どもたち，4年・5年・6年
生を対象に 4回ぐらい乗馬の研修をしましたが，非常
に興味深いことに，大人より早くリズムが合ってきま
す。そして，来年は青少年，一般人の乗馬にも力を入
れたいと思います。
　それから最近では人々が長生きになって，韓国でも
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高齢の方が多いのですが，その方たちを対象に乗馬と
コミュニケーションということも考えています。済州
Horse Schoolということで，大学内の学部・マスター・
ドクターコースは別にして，一般人，青少年，高齢者
向けプログラムをやってみようと今準備しています。
皆様のご支援，ご指導をいただけますよう，よろしく
お願いします。
　先ほど申し上げましたように，馬産業を発展させよ
うという雰囲気があるので，教授としてその雰囲気に
乗って，前で，あるいは後ろで何かやることがあった
らやってみたいと思います。今後も大学や研究所，あ
るいは団体で一緒に，この馬産業がずっと発展するた
めに，私たちが少しでも役に立つようなことがありま
したら，ぜひ教えていただきたいし，ご協力もいただ
きたいと思います。
　最初に申し上げましたように，日本が大好き，第二
の故郷で永遠に好きです。皆様のご協力，ご支援，そ
れからご参加をお願いしたいと思います。
…………………………………………………………………
【質問】私も在来馬の木曽馬とちょっと関わっていて，
Horse Therapyをやっています。私は出身が明治鍼灸大
学，現在は国際医療大学と言いますが，鍼灸学会のメ
ンバーで，韓国の人たちとも一緒に共同研究をやって
います。
　韓国の医療システムの中では，鍼灸師というのは西
洋医学の人と同じぐらいのレベルで教育を受けていま
す。馬に針をやっている人もお聞きはするのですが，
あまりないということで理解しているのですが，やっ
ている方も結構いらっしゃると思います。
　木曽馬ぐらいの大きさが Horse Therapyにはちょうど
いいかなという話をしていたのですが，ただ木曽馬で
乗っていて楽しくするためには，もう少し軽くしたい
なということで，いろいろな人が在来馬と他の馬を掛
け合わせて馬をつくっているのです。
　済州馬とサラブレッドの組み合わせというと，イ
メージとしては F1と耕運車をボンッとぶつけてという
感じで，それで軽くなってうまく走るというのがどう
も解せないのです。サラブレッドに行き着いた背景な
どがわかればうれしいのですが，何かご存じであれば
お願いします。
【康】そうですね…。済州馬は早く走るのではなくて，
長く走る特徴を持っているエンデュランスタイプの馬

です。サラブレッドは，すぐにトップスピードで走れ
るような資質を持っています。この 2つは合わないよ
うな感じなのですが，先ほども申し上げましたように，
済州島は済州馬だけの競馬をする立場なので，資源が
ないからある期間までは雑種でもよいからいうことで，
雌の済州馬に雄のサラブレッドをかけて，交雑種を
作っているのです。
　それで生まれるものは，サラブレッドに近いものも
あるし，また済州馬に近いものもありますし，2つの
中間型もあります。ですから，雄馬に似ているものを
選んで，それを競馬に出すということは 25年間続けて
きました。それがあと 5年で終わります。そうなりま
すと，競馬にも使えないので，済州馬より少し大きい
タイプは，乗馬場に行くかもしれません。それから，
サラブレッドよりは性質が少しはおとなしい馬を乗馬
場で調練して，それを市場に出すかもしれません。
　F1ですから，今後どうなるかということが心配なの
です。何か問題がありましたら，今後ご指導をいただ
けますよう，よろしくお願いいたします。
…………………………………………………………………
【質問】お伺いしたいのですが，私は元 JRA所属です
が，今から 50年ぐらい前に，競馬のいろいろな輸入業
者がありまして，そこが済州馬ポニーを数十頭輸入し，
JRAの各競馬場の乗馬厩に 2～ 3頭ずつ配置されたこ
とがあるのです。
　ところが，この馬の気性が大変荒く，たぶん野生の
ようにして飼われていたのだろうと思うのです。人が
扱えない，手が出せないのです。結局，馬房の周りを
全部畳にして。それでも駆け上るようなことで，結局
使い物にならなかったのです。
　先ほどのお話で，今聞くとチョランマルの雌馬にサ
ラブレッドをかけているのですか。
【康】サラブレッドの雄をかけています。
【質問】そうですか。私は逆だと思っていたのです。
【康】逆も少しはあるのです。
【質問】例えば，アルゼンチンにファラァベラポニー
がありますね。ああいう馬をつくるときに，小さい馬
の雌馬に大きい馬，例えばサラブレッドをかけるとか，
そのような仕方をすると，妊娠中に子宮破裂してしま
うのです。それで生産されないのです。
　ですから，そういうことがあるので小さい馬にサラ
ブレッドをかければ…。
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【康】難産ですね。
【質問】難産というか，必ず何頭か生まれなくなってし
まう。こういう現象がありますから，恐らく逆だろう
と思ったのです。
　もう 1つは，もともとちょっと荒い気性の馬だとい
うようなお話ですから，そのようにしたのではないか
と思ったのです。F1のほうは，性格的にはどうなので
しょうか。
【康】非常に穏やかです。雌馬の済州馬の性質ではなく
て，サラブレッドでもない。ですから，中間というか，
非常に管理しやすいのです。
　先生がおっしゃっているように，反対にするのは非
常に少ないです。なぜかというと，済州競馬場の競馬
は，体高が何 cm以上になると競馬はできませんとい
う規則があります。
　ですから，少し小さいサラブレッドの雄を生産して，
それから雌を済州馬にして，大きなものではなくて，
背を基準にして生産する，そういう農家もあります。
ただ，雄・雌を逆にするというのは，競馬馬に関して
はありません。
【質問】わかりました。どうもありがとうございました。
…………………………………………………………………
【質問】私はかつて，ミトコンドリア DNAの多型を
（polymorphism）を研究していた時がありまして，日本
在来馬は 8種あるのですが，それはもともとモンゴリ
アンネイティブホースを起源にしているということで，
その途中の朝鮮半島を経由して馬は日本に持ち込まれ
たわけです。済州島の馬はそのときの研究成績ですと，
日本の馬よりも多型があって，日本の在来馬の祖先の
ような関係になっていたのです。
　日本在来馬の保護も重要な問題ですが，チョランマ
ルの保護活動というか保存に関して，どんなポイント
に気をつけているのか，もしわかれば教えていただき
たいのですが。
【康】30年前に，純粋なものを探すときには，頭や体
のつくりと，採血して血液の蛋白型がどうだったか。
そのくらいで，これは純粋なもの A，それからちょっ
と純粋ではないが近いものを B，一応このようなこと
で分けて，Aグループから 64頭が天然記念物になりま
した。
　それらが増殖して，現在のサイズになりました。おっ
しゃるように，済州島の馬も最初からそこにいたので

