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Hippophile No. 67

1．北海道和種馬の現状
北海道和種馬は，日本在来馬の中では最も登録頭数
が多い馬種である。しかし 1994年（2,928頭）から
2014年（1,226頭）までの 10年間で，頭数が半減して
いる（図 1）。
また，1994年には在来馬総頭数（3,466頭）に占め
る北海道和種馬（2,928頭）の割合が 84.5％であったの
に対し，2014年は在来馬総頭数 1,817頭のうち北海道
和種馬は 1,226頭となり，その割合が 67.5％と低下し
ている。これは，宮古馬や木曽馬が 10年間で頭数を増
加させた（1994年に対する 2014年の比率が，宮古馬
で 195％，木曽馬で 156％）のに対し，北海道和種馬の
頭数が大きく減少したためであると考えられる（ここ
までに紹介した馬の頭数は，（公社）日本馬事協会の報
告より引用）。

これまで北海道和種馬は，その性質や体格から，ト
レッキングなどの野外騎乗や，障がい者乗馬，ホース
セラピーに適しているとされ，利用が進められてきた。
これ以上の頭数の減少を食い止めるための方法として，
北海道和種馬が活躍できる新たな場を用意する，とい
うことが考えられる。近年，「和種馬」であることを生
かし，日本の馬上武芸をスポーツに特化させた流鏑馬
競技での利用が増えてきた。
本稿は，著者が流鏑馬競技に 10年間参加し，流鏑馬
競技に参加する北海道和種馬を生産している生産牧場
で 5年間一部調教を手がけてきた経験（図 2）から，「北
海道和種と流鏑馬」というテーマについてまとめた。

2．流鏑馬競技馬に求められるもの
流鏑馬競技は「走る馬の上で弓矢を扱い，的を射る
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図 1.　日本在来馬の飼育頭数の推移（（公社）日本馬事協会の報告より筆者作成）

■ 北海道和種　　■ 北海道和種以外の和種馬



2

精度を競う」競技であり，競技会の開催数は年間 10試
合ほどである。弓矢は両手で扱うため，スタート地点
で発進後，最終の的もしくは競技時間計測地点を通過
し，減速の合図を出すために手綱を持つまで手綱は持
たない。しかも，左手には2 mを超える弓（和弓の場合）
を持っているため，競技中は馬を片手で制御しなけれ
ばいけない。流鏑馬競技の歩様は駈歩～襲歩であり，
小型の北海道和種馬とはいえかなりのスピードになる。
たとえば馬が何かに驚くなどして暴走した場合，両手
で手綱を持っている状況と比較してコントロールしに
くい。また，イベントの行事の 1つとして流鏑馬競技
会が行われることも多い。その場合，公園など本来馬
場ではない場所に臨時に柵を設置するなどして競技会
場が設営されることもあり，さらに馬が走行する走路
の近くに多くの観客がいるため，落馬や放馬などの事
故が起きると深刻なものになりやすい。流鏑馬競技に
参加する馬は，手綱や脚の扶助がなくても走路の中央
を一定のスピードで走行し，観客などの外部からの干
渉にも，動じることなく冷静でいられることを求めら
れる。加えて，音声の扶助で発進，加速，減速，停止
ができればさらに望ましい馬，となる。

また，乗りなれた自分の馬で流鏑馬競技会に参加で
きる選手はごく少数であり，選手は所属チーム内の貸
与馬や，大会主催者が手配した貸与馬で競技に参加す
ることが多い。貸与馬はどんな選手でも安心して競技
に参加できる，たとえば「落ち着いている」「物怖じし
ない」「おとなしい」といった気質を持つことが求めら
れている。
2015年 10月には，世界 13カ国から選手を招待し，
日光東照宮にて第 1回ホースバックアーチェリー国際
大会が行われた。日本国内で行われる流鏑馬競技の大
会は，使用する弓具，競技参加馬の馬装，選手の服装
は原則和式で行われることが大多数である。しかし，
この国際大会のように，弓具や馬装や服装を原則「定
めなし」とする，弓馬術の大会を開催する取り組みも
始まっている。
「走る馬の上で弓矢を扱い，的を射る精度を競う」と
いう競技は，様々なスタイルで今後増えていくことが
予想できる。貸与馬のスピードや気性，選手と馬の相
性が選手の成績を左右しかねないこともある。流鏑馬
競技に参加する選手は，共に競技会に参加する競技馬
を選ぶとき，できるだけ自分の技量に合う競技馬を選

図 2.　大会本番 1週間前の馬の仕上げ調教中の筆者
2の的に向かい射放す直前。馬は北海道和種 2歳牝馬。競技区間を制限時間（参加予定の大会では 16
秒に設定されていた）以内に走行しなければいけない一般クラス参加予定のため，駈歩で走行中。的
は最大円が直径 80 cmの 5重円で，ベニヤ板とスタイロフォームを重ね，畳の上に設置した競技用で
ある。大会の競技中は選手 1人ごとに的に刺さった矢を取り除くが，写真は練習中のため前に走行し
た選手の矢が的に残っている。
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びたいものである。「走る馬の上で弓矢を扱えるように
なったばかりだから，スピードは遅くてもおとなしい
馬を選びたい」という始めて大会に参加する初心者か
ら，「迫力ある自分の技術を披露したいので，少々神
経質でもスピードの出る馬を選びたい」という歴戦の
上級者まで，選手が貸与馬に求める条件は様々である。
これらの選手のニーズに北海道和種馬が応えることが
できれば，この弓馬術競技は北海道和種が活躍できる
場となり得る。その要望に応えられる北海道和種馬を
生産し，そして，流鏑馬競技を北海道和種馬が活躍す
る場として発展させることで，北海道和種馬の保存と
活用を目指している「剣山どさんこ牧」という牧場が
ある。
剣山どさんこ牧で毎年 20頭ほど生まれる北海道和種
馬たちは，どの馬も 2歳の 6月に行われる流鏑馬競技
大会に競技馬として参加することを目標に調教される。
これまで牧場主をはじめとする多くの人が積み上げて
きた経験から，剣山どさんこ牧では，流鏑馬競技に参
加する馬の調教の方法と，その過程で流鏑馬競技に向
いている馬と向いていない馬を見分けるポイントがい
くつか見つけられている。

3．流鏑馬競技のための調教
流鏑馬競技に参加するための調教の初期段階に「流
鏑馬競技に特有の音」「流鏑馬競技特有の道具を持った

乗り手」の 2つへの馴致がある。この 2つに対する馬
の反応が，その馬が流鏑馬競技に向いているかどうか
を判断するポイントとしてわかりやすい，ということ
が経験上知られている。

1）「流鏑馬競技に特有の音」への調教
「流鏑馬競技に特有の音」には，矢が的に当たる音と，
走行中選手が保持している複数の矢がぶつかって立て
る音の 2種類がある。これら 2種類の音への馴致は騎
乗しないで行えるため，剣山どさんこ牧では流鏑馬の
調教の第 1段階として，さらに，驚きやすい，興奮し
やすいといった気質を見分けるためにも行っている。
（1）矢が的に当たる音への馴致
流鏑馬競技では，的に矢が当たらないと選手は点数
を得られない。その的の素材によっては，矢が的中し
たときに大きな音がする。図 2のような板の的と畳を
使用して競技する場合と，奉納などで見られる板の的
を割る場合（図 3）では音が大きくなる。騎乗せずに
馬を的の近くに連れて行き，実際に矢を射て的に当て
てみて，馬の反応を確かめる。どの馬でも 1回目は「驚
く」「逃げる」といった反応を示す。その後の反応は馬
によって異なり，早い馬では 2～ 3回で反応しなくな
るが，馬によっては何十回音を聞いても驚くこともあ
る。大きく驚く反応がなくなれば馴致完了となる。

図 3.　1辺約 45 cmの板の的を使用する帯広神社奉納流鏑馬
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（2） 走行中選手が保持している複数の矢がぶつかって
立てる音への馴致
競技では，複数の的の得点（もしくは，複数の的の
当たり外れ）を合計して成績とすることが多い。この
ため，選手は何らかの方法で，複数の矢を保持して走
行しなければならない。通常選手は矢を直接腰の帯や
ベルトに挟んで携行するか，矢を箙

えびら

などの容器に入れ，
その容器を体に装備して携行する。特に選手がジュラ
ルミンなど金属製の矢を使用して競技する場合，その
複数の矢がぶつかりあって金属音をたてる。
騎乗せず馬の傍で複数（あれば 10本ほど）の矢を実
際に触れ合わせて音を立ててみて，馬の反応を確かめ
る。音を立てながら馬の全身を矢で触れていき，大き
な反応がなくなれば馴致完了となる。
これらの「流鏑馬競技に特有の音への馴致」が不十
分な状態で次の「流鏑馬競技特有の道具を持った乗り
手への馴致」に進んでしまうと，騎乗した調教者の落
馬のリスクが高くなるため，音への調教は十分行うべ
きである。また，それぞれの馬の反応を記録しておく
と，馬の気質や注意すべきポイントが見えやすくなる。
さらに，たとえばチーム内の選手（特に自分にふさ
わしい競技馬を選ぶほどの経験がない初心者）を指導
する立場にある人は，選手と馬の安全管理のためにも，
人馬の組み合わせには十分な注意を払わなければいけ
ない。この調教の段階で「音に驚いたときのリアクショ
ンが大きい馬」「音に無反応になるまでに時間がかかる
馬」は，興奮しやすかったり物見しやすかったりする
ため初心者には向かない，といった判断材料にするこ
ともできる。この第 1段階は人馬の安全のためにも非
常に重要である。

2）「流鏑馬競技特有の道具を持った乗り手」への馴致
流鏑馬特有の道具は「弓」と「矢」である。このど
ちらも，弓矢を乗り手が身に着けて騎乗することで馬
を馴致する。
（1）弓への馴致
弓を持って騎乗し，弓を大きく振り動かしても大き
なリアクションがなくなれば馴致完了となる。さらに，
「スタートやゴールの待機場で周囲の選手の弓が自分の
馬に触れる」といった状況も起こりうる。騎乗した状
態で弓が届く範囲はすべて弓で触れておき，弓が馬体
のどこに触れても反応しないよう馴致しておくことも
必要である。
（2）矢への馴致
腰に複数の矢を携行して騎乗し，「腰から矢をとり，
続いて弓に矢を番

つが

える」という一連の動きを繰り返す
ことで馴致する。特に，前段階の地上での馴致で矢同
士がぶつかる音に対する反応が大きかった馬には，馬
の上でも矢同士をぶつけて音を出してみるなど改めて
確認を行う。

3）鉄砲馬場での調教
剣山どさんこ牧には全長約170 m，的3つ（50 m間隔）
を備えた鉄砲馬場（直線馬場）が常設されている（図
4）。はじめは手綱を持って騎乗し，馬場に馬を慣らす。
最終的には手綱を持たなくても，安定して駈歩で走行
できることが目標である。剣山どさんこ牧では「走行
開始前スタート地点で一旦静止し，選手の脚および音
声の扶助で発進後，競技時間計測開始位置を駈歩で通
過し，走路の中央を安定したスピードで走行し，競技
時間計測終了位置を通過後に音声と手綱の扶助で減速
し，ゴールで停止できる」ことで調教完了とする。
手綱を持たずに安定して走行できるようになった後，
前述の弓矢への調教を鉄砲走路でも行う。次に述べる
最終確認の段階に到達する前に，「競技大会本番と同様
の方法で矢を携行して（矢は携行するのみ）弓を持っ
た乗り手を乗せて，鉄砲馬場を駈歩で安定した一定の
スピードで走行できる」ところまで調教しておくこと
が望ましい。

4） 「引き馬で静止した状態で，実際に乗り手が馬上か
ら的に向かって矢を射る」調教
ここまでの調教を終えると，馴致完了の最終確認を

図 4.　剣山どさんこ牧に常設された鉄砲馬場（直線馬場）概略
剣山どさんこ牧の走路は砂利が厚く敷かれており，安全に配慮され
ている（図 2はその走路での練習走行中の写真である）。

