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はじめに
近代オリンピックにおける馬術競技は，1900 年パリ
大会で飛越系（障碍，高さ，幅）の競技として初めて
登場するが，その後2大会は採用されず，1912年ストッ
クホルム大会において，改めて 3つの競技種目（馬場
馬術，総合馬術，障碍飛越）が採用され，以降現代ま
で継続している。日本の馬術界は，オリンピック馬術
競技への参加が騎馬技術向上の機会と捉え，かつ馬産
改良等馬事振興に裨益するものとして参加に踏み切り，
1928 年アムステルダム大会に初めて代表を送った。以
後 1932 年ロサンゼルス大会，1936 年ベルリン大会と
官民を挙げて準備し参加してきたが，次の 1940 年東京
大会は，内外情勢の急変を受けて準備半ばで大会自体
を返上し中止となった。
ここでは国内繋養馬頭数が 140 ～ 150 万頭程度で推
移し，騎兵将校中心に選手が選抜されていた時代のオ
リンピックへの対応をみる。

1．1928年アムステルダム大会の馬術競技
（1）オリンピック馬術競技への参加決議
大正 15（1926）年 4 月の第 3回全国乗馬大会におい
て 1928 年オリンピック（アムステルダム）馬術競技へ
の参加が決議されたことを受けて，昭和 2（1927）年 1

月社団法人帝国馬匹協会（会頭：伯爵 松平頼壽，農林
大臣所管）第 1回定期総会は，1928 年オリンピックへ
の本邦馬術選手派遣を承認した。
この間に文部，陸軍，農林各省の支援を取り付けたと
はいえ，出航までに 1年にも満たない期間であわただし
く人馬を選定し訓練しなければならなかった（航海日数
は往路マルセイユまで 41 日，復路は 65 日であった）。

（2）派遣人馬の選定
昭和 2（1927）年 5月 22 日，24 日陸軍騎兵学校にお
いて編成した陸軍委員により概ね前回オリンピック競
技に準じた純馬術（馬場馬術のこと。以下同），総合馬
術，大障碍に分けて予選競技を行い，5月 28 日陸軍省
は所属部隊等から推薦された現役将校の対象者 10 名か
ら選手 4名と競技種目を決定した。
続いて帝国馬匹協会，関係官省および団体等の折衝
の結果，11 月 26 日派遣選手 4人とその携行馬 4頭（内
国産馬 2 頭，外国産馬 2 頭）を次のように決定した
（表 1）。

（3）携行馬の輸送と選手の派遣（写真 1）
①馬匹の輸送と選手団のシベリア経由派遣
城戸少佐監督の下，口付人（携行馬世話人）3名と
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（4）個別競技の経過と成績
①競技の主な一般通則
● 3種目とも各 3名までの将校または紳士。種目ごと
に予備の人馬 1を登録可能とする。
●馬場運動では，馬装は大勒，小勒を装着し，特異の
付属物，脚絆（肢巻）は禁止する。
●馬場運動以外の場合は，鞍を含めて荷重 75 kg以上
とする。
●大障碍飛越競技と総合競技の障碍競技（3日目）の
障碍物形状，配置は当日示す。
②総合競技
日程：8月 8日持久力競技経路下見，馬体検査。9日
調教競技，10 日持久力競技，11 日午後障碍飛越競技。
競技の状況：参加国 17 カ国，選手 46 名，3 名の団
体戦（優勝国戦 14 カ国）と個人戦。
審査委員は 5名，馬場は長方形（60 × 20 m）。

〈1日目の調教競技，城戸少佐は健闘〉
城戸少佐は騎乗馬久軍で 46 名中 17 位と健闘した。

〈2日目の持久力競技，城戸少佐は 6位に浮上〉
持久力競技は，前回パリ大会に準じて 5区構成，総
距離 36 km／ 121 分 52 秒。
第 1区　道路と小径での 7 km／ 29 分 10 秒
第 2 区　レーストラック 2 周半での 4 kmのスティー
プルチェース 6 分 40 秒
7 個の固定障碍（最高 1.15 m，水濠幅 3 mを含む）
第 3区　15 kmの路上行進　90 分
第 4 区　放牧場と森林からなる 8 kmの路外生地騎乗
（クロスカントリー）17 分 46 秒 