はなくて，外部から伝わって，済州島まできたという
ことです。日本の研究成績から，済州の馬は大陸型の
遺伝子を持っているということがわかっています。
　ただ，そのあとに改良種が入ったのです。そして少
し大きくなったのでしょうが，やはり外から良い馬を
生産して，本当に大きくなった後に，また近親交配に
より，やはり今のように小さくなったのではないか。
血液学的には，モンゴリアンの雄の血がある程度は
いっているということは考えています。
【質問】ありがとうございました。
…………………………………………………………………
【質問】単なる乗馬好きで，こんな専門的な所に来てし
まったのですが，ちょっとお聞きしたいことがござい
ます。済州島で馬に乗るのが大好きで，何度も伺って
いるのですが，済州島には遊歩道がありますよね。そ
ちらを馬で一周できるようにする計画があると何年か
前に伺いましたが，その計画は，その後進んでいます
か。
【康】あります。今考案中のものは，2つです。私が養
成する方たちは，半日あるいは 1日，1泊 2日ぐらい
乗馬をしたいという願いがあるのですが，そのような
施設やプログラムはないのです。
　その結果，県が修了者の要求に従って 1時間，ある
いは 4時間，午前・午後，あるいは 2日間。このよう
なプログラムをつくる，施設をつくるということで，
ハルラ山を中心に一周できるようなコースを昨年始め
ました。昨年，30 kmくらいを県がやったので，今後
乗馬として一回りできるようにしたいと考えています。
　あそこは小さい山が 370 mぐらいあるので，その中
を馬に乗ってコントロールできれば，上手な方はその
山に上ってストレスを解消できる。そういう山乗馬も
あるし，また平地で初級の乗馬もできます。
　それから，海に行きますと海岸の乗馬もできますの
で，そのコースの種類を少し多様化して，利用者の希
望に沿うように準備をしています。来年，再来年ぐら
いになりますと，全体を一回りすると 1日，あるいは
2日間ぐらいのコースができるのではないかと思いま
す。
　特に済州はゴルフ場が非常にたくさんできましたが，
今はゴルフ場経営がうまくいっていません。それを乗
馬場にというケースもありますので，今よりはコース
を選ぶのに，非常に幅広くできるのではないかと思い
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ます。ぜひまた来ていただきたいと思います。
…………………………………………………………………
【南保】康先生，サラブレッドのことをちょっと教えて
ください。
　韓国では，たしか 1990年代の始めぐらいには，サラ
ブレッド生産の数がまだ年間 500頭ほどでしたが，今
ではもう 2,500頭に近い。つまり，この 25年の間に 5
倍くらいに増えているということですが，それだけサ
ラブレッドの競馬の人気というものが年々高まってき
ていると。この 25年間は，そういう時代を過ごされた
わけですね。
【康】ご承知だと思いますが，現在は競馬場が，ソウル
競馬場，プサン競馬場，済州競馬場の 3つですが，4
番目の競馬場が工事中です。竣工予定は2016年ですが，
少し遅れて 2017年になると思います。4競馬場になり
ますと，かなりの頭数のサラブレッドが必要になりま
す。1つの競馬場ができると，正式な職員の雇用が1,000
名ぐらいになります。そういうことで，学生たちも興
味を持ち，その地域は専門人力定員がちょっと増えた
のです。ヨンチョンという所なのですが，そこの住民
たちも非常に期待しています。
　ただ，韓国の競馬の場合は，国民のギャンブルを嫌
悪する傾向が強いということで，政府は抑えるのです。
場外の勝馬投票券を買う所も許可しません。それから，
セキュリティカードのようなものを提示して，チェッ
クして入るということですから，そうなると競馬産業
というのは非常に危ない，落ちるということです。関
係者たちは政府に対して「いや，そうではない。どう
して抑制するのか」ということで，今反対しています。
　入場券はそれなりの金額です。それから，つまり良
いことと，少し問題のことが重なっているところはあ
りますが，頭数は増えると思います。
【南保】なるほど。ありがとうございます。
　もう少し時間がありますが，あと 1つだけいかがで
しょうか。
…………………………………………………………………
【質問】韓国では馬の頭数が非常に増えているそうで，
とてもびっくりしました。私自身，大学で研究を始め

るまではほとんど馬に触ったことがありませんでした。
私の故郷ですと，馬は食べないし，馬に触ったことも
ほとんどないし，馬に乗ったこともほとんどない。乗
馬も競馬もみんな知らないというのが，普通でした。
　ちょっとお聞きしたいのですが，供給する側の生産
者とかが，馬の頭数を増やそう増やそうといって，と
ても努力したと思うのですが，受け入れる側といいま
すか，一般人で馬を全然知らないという人の所に馬を
「はいっ」とあげても，たぶんそれほど広まらなかった
のではないかと思うのです。その点で何か工夫された
ということがあれば，教えていただきたいと思います。
【康】素晴らしい質問，ありがとうございます。制度は
ないのですが，ここでは大学の馬の専門家が一緒です
から，済州馬の 2つの大学。それから，本島にもチョ
ンボク地方に 1つ。それから，キョンボク地方に 2つ。
全部で 7個ぐらいの大学で，協力しています。
　その人たちがやはり生産，それから調教，いろいろ
なことを習って，専門家としてそういうインフラを拡
大するのに役立つように努力するのではないかという
ことが考えられます。できるまでには，3年から 5年
の時間がかかるかもしれません。
　それから，高校の場合もあるのです。高校も済州島
に 1校，本島にも 4～ 5校ぐらいあるので，この生徒
たちが勉強して，社会に出て，また別な所に行ったら，
そういう雰囲気をもっともっと拡散する指導者になる
のではないかと思います。ですから，今もし問題があっ
たとしても，3～ 5年後にはそういうことが解決に向
かい，今の雰囲気が変わるのではないかということは
予想されます。明確な答えではなくて，申し訳ありま
せん。
【南保】康先生，きょうは韓国からご来日いただきまし
て，大変貴重なご講演をどうもありがとうございまし
た。皆様方，大きな拍手をお願いいたします。
　康先生は懇親会にも参加していただけるということ
ですので，そのあとにご質問や，懇親を深めていただ
ければと思います。あらためまして，康先生，どうも
ありがとうございました。