ゴール

50m 50m
競技時間
計測開始
位置

競技時間
計測終了
位置

スタート
2の的1の的 3の的

※ ※

※競技時間計測開始位置から1の的までの距離と、3の的から競技
時間計測終了位置までの距離は大会によって異なるが、10mを
標準としている。

※ ※※
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することになる。剣山どさんこ牧では，この段階に到
達する前に調教者や周囲が危険であると判断した場合，
「流鏑馬競技には向いていないと判断され，危険なため
流鏑馬競技向けの調教は一旦中止」とすることがある。
そのため，この確認段階に馬が到達できた，というこ
とは，調教者が「この馬は流鏑馬競技に向いていると
判断した」とも言い換えられる。実際，近年この最終
確認は流鏑馬競技の大会での経験が豊富な上級者が行
うことが多いが，この最終確認に到達できた馬は，人
を振り落とすほどの大きなリアクションをすることは
少ないようである。ただし，馬が「自分の背中にいる
乗り手の手元から矢が飛び，的に刺さって音を立てる」
ことに驚いた場合，特に騎乗している乗り手だけでな
く，馬を引いている人にとっても怪我などのリスクが
高くなってしまうことは言うまでもない。音や道具へ
の馴致が十分済んでいることを再確認してから行うべ
きである。特に，この段階に達するまでに時間がかかっ
た馬は細心の注意を払う必要がある。

5）最終確認を通過した馬
最終確認を通過した馬は流鏑馬競技の大会に参加で
きることがほとんどである。この後は鉄砲馬場で，常

歩の引き馬，常歩，速歩，駈歩の順でスピードを上げ，
段階を踏んで実際の流鏑馬競技の状態に近づけていく。
最終的に晴れて 2歳の 6月に競技会参加，となるのが
理想であるが，毎年，参加できるのは 5頭ほどである。
他の馬は，トレッキングなど流鏑馬以外の目的用の乗
馬や肉用馬として利用，販売されるか，牝馬の場合は
繁殖用馬として剣山どさんこ牧で飼養されるか販売さ
れることになる。

今後，少しずつでも流鏑馬競技に参加できる北海道
和種馬を増やしていくことは，北海道和種馬の活躍の
場を広げることにつながると信じている。これからも，
「流鏑馬競技」「北海道和種馬」の発展に，微力ながら
寄与していきたい。

謝辞　この原稿の執筆にあたり，2002年に日本で初め
ての流鏑馬競技会を開催し，現在に至るまで 13回大会
を継続して開催されている，剣山どさんこ牧の川原弘
之氏に心から感謝申し上げます。川原氏には，流鏑馬
競技馬の調教という貴重なチャンスをいただき，また，
剣山どさんこ牧の走路の写真の利用などご快諾いただ
きました。
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1．はじめに：今日，北海道での人工授精事業と産馬
家畜改良センター十勝牧場（北海道十勝管内音更町）
では大型成馬 80頭を有し，毎年場内の種牡馬からの精
液による人工授精で産駒を得る事業を展開中である。
また同牧場では日本の伝統的な在来馬の飼養事業も合
わせて継続して行っている。
平成 28年 2月から 5月上旬にかけて，前年に専門職
員の手によって在場種牡馬から採取した精液を希釈し
たものを直ちに牝馬に人工授精し，58頭の産駒を得て
いる（図 1）。
同場では飼養シーズンには仔馬が母馬のまわりを走
り廻り，時に母乳をねだる愛くるしい姿や，親子連れ
の微笑ましい風景を見ることができる。
筆者は当誌 36号と 37号で，陸軍省馬政局主管期で

あった大正 8年（1919年）から同 10年（1921年）に
かけて，奥羽種馬牧場から北海道の国有馬施設 2場 1
所へ技術移転した馬の人工授精事業の試行内容を紹介
した。
この度，この道内における人工授精の試行から 10年
後の昭和 6年（1931年）の日高種馬牧場における単独
綴である『昭和 6年　人工授精台帳　日高種馬牧場』
（図 2）に接する機会を得た。この台帳史料は現在，北
海道浦河町の浦河町郷土博物館に所蔵されている一冊
である。
筆者が改稿を重ねてきている『国家馬政の方向と馬
産地の対応に関する歴史学的研究』（論集）の作業中に，

北海道日高における『昭和6年 人工授精
種付，産駒台帳』で見る産駒の流通状況
について
寺島敏治
On the Trade in Live Foals, as Seen in the  
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Toshiharu TERASHIMA

寺島　敏治（てらしま　としはる）
1934年，北海道釧路市生まれ。1957年北海道学芸大
学卒業。近代産業史研究者。
『馬産王国・釧路─釧路馬の時代─』（釧路新書 19巻
1991年刊）。論文「明治期以降における馬の改良とそ
の社会的広がり」（馬事文化財団　馬の博物館 2002年
特別展「働く馬」解説図録），「馬匹改良 30か年計画
の第 1期における北海道の対応」（『北海道の歴史と文
化─その視点と展開─』2006年刊）論集『国家馬政の
方向と馬産地の対応に関する歴史学的研究』（私家判・
2016年 7月刊）
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図 1.　 人工授精で 2月から 5月生まれの仔馬と母馬たち  
（撮影　十勝牧場　久保喜広氏）

図 2.　 人工授精の台帳  
台帳左上に種牡馬名あり
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日高種馬牧場の昭和 6年の本種付である『民有牝馬種
付，産駒台帳』群と共に，同年の『人工授精台帳』に
接したのである。
この 10年前の人工授精の記録は『種牡馬台帳』に頭
数を分かち書き記したものと，先の本種付記録である
『民有牝馬種付，産駒台帳』の末尾の方に合わせ綴られ
たものであった註 1）。
それから 10年後の農林省主管期の昭和 6年の日高の
人工授精事業と同じく，本種付事業内容を比較しつつ
『人工授精台帳』の史料紹介としたい。

2．昭和 6年の『人工授精台帳』の内容
この『台帳』はB5判で90頁相当のものである（図3）。
台帳には 7頭の授精馬ごとに，それぞれ民間牝馬ごと
にナンバーがふられ，『台帳』全体を通したノンブルは

ついていない。この用紙は本種付の民有牝馬への台帳
と同様の規定用紙を使用している。これら民有牝馬で
「本種付へ変更」した馬は二重の朱線で馬名，馬種，年
齢，特徴など書かれたものの上から消してある。また
「不受胎」は朱色のゴム印が付されている。産駒の「流
産」，「斃死」などはそれぞれ手書きされている。また
授精による産駒の「血統書」の発行についてはそれぞ
れ青色ゴム印で割印としてある形となっている。
この血統書にはそれぞれ『血統書台帳』に記入した
番号が左書きされている。また血統書の発行年月日は
「昭和 8年 7月」に日が同じく横右書きされたものが大
半である（台帳内部図参照）。この年月は日高の産駒が
市場へ出場として取引きされたことと関連しているも
のである。
『台帳』に昭和 8年（1933年）時点でこの血統書の

図 3.　 B5判の台帳の一部  
台帳最上段に右書の番号がつく
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ない産駒は市場出場駒ではなく，馬商が生産者の「庭
先まわり」で売買されたものか，生産者が市場出場を
したものの，意にそわない値付に対して「尾まわし」
等で後日，相対で売買したものか，さらにまた生産者
の手元でそのまま飼養し別の売買に対処としたものか，
などの駒であるとみられる。
表 1-1を見ると，この人工授精事業参加の種牡馬は
先述の通り同牧場本場で 4頭と本場に近い浦河町国有
種付所で 3頭参加した。この 2か所で事業へ参加した
民間牝馬の所在は浦河町 61頭，様似村 43頭，三石村
10頭の計 114頭の参加に限られたものであり，いずれ
も無料授精で本種付の民間牝馬の所在とは大きく異な
るものである。
『台帳』を見ていくと，昭和 6年のこの事業と種牝
馬の馬種は浦河町で馬名バルビエール（アングロノル
マン種）の 4月から始まり，同豪礼（内国産アングロ
ノルマン種）5月，同リッキー（アングロノルマン種）
の 6月の 3頭で終わる。
一方，牧場の本場では同牧場での国有牝馬への本種
付事業と民間牝馬への本種付の関係もあって，ダヌス

タール（アングロノルマン種）が 4月から 7月までの
4ヵ月の間の授精となり，リュパン（アングロノルマ
ン）は 5月から 7月までの 3ヵ月間に及ぶ事業参加で
ある。本場 4頭のうち唯一アラブ種であるファヘット
およびクレベル（アングロノルマン）は 5月から 6月
の 2ヵ月の間に折りを見ての参加とみてとれる。
このように昭和 6年日高での授精事業は，浦河町で
は 6月で，また本場でも 7月には終了した。この民間
牝馬への授精事業は浦河町では 3頭の種牡馬分で計 15
頭に実施した。この期間中に浦河町では 16頭の民間牝
馬が「本種付」へ変更されたのである。
これは本場で民間牝馬への授精が 4頭で 279頭に及
び，これには 2頭のアングロノルマン種のリュパン分
が 155頭へ，またダヌスタールの分が 105頭へ授精し
たことによる。さらに，本場での民間牝馬へ授精種牡
馬を同牧場側の都合などで変更したものも『台帳』に
見られる。これらで授精牝馬の総頭数は実に 294頭と，
300頭近いものになっている。この本場での民間牝馬
の本種付への「変更」は 4頭分で 50頭に達している。
授精による産駒は全体で 139頭であり，本場分は

表 1-1.　昭和 6年の日高における民間牝馬への人工授精状況 表 1-2.　昭和 6年日高における本種付による産駒 日高種馬牧場

， ， ， ，
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128頭，浦河町分が 11頭で本場分が圧倒的に多い。授
精による産駒の馬種は『台帳』によると，アングロア
ラブ雑種 71頭を筆頭に，内国産洋種 12頭，雑種 9頭
となり，他 2種も若干あって 5馬種に及ぶが，この不
明馬（『台帳』で空白）も 40頭に及ぶ。生産者からの
報告が粗雑で不十分なことによるものであろうか（表
2-3），『台帳』の空白が目立つ。表 2-2は省略する。以
上が『人工授精台帳』から読みとれる基本的事項であ
る。

3．昭和 6年の『台帳』と国際関係および国内事情
『台帳』の内容分析，考察に入る前に，日本の馬をめ
ぐる国際的関係と，これに関連する国内的事情につい
てここで要点的に述べておきたい。
前述してきた人工授精事業は既に先学が示す通り，
大正期の試行段階を経て昭和 4年（1929年）頃から全
国の国有種馬所で展開されてきたものである。この事
業は，各種馬所における民間牝馬への種付（本種付）
事業で，再三にわたり多くの不受胎馬を見てきたが，
これを補完する事業として昭和初期に再開されたもの
であった。昭和 6年といえば昭和期の事業開始から 3
年目であり，この事業も軌道に乗り出す段階であった。
この年，日本の関東軍によって満州事変が引き起こさ
れた。軍馬の需要がこれ以降，大きく伸びる契機となっ
た。翌 7年（1932年）3月，日本は満州国の建国を宣
言するに至る。この関東軍による戦争（事変）の原因
求明のため欧米列強はリットン調査団を派遣し事実確
認調査を展開する。
この調査情報は世界をかけめぐり，日本に対する糾
明は国際連盟の場へ移された。列強国のこの情報攻撃
に対し，日本は昭和 8年 3月，国際連盟を脱退するに
至る。この年 5月には一部の軍により 5・15事件が起