障碍数 40 以上（高さ 1.15 m，水濠幅 3.5 m等）
第 5区　平地での 2 kmの駈歩行進　6分
城戸少佐は，所要時間内に走破し 2日目までの競技

馬匹 4 頭は，12 月 19 日，日本郵船会社の貨客船白山
丸にて横浜港より出航，翌 3（1928）年 1 月 28 日マル
セイユに上陸した。同地に 43 日滞在し馬匹の気候風土
への順化と体力回復に努め，3月 10 日同地を離れ，パ
リ近郊のサンジェルマン・アン・レエにて，引き続き
体力回復と準備作業に従事した。
一方，遊佐監督兼選手ほか 2 名の選手一行は，3 月
15 日東京を出発しシベリア経由にて 4月 7 日パリに到
着し先発の人馬と合流した。
②現地馬術競技へ出場して場馴れ
選手団の監督でもある遊佐中佐は，選手に現地での
競技に慣れさせる目的で，城戸少佐（現地フランスで
購入した大障碍馬アイリッシュボーイ）と吉田大尉（騎
乗馬久山）を 5月ブリュッセル，6月ロンドンの馬術
競技に出場させた。

表 1.　派遣選手と携行馬

出場
区分 選手の官氏名

携　　　　　　行　　　　　　馬

馬　名 所　属 馬齢 性 体高
（cm） 種　類 産　地

純馬術 騎兵中佐 遊佐幸平 魁（さきがけ） 牧田清之助 7 騸 152 内洋（父，サラ） 野村牧場

純馬術 騎兵少佐 岡田小七 涿秋（たくしゅう） 馬匹協会 7 牝 156 内洋（父，アノ） 奥羽牧場

総　合 騎兵少佐 城戸俊三 久軍（きゅうぐん） 騎兵学校 11 騸 157 濠サラ 濠州

大障碍 騎兵大尉 吉田重友 久山（きゅうざん） 騎兵学校 11 騸 160 濠サラ 濠州

（1）年齢は当時の数え方。内洋は内国産の洋種馬の意。体高は 1尺 30 cmとして換算。
（2）本資料の馬齢は満年齢である可能性がある。グラビア写真の年齢は各馬 1歳加算されていた。

写真 1.　 1928年アムステルダム大会派遣人馬  
左より，遊佐中佐と魁，城戸少佐と久軍，岡田少佐と涿秋，
吉田大尉と久山  
『第 9回（1928年）報告書』より
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審査委員は5名，騎手は馬具込みで75 kg以上の負荷，
走行距離は 720 m，400 m／分で，所要時間 1分 48 秒。
障碍個数 16 個，高さ 1.20 ～ 1.4 m，幅水濠の 3 mで開
始した。
〈吉田大尉は失権，城戸少佐は出場断念〉
吉田大尉は騎乗馬久山にて出場（6 kgの鉛板を付帯）
した。スタートして第 9障碍の飛越まではほぼスムー
ズに走行してきたが第 10 障碍（2段バンケット）で失
権した。この障碍で人馬転した後の再行方法が規定違
反とされ失権となった。
また城戸少佐はアイリッシュ・ボーイにて出場申込
みのところ，厩内にて損傷した左後肢球節が快癒せず
出場を断念した。
〈全体の競技経過〉
大障碍飛越競技は，46 名中 7 名が失点 0となり，再
競技は 9個の障碍を各 10 cm高め（1.35 ～ 1.5 m），か
つ幅を広くして行われた。その結果 3名の無過失者が
いた。再々競技は高さ 1.6 mの垂直の連続障碍，並行
横木（高さと幅各 1.6 m）の 3 個の障碍で競い，チェ
コスロバキアのヴェンチュラ大尉（騎乗馬 Elliot）が優
勝した。
また優勝国（3名の団体戦）はスペインであった。