　（編集・監修：石田信繁）
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驚きに満ちた物語
凄みを感じる小説である。どう説明したらいいのか
と悩むほどの迫力だ。いや，もしかしたら，説明など
必要ないのかもしれない。どんな言葉も，空しく響い
てしまいそうで怖くなる。
それが，私の『颶風の王』を読み始めたときの感想
だった。
周囲の人に「で，どうなの？ 面白いの？」と聞かれ
たとき，私はこういう作品を「面白い」とか「楽しい」
とか言っていいのだろうかと迷いながらも，「とにかく
すごいのよ」と答えた。
嘘ではない。
とりわけ，第 1章は吐き気を催すほどのショックを
受けた。吐き気といっても，気分が悪くなったわけで
はない。ただ，ひたすらに悲しく，どうしようもなく
切ない物語を前にして，自分自身の心を整頓できなく
なったのだ。
小説なのだから，虚構の世界で起きたことだとわ
かってはいる。わかっていながら，目の前で実際に惨
劇が起きたかのような気持ちになる。

地獄の中で出会った馬と人
物語は 18歳になった主人公・捨蔵が母親に会いにい
くところから始まる。がっちりとした体に鍛えあげら
れた筋肉。しかし，その身は寂しさとやるせなさに満
ちている。
雨の中，畦道の野菊を手折り，捨蔵は歩く。わざわ
ざ雨の日を選んで出かけたわけではない。百姓仕事に
明け暮れる彼が時間をとれるのは，天気が悪い日に限
られるからだ。

彼が目指すのは庄屋の家。村の中でもことさらに目
立つ名家で，母の実家でもある。
しかし，捨蔵は自分が招かれざる客であることを
知っていた。母は身分が低い父親との間に，祝言もし
ないうちに彼を身ごもったのだ。とある事件の後，母
は，以降 18年間，外の世界との接触を断ち，座敷牢の
ような部屋で昼夜逆転の生活をしている。
身も心ももはやこの世にはなく，ただ薄暗がりの中
で時が経ち，死が迎えにやってくるのを待っている，
それが母の毎日だった。捨蔵が自分の息子だと認識し
てはいるが，彼がなぜ生まれてすぐに里子に出された
か，息を潜めるように静かに生きていなければならな
いかについて，わかっているのかどうか…。
捨蔵を生んだときに味わった地獄が，お嬢さん育ち

2015年度馬事文化賞受賞作 
『颶

ぐ

風
ふう

の王』（河﨑秋子著）
三浦暁子

Introducing the Winner of the FY 2015 
JRA Equine Culture Award: “The Hurricane 
King” (by Akiko KAWASAKI)
Akiko MIURA

三浦暁子（みうら　あきこ）
エッセイスト。1956年生まれ。上智大学文学部史学科卒。
結婚後、文筆活動を開始する。
文芸家協会会員、ウマ科学会評議委員、兵庫県のじぎく文
芸賞選考委員、神戸新聞文芸エッセー部門選者。著書多数。

特別記事

Hippophile No. 66, 23-25
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だった彼女から正気を奪った。しかし，彼女はやり遂
げた。たった一人で，雪崩によって遭難しながらも，
追っ手を振り切り，おなかの子を守り通したのだ。
正確にいうと，一人ではなかった。
頼りとする夫は一緒にいることができなかったが，
夫の思いを受けついだ一頭の馬が，文字通り，身を投
げ出して母と子を守り，その身を差し出して飢えから
救った。そして，最期はシェルターとなってお腹の中
の子供ごと包み込み，力尽きたのだ。
馬の名はアオ。
母と子を新しい土地へ運ぼうとしながら果たせな
かった馬だ。しかし，その代わりに，母子を死から救っ
た救世主でもあった。
捨蔵はアオの思いを無駄にしてはならないと決心す
る。アオと母が命がけで守り，与えてくれた人生であ
る。村の片隅で，朽ち果てるように生きているのは
嫌だ。
そこで，開拓民として北海道に渡ることを決心する。
母親に会えなくなっても，故郷である東北の村を離れ
ることになってもかまわない。自分は新しい人生に
打って出る，と決めたのだ。
故郷を離れる前，捨蔵は 1頭の馬を買った。自分を
守ってくれたアオの血が流れている馬で，これから始
まる北海道での毎日を共に歩いてくれる強い味方とな
るだろう。

新しい土地での新しい日々
第 2章では，北海道・根室でたくましく生き抜いた
捨蔵とその家族の厳しくも希望を感じさせる生活が描
かれる。
とりわけ，孫娘の和子の存在が輝く。
新しい主人公と呼びたくなるワカという馬も登場す
る。気性は激しいものの，魅力あふれるワカが，一家
の生活を支えるのだ。ワカは，捨蔵が連れて行った馬
と道産子がかけ合わさって生まれた馬だから，アオの
血をひいていることになる。
捨蔵は故郷の村を恋しがってはいなかった。前を向
いて歩くのに精一杯で，そんな余裕はなかったのだ。
北海道の大地に根付いて生きていくためには，忘れな
ければいけないことがたくさんあったのだろう。
しかし，不幸は容赦なくやってくる。どんなに必死
で生きていても，人は時に，残酷な現実に打ちのめさ