こされた。
このような国際関係の中で馬に関する国内事情は，
大正 9年（1920年）以降，第 1次世界大戦中の特需景
気は消え，世にいう反動恐慌後，大不況となり，昭和
初頭の金融恐慌から昭和恐慌へと深まり，農村の疲弊
により馬市場では取引き値はボトム（昭和 5年（1930
年））であったが，満州事変後，市場での馬値は次第に
回復しだした。
また，大正 9年以降の馬値大暴落で馬生産は一気に
急下降し，この対策の助太刀の形で競馬界からの提言
により，陸軍省馬政局では競馬法（別称，馬券法とい
う）を帝国議会で成立させた。この執行規則を整えて，
大正 12年末（1923年）までに国家馬政を馬政局から，
農商務省に新設した畜産局へ移行させていた。新生の
畜産局では，規則にかかげた全国 11競馬倶楽部から馬
券売上げの定率分を国税として徴収促進や競馬運営上
の諸問題について全体統括をする部門として，同年 8
月に帝国競馬協会（以下協会という）を設置する。翌
13年よりこの法定競馬を本格化させた。
この競馬は昭和6年までの8年間に大いに盛りあがっ
てきた。畜産局ではこの競馬盛況を受けて，同 6年協
会を通して強引に馬券売上げ税率をとりあえず 6％と
した。
この年，畜産局では全国の馬に関する種馬所，種馬
牧場の場・所長会議を東京に招集註 2）し，3日間にわた
り畜産局の競馬法の改正を含め，時の馬政方針を厳し
く指示，伝達をした。この折りのテーマのひとつが競
馬法の改正内容に関する具体的な事項であったことが
同局発行誌の『馬事時報』に見える。
また，日時を改めて，同局では府道県の各種畜場長
および国の馬施設の主任級会議を同じく東京で 3日間
招集し，畜産局は時局にあった諸問題を徹底させてい

表 2.　授精民間牝馬の町村別所在および産駒馬種（牡牝別）
2-1．民間牝馬の町村別所在 2-2．牝馬の馬種 2-3．産駒の馬種（牡牝別）

（注 1）不明は『台帳』の欄が空白（不明）による。（注 2）2-1～3表は『昭和 6年　人工授精種付・産駒台帳　日高種馬牧場』より作成）
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く姿勢を貫いたのである。もちろん競馬法改正問題に
言及したことはいうまでもない。
翌 7年には，畜産局において全国馬匹一斉調査を実
施した結果，明治 39年から第一次馬匹改良 30か年計
画は昭和 10年（1935年）を待たず実質的に達成した
と確信するに至り，同 7年 10月に第 2次馬政計画策定
のため諮問機関である馬政調査会を発足させる。
同 7年種付，同 9年駒流通等を記した『台帳』以降
は内外から金をかけすぎた輸入種牡馬，内国産高額種
牡馬よる種付について議論があり，これを受けて，種
馬所，種馬牧場単位の産駒生産率のさらなる強化のた
め駒の販売，流通欄の内容は粗雑になっていき，遂に
日中戦争期の昭和 14年（1939年），馬の秘密保護に関
する 2法を成立させる。この過程上に当時の『民有牝
馬産駒台帳』や，この『人工授精台帳』はあったので
ある。また，従来の公認競馬は日本競馬会のもとで大
きくその姿を変えてしまう。
さて，昭和戦前期，最後の詳細な流通記録である『台
帳』の内容に戻ろう。

4．本種付参加の種牡馬の馬種，料金，産駒と授精事業馬
昭和 6年日高種の種牡馬による本場における民間牝
馬への本種付馬の馬種は，表 1-2の通りアラブ種 1頭，
サラブレッド（含内国産馬）3頭，アングロノルマン
種 3頭，内国産アングロアラブ種 1頭，ハクニー種 1
頭の計 9頭である。この種付料は盛んとなる競走馬と
して高額産駒を目指すサラブレッド種の 2頭が共に 50
円と突出し，他の内国産サラブレッド 1頭は 5円でし
かなかった。また当時，軍馬生産を目指すアングロノ
ルマン種 3頭は共に 10円であり，他種は 5円以下で
ある。
同年の本場以外の本種付は管内の 6種付所で実施さ
れ，そのうち浦河町での種牡馬は 6頭と最多で，門別
が同じく 5頭をはじめ，荻伏村と静内村が 3頭，厚別
は 2頭，新冠御料牧場そばの市父は競走用駒と軍馬用
駒を目指す内国産アラブ種 1頭であった。他はいずれ
も 2頭から 5頭の配馬とした。
これらのうち，種付料は表 1-2の通り静内村のサラ
ブレッド種が 50円と先例と同じく突出し，他の 8馬種
はいずれも 5円以下であった。
先の表 1-1と 1-2を比較すると，種付無料の授精事
業に参加した 4頭のうち，ファヘット（アラブ種）を

除く他 3頭のクレベル，リュパン，ダヌスタールのア
ングロノルマン種は本種付より授精事業に力点を置い
たものと読みとれる。

5．本種付および人工授精牡馬と産駒比較
昭和6年日高における本種付種牡馬は29頭の参加で，
授精事業の種牡馬は 7頭であり，本種付用種馬の方が
4倍強となる。また産駒頭数でも本種付によるものが
279頭，授精による産駒は 139頭で，本種付による駒
数の方が 2倍強となる（表 1-1，1-2による）。
このような両者の種牡馬と産駒頭数の割合の違いは
前述したが，本場で授精事業に参加したリュパンによ
る 70頭の産駒数とダヌスタールによる 49頭の産駒を
得ていることが特に大きく影響している。
これら 2頭による多頭の産駒頭数は，浦河および種
馬牧場本場での授精による産駒数と比較するとあまり
に違いが見られるので，この本場での 2頭分の産駒数
は当牧場の外部評価をめぐる問題が介在し，本種付に
よるものをここに加えたものか，と最初考えたが『台
帳』の内容の吟味により，この内容に従うことにした。
しかし，この人工授精による産駒の取扱いについて
は，10年前の大正期における陸軍省馬政局主管期の産
馬についての人工授精試行期と，農林省畜産局主管期
の昭和 6年実施，同 8年流通面の駒扱いには大きな差
がある。つまり，人工授精による産駒も本種付による
産駒も共に市場へ出場され，販売額に差もなく流通に
乗っているという点である。

6． 昭和 6年種付，同 8年流通の本種付と人工授精の日
高駒諸相
表 3を見よう。同表は昭和 6年日高における人工授
精による産駒と本種付による産駒の同 8年流通駒のう
ち，共に当時の競馬界（馬主）へ流通した駒，畜産局
へ買上げた駒，軍馬用駒のほか，道内ばかりでなく各
県地方公共団体および同各レベルの組合等へ流通した
こと，いわば当時の官公需，および軍需，組合需要へ
の駒状況が見られるものである。
表 3から次の諸点をあげることができる。

（1）まず，競馬倶楽部の馬主買上げで頭数では人工授
精による産駒の買上げは 16頭であるのに対し，本種付
による駒は 27頭であり，人工授精による駒の約 1.7倍
である。また両者の馬主買上げ額を見ると歴然とした
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表 3.　昭和 6年日高における人工授精および本種付による産駒の流通（昭和 8年）
（1）人工授精による民間産駒の流通 （2）本種付による民間産駒の流通

， ， ，
，

，，

，

（注 1）（1）茨木県畜産組合連合会買上げ馬の中の 1頭は金額を判断しかねるため？とした。 
（注 2）（1）と（2）の頭数の中には基本的に馬商（本州，道内，地元）の金額明示のものを含め，氏名を一切省略した。 
（注 3）ただし（2）の札幌と九州小倉の競走用駒の買上げ馬主，それぞれ 1名，計 2名のみ氏名をまとめ買いであげた。 
（注 4）（1）の馬主は競走馬用の駒買いのほかに馬商としての性格を有する者であり，台帳にある「馬主」を使用した。

（本表中（1）は『昭和 6年　人工授精種付・産駒台帳』，（2）は『昭和 6年　民有牝馬種付・産駒台帳』共に日高種馬牧場（主に昭和 8年流通）より作成）
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差が見られる。これは人工による駒の方は，本種付当
時，競走馬の代表格と信じられていたサラブレッド種
は一頭も参加していないことに起因している。
人工授精による駒の方で特に「馬主」とのみ表記さ
れている点であるが，これは本来の競走馬倶楽部の馬
主たちによる買上馬のみとする者のほかに，競走用駒
買いのほかに，これ以外の一般駒をあわせて買入れる
馬商（家畜商）としての資格を有した者が相当数存在
していたことを示す。需要が十分あり，利益を考慮に
いれた者たちが両者の駒を買入れたことを示したもの
と見られる。
このような事例では高額馬であり，九州小倉競馬用
駒買上げにあわせて，手元で飼養し将来にそなえたも
のか，他の需要先を目的としたものなどで，他にも例
があげられる。このような視点で道内者も含め「馬主」
を見るべきである。
（2）次は農林省畜産局（種牡馬用駒）と軍用駒の買上
げの両者で，本種付駒，人工駒を見ると買上げ金額上
では全く差異は見られない。この頭数で人工による駒
の絶対数が少ないのでこのような差となっている。
（3）3点目として，各道県種畜場，県畜産組合連合会
および北海道空知畜産組合などの公共団体および組合
の買上げを両者で見ると，先にあげたように人工によ
る産駒の絶対数が少ないことが同表で如実にあらわれ
ている。例えば北海道庁種畜場では人工による駒買上
げは 1頭も見られない。全体の両者の金額上では先と

同様に差はないが，この分野では世の中が昭和恐慌の
直後であり，両者の駒値は安くなっている。
（4）この両者の官，軍，公共団体および組合の全体を
通して見られる点では，当時の日高駒の両者買付状況
から，北海道全体として東北地方の産馬と肩を並べる
までに成長しつつあった。またその将来の見通しでは，
青森，岩手など東北地方馬を超えうる可能性もあると
する見方を，全国の馬商たちも持ち始めたと見られる。
当時，北海道への入込馬商たちは安く良駒を買入れら
れるところという評価もある一方で，日高駒は九州お
よび本州各方面への需要の多さに目を見張らざるを得
ない。つまり当時，道内のうちでも日高は全国的に評
価の高まった特異な地域と見るべきである。

註 1） 大正初期，人工授精について関係官庁監修で帝国競馬
協会の発刊事業とした 1928年『日本馬政史』全 5巻の
中で紹介され，1944年西川義正著『家畜人工授精法』
養賢堂の 4頁で昭和期の人工授精にも言及する。また
戦後，北海道総合経済研究所編　1963年『北海道農業
発達史』下巻 1,275頁で戦前期の人工授精そのものに
ついてふれている。

註 2） 全国の国設現場長会議である場所会議は昭和 6年以前
にも畜産局により開催されてはいたが，同 6年からは
場所長会議に加えて国設各支所の主任に加えて道県の
各種畜場長も畜産局で会議招集をかけて，畜産局によ
る「上意下達」を徹底させるように変化した。
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はじめに
戦前において約 150万頭であった馬の飼養頭数は，
戦後になりその数を大きく減少させることとなったが，
その大きな要因となったのは軍馬から農用馬への転換
が起こったことであると考えられている。飼養頭数の
減少傾向はその後も継続し，1964年には 40万頭を下
回るようになっていた。しかし，その当時は農用馬が
水田や畑の農作業に使用される社会状況は継続してお
り，優秀な農用馬を選定するための能力検定試験が必
要とされていた。
農用馬の輓曳作業の運動生理学に関する研究は，農
林省の研究機関を中心にして行われており，石埼三郎
らは，日本で用いられる 200～ 500 kgの小型から中型
の農用馬について，馬の大きさと役力との関係を知る
ための研究を行った 7-12）。辰巳博らはダグラスバッグ法
を応用することにより，水田や畑で牽引運動中の農用
馬のエネルギー消費量を測定した 18-22）。その中で，酸
素消費量やエネルギー代謝率と運動直後に聴診によっ
て測定された脈拍数との間に良好な相関関係があるこ
とを示し，脈拍数を運動中の生体負荷をより簡便に評
価する指標として提示した 22）。
辰巳らの研究成績を受けて，東京大学の野村晋一
は野外で運動中の馬の心拍数の直接測定に取り組み，
1964年にテレメトリー装置を用いて運動中の馬の心電
図を記録することに世界で初めて成功した 5，6，13）。しか
し，この装置は大掛かりでしかも高価であり，全ての
野外実験に応用することは困難であった。そこで，野
村は輓曳運動中の心拍数記録のために，ビートメー
ターの開発に取り組んだ。ビートメーターは，QRS波
などの心電図波形の中である程度以上の電位の大きな
波を検出した際に，電気的な振動が起こるような回路