〈派遣団の考察要旨〉
●各国選手の馬匹は最優秀のものが選ばれ飛越能力が
優れ，また調教も良好なものが多い。
●障碍の配置も飛越上の技巧と歩度の調節が緊要な外，
障碍自体が大きいので飛越能力の卓越した馬匹が求め
られる。
●名馬でも障碍飛越に安定性を欠くものも稀ではなく，
障碍飛越競技の難しさを痛感。

（5）日本選手の敗因（総括要旨）
遊佐選手兼監督は，まず人馬の能力不足とした上で，
騎手の国際競技経験不足から来る判断ミス，不慮の事
故への対応等改善すべきことを指摘した。
また，馬匹については，欧米の参加馬に比して，歩
様の流暢さ，筋骨の発育において見劣りしたことを痛
感した（表 2）。

（6）将来に向けた改善策
帝国馬匹協会は，団体競技に参加するため派遣人員
を増加すること，民間選手を奨励すること，馬匹は全

で 6位と大きく順位を上げた。
〈3日目の城戸少佐の最終順位は 21 位に後退〉
余力審査のため大きな障碍はなく，高さは 1.15 mま
で，幅は水濠の3.5 mが最長，個数は12個，距離560 m。
馬体検査合格者 28 選手が出場。城戸少佐は減点 8であ
り，最終順位は 46 名中の 21 位に後退した。
〈総合馬術競技の結果と本邦選手の評価〉
総合競技の結果は，優勝国戦（3名の団体戦）はオ
ランダ，個人優勝はオランダのシャルル・フェルディ
ナン・ド・パユ・モルタンゲス中尉（騎乗馬Marcroix 

フレンチ・デミ・サン）であった。同人馬は 1932 年ロ
スでも連覇した。
城戸少佐（久軍）は，本邦初参加の持久競技を 4位（2
日目までの合計成績では 6位）と健闘し国内調教馬の
能力を示したものと評価できよう。
③純馬術競技
日程：8月 10 日午後～ 11 日午前
競技の状況：参加国 12 カ国，選手 29 名。3 名の団
体戦（優勝国戦 8カ国）と個人戦。
審査委員は 5名，馬場は長方形（60 × 20 m），制限
時間13分以内。また，競技内容にパッサージュ，ピアッ
フェ，駈歩のピルーエットは含まない。
（純馬術競技の本邦 2選手，振るわず）
遊佐中佐は騎乗馬魁で 29 名中 28 位，岡田少佐は騎
乗馬涿秋で 20 位であった。
優勝国（3名の団体戦）はドイツ，個人優勝はドイ
ツのカール・フリードリッヒ・フライヘル・フォン・
ランゲン男爵（騎乗馬 Draufgänger，ハノーバー）であっ
た。
〈派遣団の考察要旨〉
●欧州の馬術家は，馬が窮屈な姿勢をみせたり歩様に
弾発がないのを大変嫌う。単に規程の運動を確実に行
うのみでは評価せず華麗なものを求める。
●参加馬の大半は，サラブレッド，アングロアラブ，
その他純血量の多い馬である。
●審査員が自国の選手を 1位としライバル国を下位に
評価することに各国は疑念を抱く。
④大障碍飛越競技（優勝国賞典競技）
日程：8月 12 日午後：障碍飛越競技（場所：メイン
スタジアム）
競技の概要：参加国 16 カ国，選手 46 名で 3 名の団
体戦（優勝国戦 15 カ国）と個人戦。
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b. さらに昭和 5年（1930）年 5 月，西中尉購入の大障
碍馬ウラヌスと軍馬補充部購入の純馬術馬ビラン
ゴーが候補馬に選定された。

c. その後のトレーニングを経て不適格候補馬を除籍
し，新たに宮家，李王家，実業家からの貸与を受け
る等の更新を繰り返し，昭和 7（1932）年 4 月，派
遣馬 11 頭を決定した。