れ，にっちもさっちもいかなくなる。
捨蔵の一家も例外ではなく，家族の死，馬の喪失，
それに伴う経済的な困窮に耐えなければならない。
労働力として島に貸していた馬たちが，島に取り残
され，戻ってくることができなくなったからだ。馬は
捨蔵の一家にとって，半ば家族であり，大切な財産で
あり，養い手として欠かすことのできない存在だった。
どんなにたくましく生きてきた人間も，野生の塊の
ような馬でさえ，自然の猛威の前には，なすすべが
ない。
捨蔵は持っているものをすべて手放し金銭に換えて，
親戚を頼るしかなくなる。
故郷を去って行く和子の口から漏れるのは，「もう，
およばねぇ」の一言だった。
もうおよばねぇ。泣いても仕方がない。どうしよう
もないのだ。
島に残った馬たちのことも，あきらめなくてはなら
ない。それが家畜として馬を飼う一家の宿命でもあっ
たろう。
が，しかし……。

6世代にわたって続く物語
最終章で，和子の孫，ひかりが登場すると，物語の
流れが一変する。
祖母や曾祖父が心血を注いできた馬とのつきあいは，
ひかりとは無縁だ。恐ろしいまでに研ぎ澄まされた馬
とのつきあいは，過去のものとなった。
若く美しいひかりは青春を謳歌する大学生だ。スマ
ホ片手に友達と連絡を取り，わからないことは即座に
サーチして，平成の世を生きる。彼女にとって，血な
まぐさいにおいを放つ捨蔵の出産話も，島に置き去り
にされた馬たちの悲しみも，遠い過去の話だ。
ところが，病に倒れ，ICUに担ぎ込まれた祖母のう
わごとが，ひかりの毎日を変える。電流に打たれたよ
うに，彼女は幼い頃祖母から聞いた話を思い出し，自
分にできることは何かを模索し始める……。

『颶風の王』は 6世代にわたる家族の物語だ。
6世代。小説の中だからこそ存在できるが，現実に
会うことはかなわぬ人々だ。
中国には「四世同堂」と言う言葉がある。4世代に
わたる家族が同じ家に住むことのできる幸福を示すも
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のだ。健康と富に恵まれてこそ実行できる生活だが，
簡単にはいかない。しかし，不可能ではない。曾祖父
がひ孫を抱くという光景は，あり得ないものではない。
現に私の息子も曾祖父に抱かれたし，キャッチボール
までしてもらった。
しかし，6世代となると話は別だ。幽霊にでもなっ
て，この世にやって来なければ会うことはできないだ
ろう。人間には寿命というものがある。
しかし，この『颶風の王』を読むと，血の流れこそが，
不可能を可能とする鍵だと思えてならない。
馬という動物を介在しながら，人は次の世代に何か
を伝えようとする。どんなに苦しくても，気がふれて
しまうほどつらい経験をしても，人は胎内に宿った子
をこの世に産みだそうとするものだろうし，生まれた
子供はその血を次の世代に渡す。

2015年度，馬事文化賞に輝く作品
私はここ 20年ほど，ほぼ毎週末を競馬場で過ごして
いる。夫が筋金入りの競馬ファンだからだ。そして，
ずっと驚いていることがある。
それは，一見したところ，それは芸術品のように完
成された美を示すサラブレッドが，時に獣としての
荒々しい面をさらすことだ。どんなに手入れされてい

ようとも，サラブレッドには前の世代からの血を継ご
うとする猛猛しさがある。血なまぐさい宿命を背負っ
ているとでも言うべき動物としての本能が…。
度肝を抜く展開で始まった物語は，終盤，静かすぎ
るほど静かに，その扉をパタンと閉める。
6世代を経て，おどろおどろしい物語も変転の時を
迎えたということだろうか。それとも 7世代目に，新
しい血を受け渡す含みを残したのか？ それは今後，新
しい物語として結実するのかもしれない。

すでにご存じの方が多いだろうが，『颶風の王』は
2015年度の JRA賞馬事文化賞を受賞した作品である。

JRA賞馬事文化賞は，1987年に創設されて以来，馬
事文化の発展に顕著な功績のあった個人，または団体
に贈られてきたが，今回は久しぶりに小説部門からの
受賞となった。
著者の河﨑秋子氏は，本業は羊飼いであり，一日の
仕事が終わってから，執筆に取りかかるのだという。
忙しい生活の中で，次の作品を編むのは困難な作業で
はあろうが，次作を期待しないではいられない。馬と
人間の結びつきを描いた物語は，私たちの心を魅了し
てやまないものだからだ。
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総　説

―回顧的総説―日本のサラブレッド種競走馬における
レース中の骨折の疫学：1980年代から 2000年代初期に
かけての調査・研究成績―前田洋佑 1，花田道子 2，及
川正明 3（1北里大学獣医学部獣医学科大動物臨床学研
究室，2ヤマザキ学園大学動物看護学部動物看護学科，
3日本ウマ科学会）……………………………………… 81

日本中央競馬会（JRA）の事故調査委員会および競
走馬総合研究所の調査・研究成績の中，学術誌に公表
された論文を基に，1980年代から 2000年初期におけ
る JRAのレース中および調教中の骨折に関して疫学的
観点から遡及的に展望した。その結果は以下のようで
あった。① 14年間（1987-2000年）におけるレース中
の骨折の発生率は各々 1.83％（10,203頭／556,705頭）
であり，前肢の関節内骨折がほとんどを占めた。② 3
年間（1983-1986年），10競馬場において，レース中に
予後不良な重篤な骨折を発症した 259例について，骨
折発症時の状況をパトロール・ビデオ画像から分析し
た。発症は概ね，馬場の隅角や最後の直線走路を疾走
中に手前肢を左右いずれかに変換した際に，手前肢の
骨折として発生する傾向にあった。③走破タイムに及
ぼす諸環境要因の影響を , 芝馬場とダートコースの出
走馬を分析対象として，統計学的に分析した。その結
果，芝馬場とダートコース，馬場状態，各々の競馬場，
走行距離の各因子は走行タイムに有意に影響すること
が確認された。④馬場形状および性状を改造した一競
馬場における骨折の発生率を改造前後で比較したとこ
ろ，改造後の骨折の発生率が有意に減少した。その一
つの要因として，隅角の曲率を変え，馬場表面性状を
改造した馬場領域（約 600 m）の直前，領域通過中・
領域通過直後におけるラップタイム（走行タイム）が，
改造前に比し，変化したことが影響した，と推察され
た。⑤ 1987年から 2000年の 14年間における 10 競
馬場のレースに出走した延べ 556,705頭中の 10,203頭
の骨折馬（延べ 1.83％の骨折発症率）と馬場状態の関