を備えており，大きな波を検出した際に音が出る装置
である。輓曳運動している馬に人間がついて歩いて，
ビートメーターが発する単位時間当たりの音の数を記
録し，心拍数を算出した。
『農用馬の能力簡易検定の研究の 1：心臓拍動数を指
標にする新しい農馬の輓曳能力検定法』14）は，野村が
日本馬事協会から委託を受けて行った農用馬の規格決
定に関する研究の報告書（B5版 100ページ）であり，
1962～ 1963年（昭和 37～ 38年）の研究成績が記述
されている。この研究において，野村は能力検定に用
いる運動負荷試験法についてさまざまな角度から検討
を行った。

実験条件の設定
野村は，実験条件の設定にあたり，中型の輓馬（農
馬や雑役馬）で最も経済的な労働の強度は，体重の 4
分の 1もしくは 5分の 1の抵抗を負荷して，70 m/min

のスピードで常歩歩行をした場合であるという，石埼
や辰巳らの研究から導き出された条件を参考にしたと
述べている。短距離の最大輓曳は体重の違いや引き方
の巧拙も影響するとともに，短時間運動では生理機能
が定常状態にならないなどの欠点がある。さまざまな
条件を考慮した結果，野村は 300 mの直線走路を使う
ことにした。この距離であれば，完走するには少なく
とも 4分以上を要するので，定常状態を得ることが可
能である。そして，①土橇を輓曳し，負荷の増減は約
50 kgの土嚢で行う，②礫のない平坦な 300 mコース
で行う，③運動中の心拍数は，運動前の静穏な状態で
3分間，運動中および運動後 5分を連続して，10秒刻
みで計測する，④負荷は同一の馬で少なくとも 3段階，
体重の 4分の 1程度を中心にしてその上下を加えると

野村晋一『農用馬の能力簡易検定の
研究』について
平賀　敦　菅野　茂
On Shinichi NOMURA’s “Studies on the 
Performance Test for the Draft Horse”
Atsushi HIRAGA, Shigeru SUGANO

平賀　敦（ひらが　あつし）
1959年生まれ。1985年北里大学大学院獣医学専攻修
士課程を修了し，同年 JRA美浦トレーニングセンター
競走馬診療所に勤務する。1988年以降，競走馬総合研
究所において，競走馬の運動生理学に関する研究に従
事する。2006年より国際馬運動生理学会国際委員を務
める。

馬事資料
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いう 4条件を原則的に決定した。
上述の条件を満した場合に，期待通りの成績が得ら
れるかどうかの予備実験を行うことになった。東京
大学附属牧場繋養馬 3頭を用い，積載重量を 40 kg・
75 kg・100 kg・125 kgの 4種類に設定し，運動中の心
拍数を測定した。心拍数は運動開始前3分間・運動中・
運動終了後5分間に記録した。心拍数はビートメーター
で記録し，10秒ごとの数値で表した。輓曳抵抗は，試
験終了後の土橇を実際に牽引し，ダイナモメーターを
用いて複数回測定し，その平均値を牽引抵抗とした。
図 1は，1頭の心拍数変化を示している。積載重量の
増加に伴って，運動中の心拍数が増加すること，運動
後の心拍数の回復が遅くなる傾向があることがわかる。
さらに，運動の初期には，心拍数が一過性に増加した
後減少するオーバーシュート現象も観察されている。
また，運動強度｛（牽引抵抗×距離）÷（時間）｝と運動
開始 60秒から 120秒までの心拍数（相関係数＋0.888），
あるいは運動開始 30秒から 90秒までの心拍数（相関
係数＋0.903）とが高い相関関係にあったという。
同様の試験をもう 1回行い，以下の条件が提示され
た；①輓曳荷重は平均体重の 4分の 1を基準にして最
低 3段階とする，②走路は直線 300 mにする，③歩行
速度を 70 m/minとする，④心拍数測定は実施上の問題
も考慮して，運動前は 3分間，運動中は 50 m・150 m・
250 mを通過後それぞれ 15秒間ずつ，運動後は 30～
60秒・90～ 120秒・150～ 180秒のそれぞれ 30秒間
ずつを記録する，⑤運動強度は体重の影響を考慮して，

｛（牽引抵抗×距離）÷（時間×体重）｝とする。野村はグ
ラフを作成するにあたり，得られた運動強度の数値を
無名数として単位を付けずに用いている。そして，能
力の判定は，運動中および運動後の心拍数の和と運動
強度のグラフの相関図上で行い，優・良・可の 3段階
で評価することにした。

運動強度と心拍数との関係
実験方法は前項の趣旨に従い，奥羽種畜牧場に繋養
され，実際に作業に従事している馬（耕馬）と調教途
上の馬（調教途上馬）合計 22頭について測定した。実
負荷の重量を 4段階とし，合計 88回の実験を行った。
牽引抵抗は約 100 kgを標準として，試験終了後，ダイ
ナモメーターを使用して試験走路の数カ所で実測し，
その平均を用いた。
実験により求めた心拍数と運動強度を用いて，運動
強度と運動中心拍数との関係を，X軸に運動強度，Y

軸に運動中心拍数（30～ 45秒・90～ 105秒・150～
165秒）の総和をプロットすることにより調べてみる
と，運動強度の増加とともに心拍数は増加することが
確認された。また，実際に作業に従事している耕馬の
方が，調教途上馬よりも低い傾向にあったが，その関
係はそれほど明確ではなかった。
次いで，従来から用いられていた回復期心拍数との
関係をみるため，X軸に運動強度，Y軸に運動直後か
ら 30秒までの 30秒間の回復期心拍数をプロットする
と，実際に作業に従事している耕馬が下方に位置して
いるのが明らかであった。同様に，運動後 1～ 2分の
心拍数をプロットすると，耕馬と調教途上馬との違い
は直後～ 30秒の場合よりも明らかとなった。運動後
4～ 5分の 1分間の心拍数をプロットした場合，運動
後 9～ 10分の 1分間の心拍数をプロットした場合のい
ずれの場合も耕馬の心拍数は明らかに調教途上馬より
も下方に位置しているのが確認された。さらに，運動
後 30～ 60秒・90～ 120秒・150～ 180秒の心拍数の
総和を運動強度に対してプロットしても，耕馬の心拍
数は下方に位置していた。このように，運動後の回復
期心拍数を用いると，耕馬と調教途上馬の違いを明確
にすることができたが，運動強度と心拍数の関係は直
線的ではなかった。
実際に能力検定を実施するにあたっては，能力の差
を明確に判別できることが必要であるため，野村は，

図 1.　 牽引抵抗の違いと心拍数。心拍数は運動を開始すると一過性
に上昇し，その後ほぼ定常状態となっている。牽引重量が重
い方が心拍数が多いのがわかる。報告書内では，数値は 10
秒ごとの心拍数で示されていたが，ここでは 1分間当たりの
数に換算してグラフを作成した。（文献 14から筆者が作図）
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運動中心拍数と回復期心拍数の両方をあわせて，運動
強度との関係を評価してみた。運動中 30～ 45秒・90
～ 105秒・150～ 165秒における運動中心拍数の総和
と，運動後 30～ 60秒・90～ 120秒・150～ 180秒に
おける回復期心拍数の総和を合計してプロットすると，
運動強度と心拍数の関係は直線的であった（図 2）。ま
た，日常的に運動を負荷されていた耕馬の心拍数は，
調教途上馬の心拍数よりも低いことがわかる。次いで，
上の実験で得られた運動強度と心拍数との間の直線関
係が個々の馬においても観察されるかどうかを，6頭
の馬を用いて，前記と同様な試験を 3～ 5回繰り返し
行って検証した。その結果が図 3である。6頭の馬す
べてにおいて，運動強度と心拍数の関係は直線関係で
あることが確認された。最も優秀な馬と認識されてい
た Aの心拍数は少なく，ほとんど作業していない馬で
あった Eと Fの心拍数は多いことがわかる。

輓曳抵抗の大きさの検討
輓曳抵抗の増減によって運動強度を変化させた場合，
それに比例して心拍数が増減することはわかった。し
かし，輓曳抵抗が極端に重いかあるいは軽い場合につ
いても，運動強度と心拍数が常に比例関係にあるかど
うかは不明なので，このことについて検討した。
体重の 5分の 1程度の軽い牽引抵抗と体重の 3分
の 1程度の重い牽引抵抗，その中間の牽引抵抗の 3種
類の牽引抵抗を用いた実験を十勝種畜牧場繋養の 22

頭（平均体重 720 kg）を用いて行ってみると，全体と
して運動強度の増加に比例して心拍数が増加している
ようにみえるグラフが得られた。しかし，精査してみ
ると，抵抗が重い場合の方が運動強度と心拍数の間の
直線関係の傾きが急なように野村は感じた。そこで，
十勝種畜牧場に繋養されている重種 22頭の中から 5
頭（649～ 750 kg）を選び，3種類の牽引抵抗（142～
156 kg・197～ 213 kg・243～ 255 kg）を用いて再度実
験を行ってみた。その結果が図 4である。運動強度が
高くなり 450以上になると，心拍数が急激に高くなり，
それ以下の負荷時における勾配とは違いがあることが
わかる。運動負荷が 450以上になるのは，体重の 3分

図 2.　 運動強度と心拍数の関係。心拍数は，運動中心拍数（30～
45秒・90～ 105秒・150～ 165秒における心拍数の総和）と
回復期心拍数（運動後 30～ 60秒・90～ 120秒・150～ 180
秒の心拍数の総和）の合計を用いた。運動強度と心拍数の関
係は直線的であるのがわかる。また，日常的に運動を行って
いる耕馬の心拍数は，調教途上の馬よりも少ないことが確認
できる。 （文献 14から筆者が作図）

図 4.　 牽引抵抗の違いと心拍数の関係。運動強度がおよそ 450以上
になると，心拍数が急激に多くなり，それ以下の運動強度に
おける増加の勾配とは違いがあることがわかる。（文献 14か
ら筆者が作図）

図 3.　 馬ごとにみた運動強度と心拍数の関係。6頭の馬すべてにお
いて，運動強度と心拍数との関係は直線関係であることが確
認できる。この中で，最も優秀な馬として認識されていた A
の心拍数は最も少なく，一方，ほとんど作業していない馬で
ある Eと Fの心拍数は多いことがわかる。（文献 14から筆者
が作図）
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の 1以上の重い負荷をかけたときなので，試験実施に
あたっては，体重の 3分の 1以上の負荷は用いない方
が良いと野村は考えた。
同様の検討を中間種が繋養されている奥羽種畜牧場
でも実施した。馬の体重は 530～ 650 kgであり，十勝
種畜牧場繋養馬よりも一回り小さい。輓曳抵抗をおよ
そ 100 kg・150 kg・200 kgの 3種類に設定して同様の
実験を行い，グラフを作ってみたところ，運動強度と
心拍数の回帰直線の傾きが，運動強度が 450以上にな
ると運動強度が 250～ 450までと比較して急になるグ
ラフが得られた（図 5）。野村は，運動強度と心拍数の
回帰直線の傾きが異なることについての統計的な解析
は行っていないが，得られたデータから筆者が統計解
析を行うと，運動強度が 450までの直線の傾きと運動
強度が 450からの直線の傾きには，統計的な有意差が
あることがわかった。つまり，野村の直感的な判断は
それなりの意味を持っていたということになる。この
実験で用いた牽引抵抗 200 kgも体重のほぼ 3分の 1で
ある。野村はこれら 2つの実験により，体重の 3分の
1の負荷が実験に用いることのできる上限といえると
結論した。
一方，負荷抵抗が小さい場合についても検討した。
東北農業試験場繋養の 12頭，岩手種畜農場繋養の 12
頭，合計 24頭（530～ 725 kg）を用いて，牽引抵抗を
90 kg・130 kg・170 kgの 3段階に設定して，300 m走
路で実験を行い，得られた成績をグラフにした。する
と，運動強度が 250くらいのところを境界にして，そ