連性を統計学的に検討したところ，芝馬場では，馬場
状態の悪化により骨折発症率が低下する傾向を示し，
ダートコースでは，馬場状態の悪化により骨折発症率
が有意に上昇した。⑥ JRAの各厩舎に入厩した 2歳競
走馬の第三中手骨炎（所謂“管骨骨膜炎”）の発症率
は最初の調教開始から 8ヵ月後の期間においては 66％
であった。⑦ 1998年から 2000年にかけての平地競走
における JRAの所属騎手の落馬した割合は 1,000回の
騎乗中 1.62回であり，米国およびオーストラリアの値
と近似した。以上の日本の疫学成績を通覧すると，環
境要因，特に馬場状態が骨折発症に何らかの影響を及
ぼしていることが推測される。しかしながら，馬場状
態などの環境要因のみを競走中の骨折の原因と見做す
ことは，真の原因から大衆の目を欺く Scapegoatであ
り，馬体側の危険因子をむしろ重要視すべきである，
との学説もある。したがって，馬体側と，馬体に影響
する可能性のある環境要因の両面から，さらなる究明
が望まれる。近年の競走馬の骨折に関する疫学的な研
究としては，2005年メルボルンにて開催された国際
会議の動向が注目される。この国際会議以降，レース
中の競走馬の運動器傷害の発生は直ちに騎手の生命に
関わるとの観点から，従来の記述的疫学的手法から多
変量統計解析による手法を用いて，可能な限り骨折発
症に関わる危険因子を把握し，対応しようとする方向
に調査・研究が推移しつつある。その結果，危険因子
を客観的に評価する技法，たとえば走行タイム，走行
距離，馬場形状および馬場表面性状ならびに獣医師に
よるレース前の臨床検査所見等の表示および基準を標
準化し，世界共通の指標を用いて，骨折防止に取り組
もうとする趨勢にある。また，馬場性状，走行スピー
ド等の諸環境の変化が馬の脚にどのような影響を及ぼ
すのかを明らかにする目的で，種々な蹄鉄装着型の測
定装置を用いた研究も展開されている。さらにレース
中の骨折を生物学的な病的現象として捉えた研究も展
開されている。すなわち，偶発的事故を除き，レー
ス時の骨折の大半が骨・軟骨の組織疲労や潜在的な

Journal of Equine Science
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和　文　要　約
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骨・軟骨および支持組織（腱・靱帯）の病変の存在下
で，レースという負荷が加わった際に起こる病的骨折
（Pathologic fracture）であること証明する証拠が蓄積し
つつある。それゆえ，これら骨組織および骨を支える
支持器官・組織の病的状態を骨折発症以前に把握しよ
うとする研究が進行している。他方，レース歴・調教
履歴（距離や走行速度）の累積量や比率を算出し，骨
や支持組織の組織疲労を定量評価し，骨折や運動器傷
害の危険を回避するための調教処方を作成しようとす
る試みも展開されている。以上，1980年代から 2000
年初頭にかけての JRAおよび競走馬総合研究所の骨折
に関する調査・研究を世界各国の成績と対比しつつ遡
及的に展望したが，これら成績の中には競走馬の骨折
のリスク軽減上，実用的な，あるいは道標としての役
割を果たしたものが少なからずあった，と思考される。

原　著

ナイジェリア国カズナにおける馬インフルエンザの
血 清 疫 学 ― Clement A. MESEKO1, David O. 
EHIZIBOLO1, Edith C. NWOKIKE2 and Yiltawe 
S. WUNGAK1（1Viral Research Division, National 
Veterinary Research Institute, P.M.B 01 Vom, 
Nigeria, 2Equitation Wing, Nigerian Defence 
Academy, Kaduna, Nigeria） ………………………… 99

馬インフルエンザウイルス（EIV）は，世界の多くの
地域の馬における主要な急性呼吸器疾患であり，大き
な経済被害をもたらす。熱帯アフリカにおける EIVの
疫学情報は乏しい。A型インフルエンザウイルスの核
タンパク質（NP）を検出する酵素結合免疫吸着検定法
（ELISA）により，ナイジェリア北部カズナ州の 284頭
から採取した馬血清を試験した。陽性を示した馬血清
については，さらに H3N8および H7N3亜型の A型イ
ンフルエンザウイルスを抗原とした血球凝集抑制（HI）
試験に供した。その結果，NPを検出する ELISAの陽
性率は 60.9％（173/284）であった。H3および H7亜型
に対する抗体陽性率は，それぞれ，60％（21/35）およ
び 20％（7/35）であった。大規模馬群を守るため，適
切な輸入馬に対する検疫，国家規模でのサーベイラン
スおよび適切な防疫対策が推奨される。

LCORL遺伝子上流の一塩基多型 BIEC2-808543が後期
育成段階のサラブレッド種の体型に及ぼす影響―戸
崎晃明 1，佐藤文夫 2，石丸睦樹 2，菊地美緒 1，栫　裕永 1，
廣田桂一 1，永田俊一 1（1競走馬理化学研究所，2日本
中央競馬会日高育成牧場） ……………………………107

Ligand-dependent nuclear receptor compressor-like

（LCORL）遺伝子は様々な生物種の体高および骨格構
成に影響を及ぼし，ウマにおいては，LCORL遺伝子
の上流に位置する一塩基多型（SNP）である BIEC2-

808543C/Tが，成熟した個体の体高と関連することが
報告されている。一方で，それ以外の体型指標に及ぼ
す影響は明確に評価されていない。本研究においては，
JRA日高育成牧場で繫養され，後期育成段階（1歳 9ヵ
月から 2歳 3ヵ月）にある 322頭のサラブレッド種を
調査対象とし，体重体高比（筋量の指標），体重，体
高，胸囲および管囲の計測値と BIEC2-808543の遺伝
型（C/T型および T/T型）との関連を調査することで，
LCORL遺伝子がサラブレッド種の体型全般に及ぼす影
響を調査した。これらの体型指標の中で，体高および
管囲においては，雌雄ともに統計的に有意（P＜0.05）
な関連が認められた。C/T型は T/T型に比べ，体高
では最大で雄 1.8 cm，雌 2.1 cm，管囲では最大で雄
0.65 cm，雌 0.48 cmの差が認められた。以上の結果よ
り，上流に位置する BIEC2-808543は LCORL遺伝子の
発現調節を介して，サラブレッド種の体高や管囲など
の骨格構成に影響を及ぼすと考えられた。また，体重
体高比への影響が認められない一方で，体重への影響
が部分的に認められたことから，体高や管囲などの骨
格構成への影響は，間接的に体重にも影響を及ぼすと
考えられた。LCORL遺伝子および BIEC2-808543に関
する情報は，サラブレッド種の生産および飼養管理に
おいて有用であると考えられるが，遺伝子ドーピング
および遺伝子改変動物の作製にも利用可能であること
から，公正な競馬を施行するうえでは利用を規制する
必要もあると考えられる。

短　報

死亡時画像診断で心タンポナーデが判明したサラブレッ
ド育成馬の 1例―山田一孝 1, 4，佐藤文夫 2，堀内雅
之 1，樋口　徹 3，古林与志安 1，佐々木直樹 1，南保泰
雄 1（1帯広畜産大学，2日本中央競馬会日高育成牧場，
3日高地区農業共済組合，4現所属：麻布大学） …… 115

Autopsy imaging（Ai）とは，剖検前に実施される死
亡時画像診断のことで，ヒトの法医学分野で利用され
ている。放牧地で死亡していた 1ヵ月齢のサラブレッ
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ドに対して，CT検査によるAiを実施した。CTにより，
心嚢液貯留，大動脈虚脱，肺出血，心室内ガス，肝実
質内ガスおよび消化管の拡張が描出された。剖検では，
CTで描出されなかった左心耳の裂孔が確認された。そ
のため，Aiと剖検は相互に補完する検査と考えられた。
これらの結果から，死因は外傷性心タンポナーデと診
断された。以上，Aiは死因解明の選択肢として有用と
考えられた。

Equine Motor Neuron Diseaseの集団発生がみられた
4症例―佐々木直樹 1，今村　唯 1，関谷明生 2，伊藤
めぐみ 1，古岡秀文 2（1帯広畜産大学臨床獣医学研究部
門，2帯広畜産大学基礎獣医学研究部門）……………119
今回，同一の乗馬クラブにおいて飼養されている 4
頭の馬の四肢や舌に線維束性筋収縮が観察され，病理
組織あるいはバイオプシーにおいて神経原性筋委縮が
観察された。また，病理解剖を行った 2症例において
は脊髄腹角の神経の細胞体に封入体である Bunina様小
体が確認され，病理学的に EMNDと診断された。血清
中ビタミン E濃度は，全頭が 0.3-0.4 µg/mlの範囲内に
あり，正常馬に比較して著明に低値を示した。発症要
因としてビタミン Eの摂取不足の環境が推測されたが，
ビタミン E製剤投与による症状の著明な改善は観察さ
れなかった。

サラブレッド競走馬（2-5歳）における血液酸化スト
レス指標の基準値―草野寛一 1，山嵜将彦 2，木内政
孝 3，金子幸輝 4，小山勝弘 5（1日本中央競馬会美浦ト
レーニング・センター，2ヤマザキホースクリニック，
3山梨大学大学院医学工学総合教育部，4ウイスマー研
究所，5山梨大学大学院総合研究部）…………………125
酸化と抗酸化の均衡レドックスバランスは，ウマの
医療や運動生理学分野で注目を浴びている。これらの
分野における知見は多く認められるが，酸化ストレス
指標の基準値に関する研究はきわめて少ない。本研究
では，酸化ストレス値（Reactive Oxygen Metabolites-

derived compounds, d-ROMs）や抗酸化力値（Biological 

Antioxidant Potential, BAP）の基準値の策定を試みるた
めに，2-5（平均 3.94± 0.81）歳のサラブレッド競走
馬 372頭（牡 191頭，牝 181頭）の血液検体について
評価した。いずれの指標にも性差が存在することが明
らかとなり，特に牝では成長あるいは加齢に伴う変化
が顕著であることが明らかとなった。これらの結果か
ら，臨床現場において疾病の診断やコンディショニン
グツールとして酸化ストレス指標を用いる場合は，性
別や年齢を考慮することが重要であると思われる。
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日本ウマ科学会臨床委員会では，昨年（平成 27年）9月 8日に開催された麻酔講習会において，Dr. Khursheed R. 
Mama（Professor of Anesthesiology at Colorado State University）ならびに Dr. Eugene P. Steffey（UC Davis名誉教授）
を招待いたしました。

Dr. Mamaは様々な麻酔薬を使用した静脈麻酔について多くの研究を積み重ね，いろいろな動物種における安全
な麻酔方法について追求されています。また，Dr. Steffeyは吸入麻酔のスペシャリストで多くの麻酔教科書を執
筆している世界的に有名な麻酔獣医師として知られています。
平成 27年 9月 8日に JRA美浦トレーニングセンター競走馬診療所での招待講演ならびに麻酔実習の模様を

DVDとしてライブラリー化することができました。つきましては，日本ウマ科学会会員の希望者に 1セット 3,000
円（消費税込み・別途送料着払い）で販売致します。
ご希望の方は，以下の申込み用紙に必要事項をご記入の上，日本ウマ科学会事務局まで FAX，e-mail又は郵送
にてお申込み下さい。
また，Dr. Brooks（眼科実習），Dr. Richardson（LCP固定術の講演・実習），Dr. LeBlanc（繁殖診断実習），Dr. 