れ以上の部分の運動強度と心拍数の直線関係の傾きが
緩やかになるようなグラフが得られていた。5頭を選
んで，グラフにしたのが図 6である。抵抗が 90～ 130 
kgの傾きと，抵抗が 130～ 170 kgの傾きが異なってい
るようにみえる。抵抗 90 kgは概ね体重の 5分の 1負
荷であることから，これ以上軽い負荷を使用すること
は避け，概ね 100 kgの負荷を下限とすることにした。
野村は牽引抵抗の大きさに関して検討した結果，抵
抗負荷を体重の 5分の 1から 4分の 1の範囲（運動強
度 300～ 500あるいは 350～ 450）にすることを提案し，
この範囲から逸脱する場合は，検定の理論的な基礎に
なる運動強度と心拍数の直線相関が満足できないので，
不可であると結論した。

能力判定に用いる相関図
運動強度と心拍数の相関図のグラフ上において，運
動強度と心拍数の回帰直線に，標準偏差の上限下限の
直線 2本を加え，上限の直線より上方にあるものを優，
下限の直線よりも下方にあるものを可，2本の直線に
挟まれたものを良として，能力判定を行うことにした。
今回，300 m走路上で行った輓曳試験で得られた心拍
数と運動強度との関係をグラフにすると，相関関係は
＋0.670であり，統計的に有意であった。回帰直線を計
算すると，Y＝0.246X＋108.9（Yは心拍数，Xは運動
強度）であり，標準偏差は 26.4であった。

図 5.　 牽引抵抗の違いと心拍数の関係。運動強度が 450以上になる
と，運動強度と心拍数の回帰直線関係の傾きが急になってい
るのがわかる。野村は統計解析を行っていないが，筆者の統
計解析によると，回帰直線の傾きには有意差があった。（文
献 14から筆者が作図）

図 6.　 牽引抵抗の違いと心拍数の関係。運動強度が 250くらいより
高くなると，運動強度と心拍数の関係の傾きが小さくなって
いるのがわかる。（文献 14から筆者が作図）
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検定法の実際面への応用
野村は，馬の能力検定に心拍数を利用することに初
めて成功したが，その大きな要因として，テレメーター
やビートメーターを開発できたことを挙げ，できるだ
け多くの材料を集積することが，実用面への今後の応
用拡大に残された問題であるとした。そして，実験を
行うにあたっての注意点を以下のように具体的に提示
した。
① 検定走路について：検定走路としては，土質の一定
した直線 300 m走路が望ましい。
② 輓曳抵抗について：牽引抵抗は一定である必要があ
るが，抵抗は走路の土質と輓曳物の性質で決まる。
今回は比較的安定していると思われる土橇を利用し
たが，運動強度を算出する際には，ダイナモメーター
を使用してその都度牽引抵抗を測定するのが望まし
い。問題は，現在のところ畜力程度の小さな抵抗を
測定するダイナモメーターが一般的には製作されて
いないことである。
③ 検定の用具について：ダイナモメーター以外で絶対
に必要なものは，土橇・ビートメーター・ストップ
ウォッチである。
④ 試験の実施方法について：1頭の試験に必要な人員
は 3名である。1名は馬を引き，1名は心拍数を計測
する。他の 1名は心拍数の記録と時間の計測を行う。
出発点に駐立してからビートメーターの電極を装着
し，心拍数が安定するのを確認して 3分間測定する。
運動中は，コースの 50 m・150 m・250 m地点を通過
するごとに 15秒間計測し，記録者に告げる。運動停
止後は，30秒後・1分 30秒後・2分 30秒後を目安
にそれぞれ 30秒間計測する。ビートメーターに拡声
器を付けることができれば，1名減らすことができ
る。
⑤ 以上で，能力判定に必要な成績が得られるが，運動
強度の算出には，牽引抵抗と馬体重が必要である。
ダイナモメーターによる抵抗の測定は 1頭ごとにや
る必要はないので，全部の実験終了後または開始前
と終了後の 2回，走路の 2～ 3ヵ所で検定時の負荷
を加えて実際に土橇を引いて行う。体重測定には体
重計が必要だが，体重計の有無が依然として実施上
の問題点となっている。胸囲や体高・体長などの馬
体測定値から体重を換算する方法があるが，現在の
農用馬に適合する方法はないので，早急に作る必要

がある。
⑥ 検定を何回も繰り返すことは現場では難しいと思わ
れるので，1つの走路を往復するとして，負荷抵抗
の大きさは 2段階程度に限られることになると思わ
れる。
⑦ 能力の判定はあまり細分化する必要はなく，甲・
乙・丙の 3段階，優・良・可・不可の 4段階程度に
とどめた方が良い。
これらの具体的な提言を考慮しながら，1963年 8月
から 1964年 4月にかけて奥羽種畜牧場において実施さ
れた能力検定試験の成績が『農用馬の能力簡易検定の
研究の 2』15）としてまとめられている。

おわりに
野村がこの研究で行った心拍数を指標とした能力判
定は，現在，競走馬で実施されている V200（心拍数
が 200拍／分となるスピード）や VHRmax（最大心拍
数となるスピード）を測定することにより持久力を評
価する試み 3，4，16，17）と基本的には同じである。野村の実
験においても，運動中の心拍数のみを用い，心拍数が
175あるいは 200拍／分となる運動強度を求めるか，
数種類のスピードを負荷し，V175や V200（心拍数が
175あるいは 200拍／分となるスピード）を求めるこ
とも可能である。しかし，数少ない実験回数で能力判
定を行うという実際的な側面を考慮すると，野村が用
いた方法も現場で能力判定に応用する際にはそれほど
問題はないのかもしれない。
現在の我が国においては，農用馬が輓曳作業に従事
する機会は極めて少ないのが現実である。しかしなが
ら，北海道においては，「ばんえい競馬」が開催されて
いるのに加え，道内各地において同様の輓曳競馬が草
競馬として開催されている。最近になって，家畜改良
センター十勝牧場の荒川由紀子によって，輓曳競馬に
用いられているペルシュロンやブルトンの輓曳中の運
動生理学的データが得られている 1，2）。これらの研究で
は，300 mの走路を 350 kg・450 kg・550 kg・650 kg・
750 kgの重量の橇を引かせた際の心拍数が記録されて
いる 2）。この調査では，300 mの走路を 100 mごとに 3
区間に分け，100 mごとにスピードを常歩・速歩・最
大スピードの 3段階に変化させて，それぞれの区間の
スピードと心拍数を記録した。そして，それぞれの重
量負荷時における V200を計算し，橇の重量が増加す
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ると V200が減少することを示した（図 7）。この研究
では，ダイナモメーターによる牽引抵抗の測定は行わ
れてはいないので，野村が用いたような運動強度は求
められていないが，納得できる結果が得られていると
思われる。この調査においては，運動終了 3分後の血
中乳酸濃度も測定されており，牽引重量が増加するに
したがって血中乳酸濃度も増加することが示されてい
る（図 7）。この成績によると，650～ 750 kgの重量の
橇を 300 m輓曳する運動は，競馬にほぼ匹敵するよう
な運動であることが示唆され，輓曳競馬の運動強度を
推測する上で貴重な成績となっている。
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シャルル・ド・ゴール空港に降り立って
第 18 回 国 際 動 物 繁 殖 学 会（18th International 

Congress of Animal Reproduction，通称 ICAR）が，2016
年 6月 26日～ 30日にフランスのトゥール（Tour）に
て開催された。ICARは 1948年に設立された非営利国
際団体である。人以外の全動物に関する繁殖学をテー
マとし，4年ごとに様々な国で国際学会が開催されて
いる。繁殖学に関することなら，生理学，病理学，繁
殖技術など，幅広い分野について多くの口頭発表とポ
スター発表がなされていたほか，シンポジウムにも多
くの聴講者が参加していた。
フランスのパリ シャルル・ド・ゴール空港に到着し
たのが 6月 26日の 17時過ぎ。日本では夕焼けがきれ
いな頃だろう。しかし日本より緯度の高いフランスで
は，まるで日本の 14時ごろのように太陽がサンサンと
輝いていた（図 1）。飛行機の中で一睡もしなかった私
であったが，睡魔に襲われるどころかこの太陽光でむ
しろ覚醒してしまった。空港からバスで約 1時間，モ
ンパルナス駅に到着し，フランス国鉄の TGVに揺られ
て約 50分，やっと開催地の Tourに到着した頃には 21
時半になっていた。ホテルに到着したのは 22時半。し
かしまだ外は明るく，夏の日本の 17時のような感じ
であった。外では子供が遊んでおり，人通りも交通量
もまだまだ多い。きっとこれから夕焼けが始まるのだ
ろうと思っていたが，夕焼けなどあったのか分からな
いまま，1時間後には真っ暗になっていた。これまで
海外は 1度ベトナムに渡航しただけで，ヨーロッパへ
の渡航は初めてだった私にとってはヨーロッパの気候，
街並，人々ほぼ全てが新鮮だった。唯一，北海道十勝
地方にいる私にとっては，広大な牧草地を見ると親近
感というか安心感が湧いてきた。

暗くなるのは遅いが，朝はきちんと早くから明るく
なっていた。会場に到着するとまず鞄内のチェックを
受け，そのセキュリティ対策に驚かされた（図 2）。当
然のことなのかもしれないが，本格的な国際学会が初
めてだった私にとっては新鮮だった。会場も地下をあ
わせて 4フロアー全てが学会会場であり，人の数の多
さに圧倒された。受付周囲にはもちろんのこと，どの
フロアーを見ても人で溢れている。またポスター展示
会場には，かなり多くのスペースが確保されていた。
さっそくセミナー聴講のために講義室に入ったが，た
くさんあった座席はセミナー開始時には参加者で埋
まっていた（図 3）。
数多くの演題があったが，お恥ずかしいことに自分
の知識と英語力では理解できない部分が多くあった。
しかしその中でも馬に関する研究，特に自分の研究分
野の演題には非常に関心が湧き，ある程度理解できた
ことが大きな自信となった。

第18回国際動物繁殖学会への参加報告
木村優希
Report of 18th International Congress of 
Animal Reproduction
Yuki KIMURA

木村　優希（きむら　ゆき）
岐阜大学大学院連合獣医学研究科馬臨床繁殖学研究室
に在籍。平成 27年に帯広畜産大学畜産学部獣医学課
程を卒業。獣医師。研究対象は主に日本輓系種。学部
時代は難産が新生子ウマに与える影響を研究。現在
はホルモンの局在性や妊娠期の異常検出法確立などを
テーマに研究中。生産者の役に立つ獣医師と研究者に
なることが目標。世界最大級の体格と非常に温厚な性
格を持つ日本輓系種の魅力を多くの方に知っていただ
きたい。

海外学術集会参加報告
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図 1.　まるで日本の昼間のようなフランスの 19時
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ポスター発表のご報告
私自身がポスター発表により報告した研究成果につ
いて簡単にまとめさせていただきたい（図 4）。
「日本輓系種における胎盤炎評価のための子宮胎盤結
合厚測定」
“Measuring the combined thickness of uterus and 

placenta for evaluation of placentitis in Japanese heavy 

draft horse”
日本輓系種とは，フランス原産のペルシュロン種お
よびブルトン種，ベルギー原産のベルジャン種の交雑
種であり，その体重は 1,000 kgを超えることもある世