Sue Dyson（跛行診断の講演・実習），Dr. White（開腹手術の講演・実習），Dr. Scott（装蹄講義・実習）の DVDも，
お申込みいただけます。なお，DVD到着後の返品はご容赦下さい。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐　キリトリセン　‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
申込用紙

ご希望の DVDと枚数

第 28回学術集会　Dr. Mama & Dr. Steffey DVD 2枚組 （　　　）セット
第 27回学術集会　Dr. Scott DVD 2枚組 （　　　）セット
第 26回学術集会　Dr. White DVD 2枚組 （　　　）セット
第 25回学術集会　Dr. Sue Dyson DVD 2枚組 （　　　）セット
第 24回学術集会　Dr. LeBlanc DVD 1枚組 （　　　）セット
第 23回学術集会　Dr. Richardson DVD 2枚組 （　　　）セット
第 22回学術集会　Dr. Brooks DVD 1枚組 （　　　）セット

お
フ リ ガ ナ

名前

ご
フ リ ガ ナ

送付先住所
〒　  　－

ご所属

電話番号

メールアドレス 　　　　　　　　　　@

お支払い方法
（ご希望の方法に○） （　 ）銀行振込　・　（　 ）現金書留

連 絡 先：　日本ウマ科学会事務局
　　　　　　 FAX：　0285-44-5676　　　e-mail：　e-office@equinst.go.jp
　　　　　　 住所：　〒 329-0412　栃木県下野市柴 1400-4　JRA競走馬総合研究所内

お知らせ
第8回臨床委員会　DVD販売のお知らせ
・招待講演
　1．最新の静脈麻酔法（Dr. Mama)
　2．周術期の疼痛管理（Dr. Steffey)
・麻酔実習　
　通常の静脈麻酔とスリングを応用した起立法（Dr. Mama & Dr. Steffey)
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協賛団体名
団　体　名 　 〒　　　　　　　　　　　　　　住　　所

日本中央競馬会 106-8401　東京都港区六本木 6-11-1　六本木ヒルズゲートタワー

地方競馬全国協会 106-8639　東京都港区麻布台 2-2-1　麻布台ビル

賛助会員名簿
（五十音順）

会　員　名 　 〒　　　　　　　　　　　　　　住　　所

（株）アイペック 170-0002　東京都豊島区巣鴨 1-24-12　アーバンポイント巣鴨 4F

公益財団法人　軽種馬育成調教センター 183-0024　東京都府中市日吉町 1-1　東京競馬場内

公益財団法人　ジャパン・スタッド 
ブック・インターナショナル 105-0004　東京都港区新橋 4-5-4　日本中央競馬会新橋分館 6F

筑波家田化学（株）栃木営業所 323-0022　栃木県小山市駅東通り 2-29-10　大都産業本社ビル 2F

DSファーマアニマルヘルス（株） 541-0053　大阪府大阪市中央区本町二丁目 5-7　大阪丸紅ビル 10階

一般社団法人　日本競走馬協会 106-0041　東京都港区麻布台 2-2-1　麻布台ビル

公益社団法人　日本軽種馬協会 105-0004　東京都港区新橋 4-5-4　日本中央競馬会新橋分館 3F

一般財団法人　日本生物科学研究所 198-0024　東京都青梅市新町 9-2221-1

公益社団法人　日本装削蹄協会 111-0051　東京都台東区蔵前 4-5-9　O.Tビル 4F

公益社団法人　日本馬事協会 104-0033　東京都中央区新川 2-6-16　馬事畜産会館 7F

一般財団法人　馬事畜産会館 104-0033　東京都中央区新川 2-6-16

文永堂出版（株） 113-0033　東京都文京区本郷 2-27-18

（株）ぺティエンスメディカル 194-0022　東京都町田市森野 1-27-14　サカヤビル 2F
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①  本誌の投稿は，Hippophile投稿規程（以下「規程」という。）
に基づくことを基本とする。

②  この基準は，投稿者が投稿しやすいよう投稿分野ごとに細
目を定めたものである。

③  原稿を本誌の目的に沿ったものにするため，1～ 3名の審
査員により審査を行い，事務局（（株）アイペック）を通じ
て投稿者と調整を行う。審査員の指摘を受けた投稿者は速
やかに事務局に回答するものとする。その目的は，多種多
様な本学会会員に対し，解りやすく美しい文章で，かつ投
稿者の真意が正確に伝わる記事にすることにある。

 　 　編集委員（長）および審査員は，掲載の可否にあたっては，
内容が特に営利目的でないもの，あるいは偏った個人批判，
地域批判，団体批判を含まないものであることに留意する。

④  本誌は，図表のカラー化を取り入れていることから，良好
なピントや色彩を求める。

⑤  本誌は，各号のページ数を刷上り約 40ページとするため，
投稿ページ数に制限を設ける。ただし，やむを得ない場合は，
投稿者と協議のうえ，編集委員長がページ数を決定する。

⑥  図は，写真を含めて図と称し，番号を付け，タイトルと説
明文を付記することとする。その大きさは縦 6.0 cm×横
8.5 cmとするが，説明文のスペースの関係から図 1枚につ
き縦約 7 cm取ることとする。ページ数の調整の関係で編集
委員（長）の一任により図のサイズを決定することがある。

⑦  投稿者は顔写真（カラー）と略歴（150字程度）を添付す
ることとする。

⑧  刷上り最大 24字× 42行× 2段＝ 2,016字の字数が 1ペー
ジに印刷可能であり，これを目安に投稿することとする。

⑨  図 1枚の占めるスペースの字数は約 168字となる。
⑩  表にはタイトルと説明文のほか，必要に応じて注釈・解説
文を添付することとし，表の大きさは，ページ数を考慮
し，審査員と編集委員（長）が協議のうえ決定する。

⑪  投稿者に原稿料（1ページにつき 3千円）を支払う。ただ
し，原則として研究論文や施設紹介には支払わない。原稿
料は，刷上りのページ数により算出し，ページ半分に満た
ない部分は切捨てとする。ただし，5ページ相当の原稿料
（1万 5千円）を上限とする。
⑫  投稿者は，原稿内容により，以下の各コーナーの分類につ
いて要望又は指定することができる。

総説：
　【ウマの科学的分野における研究の総括と展望】
　① 文献展望を主体とし，刷上りは図表を含めて 10ページ
以内程度とする。

科学論文・一般学術論文：
　 【ウマ科学に貢献する未発表・他の学術誌に未掲載の和文
論文】
　①オリジナリティーの高いもの。
　② 科学論文は，研究目的，材料・方法，成績・結果，考察，
纏めが適切に記述されている自然科学の論文とする。

　③ 一般学術論文は，自然科学に準ずるが，馬の文化，経済
学，芸術，歴史などの人文科学の論文とする。

　④ 刷上りのページ数は図表を含めて 10～ 12ページ以内程
度とする。

　⑤ 引用文献の書き方は JESの投稿規程に準ずる。本文中の
ナンバーリングは上付きとし，引用文献順に掲載する。

　　 但し，著者名の記載は 1名あるいは 2名までとし，3名以
上の場合は代表者 1名を記載し「その他，あるいは et al.」
として記載する。

馬事往来：
　【馬との関わりについての提言，レポート，エッセイなど】
　① 馬の文化や科学の実態を会員が相互に理解しておく必要
性のあるもの。

　② 刷上りのページ数は図表を含めて 3ページ程度とする。
馬事資料：
　【馬に関連する資料の掲載】
　① 日本の馬事資料として保存しておく必要性のある内容の
ものを掲載。

　② 刷上りのページ数は図表を含めて 3ページ程度とする。
特別記事：
　【馬に関連する競技会やイベント，利用実態などの記事】
　① 馬に関係する各種催し物や活動状況などを紹介。
　② 刷上りのページ数は図表を含めて 3ページ以内とする。
馬事施設紹介：
　【馬の文化・科学に関わる施設の紹介】
　① 日本の馬事文化，研究，教育，乗馬等に関わりのある施
設などの紹介記事。

　② 刷上りのページ数は図表を含めて 3ページ以内とする。
学術集会記事：
　【馬に関する学術集会における講演内容等の掲載】
　① 本学会の学術集会等を主体に掲載。
　② 刷上りのページ数は図表を含めて 3ページ程度とする。
関連研究会記事，その他：
　① 規程に準じて取り扱う。
　② 刷上りのページ数は 1～ 2ページとする。
　③ いずれのコーナーにも該当しないものにあっては，編集
委員長が新たにコーナーを設けることができる。

Hippophile 投稿に関する基準
（2013年 4月 1 日一部改定）



Hippophile, No. 66, 2016
2016年 9月発行

http://jses.equinst.go.jp/

編集委員長：楠瀬　良
発　行　者：青木　修
 〒 329-0412　栃木県下野市柴 1400-4
  JRA競走馬総合研究所内
 電話　0285-39-7398　FAX　0285-44-5676
 郵便振替口座番号　00130-3-539393
 　　加入者名　日本ウマ科学会
印刷者：株式会社　アイペック
 〒 170-0002　豊島区巣鴨 1-24-12
 電話　03-5978-4067

入会申し込み方法
下記宛にお申し込み下さい。年会費は 5,000円（国内）です。
 日本ウマ科学会事務局
 〒 329-0412 栃木県下野市柴 1400-4
  JRA競走馬総合研究所内
  電話 0285-39-7398　FAX 0285-44-5676
  E-mail：e-office@equinst.go.jp

編集後記

皇居東御苑内にある宮内庁三の丸尚蔵館で開催中の「馬競べ～馬の晴れ姿」（9月 4日で終了）の展示を見てき
ました。三の丸尚蔵館の存在は知っていましたが，行ったことはありませんでした。あと，近くまでは行っても，
入館したことがないのが神宮外苑の絵画館。美術好きでも何となく足が向かないのです。ところが初めて足を踏
み入れた三の丸尚蔵館ですが，コンパクトながら粒よりのコレクションが展示されており大変充実したものでし
た。展示作品のなかで特に編集子の目を引いたのは，後藤静夫という人が作った「栗毛速足」という馬像でした。
流星鼻梁白の栗毛が軽やかに速歩をして右後が着地した瞬間を造形化したもので，作者は陸軍一等獣医。明治 44
年に皇室に献上されたものだそうです。模型という位置づけのようですが，感情表現を排し，馬の動きの再現に
徹しているにもかかわらず，堅さはまったく感じられません。また細部の表現にも目を奪われました。馬は幅 2
ミリにも満たないミニチュアの蹄鉄を四肢に装着しているのですが，鉄唇が蹄に食い込み，釘節まで再現されて
いました。作者は，おそらく正規の美術教育を受けてはいなかったと推測されますが，これだけすがすがしい馬
像を作れるのは相当な馬好きだったに違いありません。

本号のメインの記事は，前号に引き続きウマ科学会学術集会の特別講演の記録です。演者の済州大学の康教授
は，日本に留学して学位を取得した方で，大変流暢な日本語で講演をしていただきました。お隣の国とはいえ，
韓国の馬産業の現在の状況について詳細な情報を得ることはなかなかできません。同国の馬産業推進の中心人物
の一人である康先生の今回の講演は，またとない貴重な機会だったといえるでしょう。韓国は多くの国々と自由
貿易協定を結んできた FTA先進国といえます。FTAの締結は産業の活性化を促しますが，一方で影の部分も生じ
ます。馬をめぐる産業を，海外からの安い農産物の流入で疲弊が見込まれる韓国農業の一部受け皿にすることは
可能かもしれません。
三浦編集委員には 2015年度の JRA馬事文化賞受賞作『颶風の王』を紹介していただきました。三浦さんも書
いている通り，実際凄味のある小説です。是非ご一読を。

さて最後に英訳に耐えるジョークを。
池にバケツの水を注いだら，鯉（Asian carp）が滝と間違えてバケツに飛び込んできた（S編集委員作）。
 （編集委員長　楠瀬　良）
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