界最大級のウマである。過去には北海道開拓において
重要な役割を果たし，現在は北海道帯広市において世
界で唯一開催されている“ばんえい競馬”でその力を
競っている。“ばんえい”とは“そりを曳く”という
意味である。たった 200 mと距離は短いが 2つの山状
の障害が設置された厳しい直線コースにて，その体力
と力を競う力強いレースは観る者を感動させる。重賞
レースでは自分の体重と同程度，あるいは体重以上の
1,000 kgのそりを曳くその力は，世界でも最も強い分
類に入る。このように，日本輓系種は種の多様性およ
び文化的遺産の観点から非常に重要であり，種の保存
のためには繁殖が不可欠である。しかし，流産，早産，
虚弱子出生など，繁殖上の問題点は数多く存在し，妊
娠後期のこれらの原因の多くは“上行性胎盤炎”であ
る。上行性胎盤炎とは細菌やカビが腟から子宮頸管を
突破して胎盤や胎子に感染することによる炎症である。
この炎症が正常な妊娠を阻害し，流産や早産を引き起
こす。軽種馬において，この上行性胎盤炎の診断法と
して“子宮胎盤結合厚（Combined Thickness of Uterus 

and Placenta：CTUP）”が測定されている。CTUPとは，
経直腸エコー検査にて子宮頸管頭側かつ腹側に描出さ
れる子宮と胎盤の厚さを合わせたものであり，上行性
胎盤炎では肥厚することが知られている（図 5）。本研
究は，日本輓系種においても CTUP測定は有用である
か，上行性胎盤炎を診断することは可能かを調査する
ことを目的とし，24頭の日本輓系種において，妊娠後
期に CTUPを測定した。分娩時に排出された胎盤を病
理学的に検査した結果，2頭が胎盤炎と診断された。
胎盤炎と診断された 1症例は早産後に子ウマが生後直

図 4.　自身のポスター発表におけるディスカッション

図 2.　ICAR会場入り口にて

図 3.　広く豪華で人で溢れたメイン会場
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死し，もう 1症例は分娩が進行しなかったため帝王切
開を実施したが母子共に死亡した。日本輓系種におけ
る CTUPは軽種馬における報告と同様に妊娠の進行に
伴って増加したが，その値は軽種馬における報告値よ
りも明らかに高値を示した。胎盤炎症例は非胎盤炎症
例のものよりも CTUPの高値を示す傾向があった。正
常な子宮胎盤組織は 1本の滑らかな曲線として描出さ
れるが，胎盤炎症例では組織の凹凸および胎盤剥離像
が確認された。以上のことより，日本輓系種において
も CTUP測定および検査時のエコー画像評価は胎盤炎
および早産のリスク検出に有用であることが示唆され
た。今後は症例数を増やしつつ，より精度の高い検査
法確立に向けて調査を進めていきたい。
上記のような発表をしたところ，日本輓系種の

CTUPはサラブレッドのものよりもこれほどにも高い
のか，と驚きの声を上げる参加者が多くいた。また，
細菌分離は実施したのか？ エコー検査から分娩日は予
測可能か？ などのご指摘，ご質問をいただいた。細菌
分離は胎盤からは実施していないが，共同研究者が交
配時に子宮頸管から実施しており，今後関係性を調査
する価値はあると考える。分娩日予測は，近年普及し
始めた乳汁検査よりは精度は落ち，手間もかかるであ
ろうが，分娩が近づくと子宮と胎盤の境界に白線が検
出されることが知られており，本研究でも妊娠後期に
なるほどこの所見が増加した。さらに，広範囲の胎盤
剥離が確認された翌日に早産ながら元気な子ウマを分
娩した症例もあり，エコー検査からある程度の分娩日
予測は可能であると考えられる。自身の研究について，
貴重なご意見とアイデアをいただき，非常に有意義な
時間となった。

セミナーや演題の紹介
セミナーや他の発表の中から興味深かった演題につ
いてもいくつか紹介したい。

1． Animal models for utero-placental imaging：Oliver 

Morel（France）
ヒトの妊娠異常には，例えば子宮内発育遅
延（Intrauterine Growth Restriction：IUGR） や 子 癇
（eclampsia）などが挙げられる。子癇とは，私自身も研
究中に論文を読むまで知らなかったので簡単に説明す
ると，いわゆる妊娠中毒のことである。妊娠中の高血圧
（循環障害）により臓器が損傷し，妊婦の浮腫，視覚障
害，痙攣などの全身性発作，早期胎盤剥離，早産，新
生児異常を引き起こし，最悪の場合には母子ともに死
に至ることもある。これらの妊娠中の異常（compromised 

pregnancy）は新生児の異常体重に反映されるそうだ。
いわゆる低体重児，過体重児の出生（low or high birth 

weight）である。この体重異常は子供の発達異常，つ
まり非感染性疾患（non-communicable disease）に関与
するため，非常に大きな問題である。なぜ IUGRや子
癇が起こるのか。原因のひとつに胎盤の機能障害が挙
げられる。これらは妊娠初期の胎盤血流エコー検査で
検出できるそうだ。エコーの 3Dドップラーモード（血
流の強さと向きが分かるモード）で胎盤を描出すると，
子癇では血流が低下しているらしい。胎盤の血流が低
下するということは，胎児への血流も低下するという
ことで，当然胎児は発育不良となる。この胎盤血流と
胎児への血流の関係を Russian doll concept，簡単に言
えばマトリョーシカ方式で図にして説明していたのが
非常に分かりやすかった（図 6）。これらの研究をヒ
トで実施することは難しいため，動物モデルで代替す
ることが重要だと述べていた。しかしこれらの問題は
ヒトだけではなく，動物においても重要である。ウマ
でも低体重子（未熟子）はその後の発育がよろしくな
く，競走馬としては見込みが少ない。競走馬としての
未来だけではなく，罹患率や死亡率が高く健康に育つ
ことも難しい。しかも産業動物であるため，このよう
な子ウマを養うことは生産者の経済的な面で負担とな
る。反対に体格が立派な大きな子ウマがよいのかと言
えば，そもそも分娩時の難産発生率が高まる。難産は
母子を命の危険に晒し，新生子不適応症候群（Neonatal 

Maladjustment Syndrome：NMS，あるいは周産期仮死症図 5.　子宮胎盤結合厚（CTUP）

��

��

��

����



22

候群／ Perinatal Asphyxia Syndrome：PAS，低酸素虚血
性脳症／ Hypoxic-ischemic Encephalopathy：HIE）の原
因にもなる。NMSとは胎子が子宮内環境から外界への
環境変化にうまく適応できないために引き起こされる
症候群であり，脳や全身臓器が難産時に血流を阻害さ
れたために機能障害を起こすことが原因のひとつと考
えられている。このように，馬の世界でも胎子の発育
異常は大きな問題となっているが，ヒトのように妊娠
異常のスクリーニング検査がほとんど実施されていな
いのが現状である。妊娠の初期に胎子の有無を鑑定し
た後は放牧に出し，妊娠中期～後期に牧場に戻して再
鑑定した後は分娩を待つというのが一般的だ。私の勉
強不足であれば非常にお恥ずかしいが，もしウマでも
ヒトのように血流検査，あるいは他の何らかの方法で
胎盤の機能障害を妊娠の初期に検出する方法が確立さ
れたなら，馬の生産性はかなり向上すると考えられる。

2． Maternal environment and placental vascularization in 

small ruminants：Larry Reynolds（USA）
先に紹介した演題で，胎盤検査は妊娠初期に実施さ
れると知ったのだが，ではなぜ“初期”なのかがこの
演題で述べられていた。それは，胎盤の血管形成が妊
娠初期に劇的に起こるからだそうだ。ヒトを含め哺乳
類の胎子喪失の 30～ 50％は妊娠初期に発生するが，
これは胎盤の血管形成，それによる胎盤発達がうまく
いかないことが原因と考えられている。これも Russian 

doll conceptを見れば分かりやすい。この演者は例とし
て，異常妊娠と正常妊娠のヒツジの胎盤の写真を見せ
てくれた。異常妊娠で分娩したヒツジの新生子は正常
妊娠の場合よりも低体重であり，それと一致して分娩
時に排出された胎盤のサイズは小さく，赤みがなく（血
流が少ない），目視で確認できるほどに血管の発達が
悪かった（通常，胎盤には大きな血管が浮き出てたく

さん走っている）。さらにヒトの IUGRでは，子宮動脈
の血流が平均よりも妊娠期間を通して低いことを示す
グラフ（Knoje et al., BJOG 110: 301-305, 2003）も提
示していた。このように比較すると，胎盤の形成とそ
の血流が胎子の発達にいかに重要なのかを実感するこ
とができた。やはり妊娠期の胎盤の発達具合をウマで
も検査することが望ましいと感じる。この演題の基に
なっている論文を読むと，アルギニンやシトルリンと
いったアミノ酸が治療に有用で，これらは代謝されて
血管拡張作用のある一酸化窒素（NO）に変換され，胎
盤の血流改善作用を発揮すると紹介されている。実際，
ヒトやブタ，ヒツジ，ウシなどで胚生存率向上，胎子
発育阻害防止，胎盤発育良化，生子分娩率向上，同腹
子の数と体重増加および体重差減少などの作用が確認
されている。これらは静脈内注射あるいは経口にて投
与される。自身で調べてみたところ，アルギニンの胎
盤機能に関する効果は分からなかったが，妊娠後期～
分娩後 14日にアルギニンを餌に混ぜて投与した場合，
子ウマの出生体重に変化はなかったものの，分娩後の
子宮内の貯留液が少なく，また液排出にかかる期間も
短縮したとの報告（Mesa et al., Anim Reprod Sci 159: 
46-51, 2015）から，繁殖成績向上に有用なのではない
かと考えられた。ウマにおいても胎盤機能異常の検出
が可能になり，アルギニンやシトルリン投与のような
胎盤機能向上や妊娠異常改善法が発見されたなら，繁
殖現場において非常に有用であろう。また，それに自
分自身が関われたならさらに嬉しい。

3． Feta l  f lu id  proteome analysis  in  mares  wi th 

experimentally induced placentitis：Canisso et 

al.（USA）
私自身が胎盤炎の研究をしていることから興味を持
ち，掲示されていたポスターを読んでみた。妊娠馬に
Streptococcus zooepidemicsを子宮頸管経由で胎盤に接種
して上行性胎盤炎を誘発した場合，尿水中に検出され
る蛋白に変化はあるか，という研究であった。妊娠期
間 265～ 280日の妊娠馬を 6頭選び，3頭に菌を接種
後，接種当日と 5日後に経腹腔エコー検査のガイド下
で尿水を採取・比較した。その結果，菌接種群ではラ
クトトランスフェリン，セロトランスフェリン，およ
び alpha-1-antiproteinaseが，菌接種当日よりも 5日後に
2倍以上に増加しており（P＜0.05），胎子 well-being評図 6.　Russian doll concept
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価に使用できる可能性があると述べていた。尿膜水採
取は手間がかかり，妊娠への悪影響も考慮すべきであ
るが，もしこれらが解決され，胎盤炎評価ができるな
ら臨床的に極めて有用な方法であろう。

4． The Pulse Doppler ultrasonography of the intra-

testicular artery in stallions is a good indicator of 

sperm production：Ortiz-Rodríguez et al.（Spain）
現在，馬の精巣機能評価は精液検査によって実施さ
れている。しかし，精液を採取せずに，早期診断が可
能な方法として，精巣エコー検査を考察したポスター
発表だった。エコー検査には白黒のリアルタイムなエ
コー画像が描出される Bモードと，さらに血流の強さ
と向きが描出されるドップラーモードを用いた。研究
の結果，不妊の種牡馬は健康な種牡馬よりも 1日に射
精される平均精子数は少なく（P＜0.05），Bモードで
観察した精巣体積は小さく（P＜0.05），1回の射精に
よる精液中に含まれる平均精子数とドップラーモード
で観察した精巣動脈の心室拡張終期における血流速度
および平均血流最大速度の間に正の相関性が検出され
（それぞれ r＝0.685, 0.721, P＜0.05），ドップラーモー
ドを用いた精巣動脈のエコー検査は侵襲性の低い種牡
馬の精巣機能評価法になりえると述べていた。私自身，
経験が少ないものの精液検査を実施したことがあり，
その際の道具や台馬（種牡馬の射精を促すために用意
する雌馬）の準備，牡馬の射精促進，採精，その後の
精液検査までの手順は非常に大変である。牡馬がすん
なりと射精してくれればまだよいものの，なかなか射
精しないこともあり，その場合には牡馬が雌馬に乗り
やすいように調整したり，何度もトライして射精する
のを待ったり，生産者，獣医師共に大仕事である。し
かし，精巣エコー検査ならこれらの作業が必要なく，
牡馬にも台馬となる雌馬にも負担が少ない。エコー検
査から精子数だけでなく精子活力なども予測できるよ
うになれば非常に有用な方法であると考えられた。

5． Preliminary morphometric study on fetal eye in 

standardbred mares in late gestation：Lanci et 

al.（Italy）
馬の分娩日予定日は約 11ヵ月であるが，320～ 360

日と幅広く，分娩監視をしていない日にいつの間にか子
ウマが産まれていることがある。母子共に問題なけれ

ばそれでよい場合もあるが，難産で死んでいたり，虚
弱子出生で発見時には手遅れになっていたり，生後間
もない子ウマがキツネにかじられていたりすることが
あるため，分娩日予測が非常に大切である。近年分娩
予定日近くの乳汁検査から分娩日を予測する方法が報
告され，サラブレッドのみならず日本輓系種でも用い
られるようになりつつある。このポスターでは経直腸エ
コー検査にて胎子の眼球径および眼球体積を測定した
結果，分娩日を眼球体積から予測できると報告してい
た（分娩までの日数＝ 38.21－2.719×眼球体積）。胎子
の性別による眼球画像の差は検出されなかったそうだ。
これを乳汁検査とあわせることで，より正確な分娩日
予測が可能になるかもしれないと述べており，もしそ
うなれば生産地での分娩管理の助けになるであろう。

フランスの人々や馬文化に触れて
学会にて勉強した後には，会場周辺に足を伸ばして
みた。きれいなお城や教会，ヨーロッパらしい街並に
感激した（図 7）。街の人は皆さん大変優しく，英語が
不自由な私の話をじっくり聞いてくれ，散策を楽しむ
ことができた。バスに乗ったのだが，まずバスターミ
ナルが広大すぎて，目的のバス停が見つからない。た
くさんの人に聞いて，やっと見つけたのだが，あるお
ばあさんは自分の用事もあるだろうに「私についてお
いで」と案内してくださり，あるおばあさんは道路の
反対側にあるバス停に私が到着するまで見届けてくだ
さり，最後には“OK”と手を振ってくださった。やっ
とバスに乗ることができ，目的地を運転手さんに告げ
ると「今そこはイベント中で行けないが，近くで降り

図 7.　316年に建てられた会場周辺の教会
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て歩いていくといいよ」と言ってくれた。しかし発車
後に考えてみると，その“近く”とはどこなのか，全
く分からない。乗客のおばあさんに尋ねてみると，「い
いわ，私が運転手さんに聞いてあげる」と，「日本人の
女の子が○○に行きたいって言っているんだけど，ど
うしたらいいかしら？」と尋ねてくださった。別のバ
スに乗るときも再度非常に苦労したが，今度はおじさ
んとお兄さんが親切に道を教えてくださり，またバス
停まで連れて行ってくださった。旅行鞄を電車の網棚
に上げることができずに苦労していると，隣の座席の
男性が手伝ってくださり，終点到着時にはすすんで荷
物を降ろしてくださり，さも当たり前のことをしたか
のように無言で下車していった。目的地に到着するま
で非常に苦労したのだが，それ以上に大変嬉しくなり，
心温まる旅路となった。「日本のサービスは世界一だ」
とか「海外は危険だから気をつけなさい」などとよく
聞くため，海外は快適ではなさそうだと思い込んでい
たのだか，そんなことは全くなかった。むしろ日本だ
と文字は読め，地図もフランスほど入り組んでおらず，
自力で目的地に到着できてしまうことが多いため，日
本にいるよりも見知らぬ人の優しさに触れることがで
きた気がする。もちろん学会で勉強できたことも大き
な収穫だったが，フランス人の優しさにこんなにも触
れられたことが，「今回フランスに来てよかった」と最
も感じたことであったと言っても過言ではない。
街を歩いていると馬車がアスファルトの道路を走り

（図 8），騎乗警官がルール違反者を取り締まっていた
（図 9）。日本ではなかなか見られない馬文化に接する
ことができて，非常に興奮した。騎乗警官が珍しくて，

周囲の目も気にせずに写真を撮っていると，被写体の
警察官がにっこり微笑んでくれた。これらを見た場所
はそれほど有名な観光地ではないにも関わらず，こん
なに頻繁に使役馬を見ることができたということは，
現在でも馬文化が残っているということなのだろうか。
さすがヨーロッパ。日本で馬といえば競馬，乗馬，動
物園がほとんどだ。特に日本輓系種にいたってはその
生産頭数は減少の一途をたどり，生産者も減少，高齢
化が進んでいる。体格は世界最大級で観る者を圧倒さ
せるが，その性格は非常に温厚で優しい日本輓系種。
初めて見た人なら大人でも第一印象は“大きくて恐い”
と言うが，すぐに“かわいいねぇ”と撫でている姿を
多く見る。私はこれを勝手に“ギャップ萌え”と表現
しているが，日本輓系種には人を惹きつける魅力があ
る。約 1年の妊娠期間を大事に過ごしている母馬，感
動的な分娩，必死に生きようとする子ウマ，母子の強
い絆，妊娠から子ウマの成長までウマに愛情をかけて
いる生産者を見ていると，研究者という立場は抜きに
して，何とかこの日本輓系種が生きる道をこの日本で
拡げたいと強く願う。
今回の学会参加は非常に貴重な経験となった。最後
に，今回の渡航に関する旅費を支援してくださった日
本ウマ科学会に，この場を借りて心より感謝申し上げ
ます。

図 8.　街中を走る馬車 図 9.　交通ルール違反を取り締まる騎乗警官
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『ウマの科学』シリーズ〈家畜の科学〉6
編　集：近藤誠司
発行所：朝倉書店
定　価：3,800 円（税別）A5判　232頁

ウマという動物は，実に面白い。他の家畜と比べて，人との係わり方の多様性が
群を抜いているからだ。もちろん他の家畜と同じように，彼らは私たちに食肉や皮
革などの畜産物を提供してくれる。馬車を引き，農耕などの労役にも貢献している。
また最近では，障害者乗馬や乗馬療法にも活用され，あるいは愛玩用や観賞用とし
ても飼育されている。だが何よりも特徴的なのは，彼らが今，競馬や各種の競技乗
馬などのスポーツや，逍遥乗馬やトレッキングなどのレクリエーションの担い手と
して重用されていることだ。このようなウマの用途の多様性から，人は古来，ウマ
に大いなる愛着を抱き，彫刻や絵画の題材としても人気がある。
日本ウマ科学会は，そんなウマの特殊性を踏まえ，単に自然科学的な面からのウマの探求に限らず，人文科学
的な視点からもウマという動物を理解しようという趣旨で設立されたユニークな学会である。そのため 800名を
越える会員には，ウマの専門研究者や獣医師もいれば，競馬場や牧場あるいは乗馬クラブで馬を管理する実務者
や，あるいは様々なタイプの乗馬の愛好者，馬を素材とする芸術家や文筆家，馬好きの一般人まで様々な人たち
が加盟している。それだけに多種多様な会員のニーズのすべてに応えるのは難しく，そこが学会執行部の悩みの
種ではあるのだが。
さて，今回紹介する新刊書『ウマの科学』は，その書名からして日本ウマ科学会の趣旨に相通じるものを感じ
る。そう思いながら，本書のページを繰ってみた。
まず注目したのは，著者の一覧である。本書は 12名の執筆者による共著であるが，その多くは日本ウマ科学
会の会員であり，しばしば当学会でもご自身の研究成果を発表されているのである。ここで，編集責任者である
北海道大学名誉教授，近藤誠司先生の序文から引用して，本書の概要を紹介しておこう。
「本書では今までとは少し異なる観点からウマの科学を展開してみた。すなわち，栄養生理（第 3章）や繁殖学
（第 5章），遺伝学（第 6章），疾病（第 7章）など，ウマの動物としての基礎的知見を捉えた上で，これに運動
科学と行動（第 4章）を加え，さらにその行動も舎飼時と放牧時に分けてウマという動物を論じた。家畜として
のウマについては家畜化から現在の役割まで述べ（第 1章），これに気鋭の農業経済学者により生産システム（第
2章）と社会における役割（第 8章）を競走馬と農耕馬，在来馬それぞれで解説している。最近のトピックス…
中略…もユニークであろう（第 9章）」
近年刊行されたウマ関連の書籍の多くは，競走馬や乗用馬など用途別に刊行されているが，それらとは一線を
画し，本書はすべての用途のウマを包含して，まさにウマという動物を自然科学的かつ人文科学的に論じている。
言い換えれば本書は書名だけでなく，その中身も日本ウマ科学会の趣旨を大筋で体現しているといえる。そんな
幅広い視点からウマ科学の最新情報を網羅した本書は，これからウマ関連の研究領域や実務を目指す若者，ある
いはウマという動物をより深く知りたいと願う方々にとって，良きガイドラインとなる 1冊なのである。
なお，編集責任者である近藤先生は，ウマに関する長年の研究業績や業界指導における顕著な功績が評価され，
本年度の日本ウマ科学会功労賞を受賞された。この時期にタイムリーに発刊された本書も間違いなく近藤先生の
多大な功労の一端を担う業績として評価されることだろう。

 （日本ウマ科学会会長　青木　修）

書籍紹介
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総　説

1930年代の日本における競走馬の運動生理学研究：回復
率を指標とした運動能力評価―平賀　敦 1，菅野　茂 2

（1日本中央競馬会日高育成牧場，2東京大学名誉教授） 
…………………………………………………………… 131
日本における馬運動生理学研究の歴史は，少なくと
も軍馬の重要性が高い時代であった昭和初期までさか
のぼることができる。競走馬に関する運動生理学研究
としては，1933年（昭和 8年）に帝国競馬協会から発
行された『競走馬の運動生理並に其の能力検定に関す
る研究』が最も重要な研究であり，日本の馬運動生理
学研究の発展に大きな貢献をしたものとして評価され
ている。この研究で中心的役割を果たしたのは，東京
大学の松葉重雄と島村虎猪であり，合計 25名の研究
員や学生が研究に参加した。本論文は，第 1編『競走
馬の運動生理』，第 2編『競走馬の能力判定』の 2編
から構成されており，B5サイズで 294ページにもお
よぶ大冊である。1928年から 1932年にかけての 5年
間，宮内省下総牧場および小岩井農場という当時の双
璧であった 2牧場において，合計 92頭の競走馬を用い
て行われた大規模な研究の成績が報告されている。本
研究において測定された項目は 20項目にわたり，臨
床検査の項目として 1：体温，2：呼吸，3：脈拍，4：
血圧，5：心機能の状態（心音聴取），6：眼結膜の状
態，7：発汗の状態の 7項目が，血液検査の項目として
8：血液の比重，9：赤血球数，10：白血球数，11：血
色素量，12：血液の容積比，13：血液の粘稠度，14：
血液中の血糖量，15：血漿中の炭酸量，16：血漿の水
素イオン濃度，17：血清の氷点降下度，18：血清の屈
折率，19：赤血球の抵抗，20：血清の分光写真が測定
されている。これら合計 20項目（後に 11項目に変更）
を，一定の運動（速歩 800 m・駈歩 1,600 m・襲歩 800 m
の連続運動）を負荷したときの運動前・運動直後・運
動 1時間後・運動 2時間後・運動 3時間後の合計 5回
測定し，運動前値を 100とした百分率を計算して，運

動 1時間後・2時間後・3時間後の数値が運動前値の
95～ 105％の範囲に達した場合を回復したとみなした。
そして，運動 1時間後・2時間後・3時間後のそれぞれ
の時点での調査項目数に対する回復した調査項目数の
割合の平均をその個体の「回復率」とするという考え
方を提唱し，能力判定を実施した。松葉らの研究であ
らためて驚かされるのは，近代競馬の黎明期であった
といってもよい昭和初期において，運動生理学的デー
タを用いて競走馬の競走能力の評価を試みていたとい
う点である。まさに，時代を大きく先取りしていた研
究といえる。さらに興味深い点として，この研究の中
で回復率と得勝率の関係を評価することのできた 25頭
の中に，帝室御賞典（現在の天皇賞）に優勝したハツ
ピーチヤペル・ハクセツ・アスコツトなどとともに，
第 1回東京優駿大競走（第 1回日本ダービー）の優勝
馬となるワカタカが含まれていることである。この後，
回復率を 1つの指標として，中山競馬倶楽部において，
トレーニングが馬体に及ぼす影響についての実験を
1933～ 1934年，1936～ 1937年にかけての合計 4年間
にわたり行い，その成績を『競走馬の能力並に調教に
関する研究』として報告した。

原　著

脊髄造影 CTを用いたサラブレッド当歳馬における頸髄
狭窄率の定量的評価―山田一孝 1，佐藤文夫 2，羽田
哲朗 2，堀内雅之 1，池田寛樹 3，西原佳歩里 1，佐々木
直樹 1，古林与志安 1，南保泰雄 1（1帯広畜産大学，2日
本中央競馬会，3日高軽種馬農業協同組合）………… 143
歩様異常から頸部脊髄症を疑った 4頭と肢軸異常の
1頭の計 5頭のサラブレッド当歳馬（8～ 33週齢，中
央値 31週齢；122～ 270 kg，中央値 249 kg）に対して
脊髄造影 CTを実施した。CT横断面でクモ膜下腔面
積と脊髄面積を計測し，脊髄面積をクモ膜下腔面積で
除することで，狭窄率を定量的に評価した。狭窄率が
52.8％以上の部位で病理組織学的な主病変が認められ

Journal of Equine Science
Vol. 27, No. 4, December 2016
和　文　要　約
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た一方で，狭窄率 54.1％でも主病変が認められない部
位があり，5頭の結果では，52.8～ 54.1％が物理的圧
迫によって生じる頸髄の損傷を示すボーダーラインで
あることが示唆された。また，5頭中 3頭で頸椎全体
を撮影することができなかった。このことから，脊髄
造影 CTは圧迫部位を特定するために用いるのではな
く，従来法の脊髄造影で頸部脊柱管狭窄症と診断され
た症例に対して，狭窄の定量的評価を行うために使用
することが望ましいと考えられた。以上，CT脊髄造影
で求めた狭窄率は頸髄の主病変の特定に利用できると
考えられた。

GnRH類縁物質ブセレリン単回投与による重輓馬の排
卵に及ぼす影響と内分泌動態―三木　渉 1,2，鬼山裕
幸 3，竹田直将 4，木村優希 1，羽田真悟 4，松井基純 4，
田谷一善 5，南保泰雄 4（1岐阜大学大学院連合獣医学研
究部門，2北海道農業共済組合連合会，3十勝農業共済
組合，4帯広畜産大学臨床獣医学研究部門，5東京農工
大学） ……………………………………………………149
重輓馬雌馬の発情期の卵胞，子宮の形態的変化を観
察し，GnRH類縁物質であるブセレリン単回投与が排
卵と内分泌動態に及ぼす影響を検討した。重輓馬雌馬
22頭をブセレリン投与群（n＝8），非投与群（n＝14）
に分類し，試情検査による発情徴候を示し，45 mm以
上の卵胞が存在し，前日検査と比較して子宮浮腫の減
少が確認された時に，ブセレリン 40 µgを筋肉内投与
した。併せて経直腸超音波診断装置による卵胞，子宮
の観察と血中 LH，FSH，プロジェステロン，エストラ
ジオール -17β を測定した。48時間以内の排卵率は投
与群で 100％（8/8）と，非投与群 57.1％（8/14）に比
べ高く（P＝0.051），排卵確認までの平均時間は投与群
で 29± 9（M± SEM）時間，非投与群 59± 7時間で
あった。交配回数，二排卵率，受胎率は両群に差は認
められなかった。ブセレリン投与後 1～ 2日に，LH，
FSHは一過性に上昇し，非投与群では LHが排卵時に
高く，FSHは卵胞の成長に伴う一過性の上昇が認めら
れた。重輓馬雌馬が 45 mm以上の卵胞を有し，子宮浮
腫が減少した時にブセレリン 40 µgを単回投与するこ
とは，排卵効果を有することが示唆された。

サラブレッド種において運動刺激が誘発する末梢血由
来遺伝子のトランスクリプトーム解析―戸崎晃明 1，
菊地美緒 1，栫　裕永 1，廣田桂一 1，向井和隆 2，間　弘
子 2，中村誠二 3，永田俊一 1（1競走馬理化学研究所，2

日本中央競馬会競走馬総合研究所，3DNAチップ研究
所） ………………………………………………………157

マイクロアレイ技術に基づくトランスクリプトーム
解析は遺伝子発現の網羅的解析を可能とし，ヒトをは
じめ様々な生物種で利用されている。ウマにおいては，
全ゲノムが解読されたことで遺伝子がアノテーション
（注釈付け）され，トランスクリプトーム解析が可能
となった。本研究では，DNAマイクロアレイ（15,429
遺伝子：43,603プローブ）を使用し，運動が誘発する
末梢血の遺伝子発現変動を調査した。サラブレッド種
6頭に対してトレッドミル上でオールアウト走を負荷
し，運動前，直後，4時間後および 24時間後に頸静脈
から末梢血を採取し，RNAを抽出後にマイクロアレ
イで解析した。アレイデータを正規化した後，解析可
能な 26,830プローブを対象として以降の実験を実施し
た。K-meansクラスタリングにより，遺伝子発現が同
様に変動するプローブを群として分類した。これらの
分類された群中には，運動 4時間後に炎症関連遺伝子
である Interleukin-1 receptor type II（IL-1R2）やMatrix 

Metallopeptidase 8（MMP8），Protein S100-A8（S100-A8），
Serum amyloid A（SAA）などが顕著に増加する群，ま
た，運動直後に c-Fos（FOS）が顕著に増加する群が存
在した。これらの結果は，オールアウト走によって生
体内で炎症反応が誘起された可能性を示した。一方で，
運動によって変動しない遺伝子群も同定された。以上
の結果から，低侵襲性で採材可能な末梢血を用いたト
ランスクリプトーム解析は，運動など様々な外的な刺
激によって誘発される競走馬の生理学的変化を調査す
るのに役立つと考えられた。

短　報

ウマ腎臓における遺伝子発現の定量解析のためのハ
ウスキーピング遺伝子の評価― Sara Azarpeykan1, 
Keren E. Dittme1（1Institute of Veterinary, Animal 
and Biomedical Science, Tennent Drive, Massey 
University） ……………………………………………165
ハウスキーピング遺伝子は，RT-qPCR実験におい
て，目的とする遺伝子の発現量を相対定量する際に，
内在性コントロールとして利用される。ハウスキーピ
ング遺伝子は臓器および組織間で異なり，単一かつ普
遍的なものは存在しない。本研究では，ウマ腎臓に
おいて最も安定して発現するハウスキーピング遺伝
子の同定を目的とし，18S ribosomal RNA（18S），28S 

ribosomal RNA（28S），ribosomal protein L32（RPL32），
ß -2-microglobulin（B2M），glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase（GAPDH），succinate dehydrogenase 

complex（SDHA），zeta polypeptide（YWHAZ） お よ び
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hypoxanthine  phosphoribosyltransferase  1（HPRT1）を
調査した。これらの遺伝子の発現安定性について，
geNormおよび NormFinderソフトウェアを使用して解
析した。geNorm の解析によって最少の安定性値を示し
たことから，YWHAZ（M＝0.31）および HPRT1（M＝
0.32）が最適であることが示唆された。さらに，これ
らの遺伝子は，NormFinderの解析によって最も適した
ペアワイズ安定性値を示した（geNorm V＝0.085）。以
上の結果から，YWHAZおよび HPRT1は，ウマ腎臓を
対象にした RT-qPCR実験において，最も有用なハウス
キーピング遺伝子であると考えられた。

セボフルラン麻酔下のサラブレッド種における麻酔深
度指標としてのbispectral indexの検証―徳重裕貴 1，
柿崎　将 1，大出浩隆 1，岡野　篤 1，岡田　淳 2，黒田
泰輔 3，和久野愛 2，太田　稔 3（1日本中央競馬会美浦
トレーニング・センター競走馬診療所，2日本中央競馬
会栗東トレーニング・センター競走馬診療所，3日本中
央競馬会競走馬総合研究所） …………………………169

Bispectral index（BIS）の麻酔深度指標としての臨床
有用性を調査するために，サラブレッド種 5頭におけ
るセボフルラン吸入麻酔中の様々な局面での BIS値を
測定した。終末呼気セボフルラン濃度が 1.2最小肺胞
内濃度（MAC）時（median, range：60, 47-68）および 1.5 
MAC時（71, 49-82）の BIS値は，安静時（98, 98-98）
あるいは鎮静下（92, 80-93）に比較して有意に低値を
示した。回復期においては，BIS値は経時的に徐々に
増加した。以上のことから，BIS値は回復期における
覚醒指標として臨床的に有用である可能性があるもの
の，外科的手術期より麻酔深度が深い場合 BIS値その
ものは正確に表示できないと示唆された。



29

Hippophile No. 67

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



31

Hippophile No. 67

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）
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編集後記

今年最大のニュースはなんと言ってもトランプ氏の米国大統領選勝利でしょう。ブレグジット（英国の EU離
脱）をはるかに超えた驚きを覚えました。この結果を，変化をいとわない気概とみるか，無謀な選択とみるか。W．
チャーチルは「民主主義は最悪の政治体制である。ただし今までに試みられたすべての体制を別にすればの話だ
が」と言ったそうです。願わくばこれからの4年間が，少しぐらいグローバル化が遅れても平和でありますように。
ところでチャーチルの言葉で編集子が気に入っているのは「I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. 

Pigs treat us as equals.」です。さて馬は？ 

本号では，まず齊藤朋子さんと古村圭子さんに書いていただいた「北海道和種と流鏑馬」と題した記事を掲載
しました。流鏑馬競技がもっと普及し，その競技で多くの日本在来馬が活用されるようになれば，まさに生きた
形での在来馬保護ということに繋がります。
馬事資料は 2編，寺島敏治さんによる昭和初期の軍馬用産駒の流通についての知見と，平賀敦さんの昭和 30年
代の野村晋一氏の業績の紹介です。寺島さんは，軍馬や馬産に関する埋もれた資料を発掘し，ほこりを払って読
み解く，知る人ぞ知る在野の歴史家です。今回の記事も日本陸軍に納められる軍馬の生産と流通に関する貴重な
資料といえます。
一方，平賀さんの記事は，我が国の動物運動生理学の先駆者といえる研究者の業績紹介です。現代の生理学者
からみた先人のオリジナリティの素晴らしさをあらためて発見させられます。
海外学術集会参加報告は岐阜大学大学院の木村優希さんに書いていただいています。木村さんは本学会の支援
も得て，フランスで行われた第 18回国際動物繁殖学会に参加されました。行間から，若い研究者のまぶしいよう
な感動が感じられます。この気持ちを忘れずに，今後さらに研究に励んでいただけるものと思います。

 （編集委員長　楠瀬　良）
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