②候補選手の選定経緯
a. 候補選手は，軍部に限らず民間を通じて広く適任者
を選択することとした。昭和 4（1929）年 2 月，軍
部には現役将校の推薦を，乗馬クラブと学生馬術協
会に対しては志願者の募集を依頼した。後者の民間
からは紳士 6名，学生 23 名が応募した。

b. 学生志願者の書面審査の後 8名について陸軍騎兵学
校に技能検定を依頼した。

c. 民間候補選手を紳士 3名，学生 2名の 5名とし，協
会推薦者とした。

d. 一方，陸軍側は，昭和 5（1930）年 2 月陸軍候補者
を決定した。

e. 軍民の候補者は，遊佐幸平騎兵中佐，城戸俊三騎兵
少佐ら 10 名であった。

③予選の方法
a. 昭和 6年 4 月審査銓衝規程を公表し，2回の予選審
査を行うこととした。

b. 同年 4月の第 1次銓衝審査では陸軍候補選手を 7名
以内に，候補軍馬も頭数を絞り込み，同年 10 月の
第 2次銓衝審査を経て，陸軍より出す人馬を規程の
範囲（オリンピック援助規程では選手 5名）で決定
しようとするものであった。

c. 審査は，総合馬術，純馬術，大障碍の 3種目で行い，
採点を基に銓衝会議で人馬を決定した。審査要領は
概ねオリンピック競技に準じ，第 1次では程度を下
げ，第 2次では本競技の要求に近いものとされた。

国から優駿を選出すること，人馬の訓練調教を速やか
に開始すること，競技開催国に早く派遣すること，東
京付近に恒久的な大馬術競技場を建設すること，官民
一致の後援が必要なことの 7項目を取り纏めた。
派遣選手団は，協会と重複しない技術的事項につき
纏めた。参加準備業務を統制すること，騎兵学校に選
手養成班を設け調教と教育に当たること，関係省，民
間準備委員間の意思疎通を図ること，騎手の決定と馬
の配当とは委員に一任すること，できるだけ騎手を競
技に慣らしむこと，選手に競馬場障碍（スティープル
チェース）を教育すること，選手の体力と気力を旺盛
ならしめること，強い権限を持つ選手監督を設けるこ
と，獣医師を同行させることの 9項目である。

2．1932年ロサンゼルス大会の馬術競技
（1）候補人馬の選定，予選，派遣人馬の選考等
全国馬事大会は，アムステルダムから帰国した年の
12 月，米国ロサンゼルスの第 10 回オリンピックに参
加することを決議し，その実行を帝国馬匹協会に一任
した。帝国馬匹協会は，松平伯爵を委員長とするオリ
ンピック準備委員会を設置した。その後参加準備事業
を円滑に行うため昭和 4（1929）年 9 月，財団法人日
本国際馬術協会を創立し，その事業を継承させた。
① 候補馬匹の選定経緯
a. 昭和 4（1929）年 2 ～ 3 月帝国馬匹協会候補馬選定
委員会委員遊佐中佐等は，広く全国の馬匹所属機関
を巡り候補馬 25 頭（陸軍騎兵学校保管馬 7 頭，農
林省保管馬 10 頭，個人所有馬 8頭）を選定した。

 こうした候補馬選定，所属先との折衝等を経て 1年
後の 5 年 3 月には，候補馬 26 頭を陸軍騎兵学校に
保管転換した。内訳は，騎兵学校所属分 13 頭（内
国産馬 5 頭，外国産馬 8 頭），宮家，実業家等所属
分 13 頭（内国産馬 3頭，外国産馬 10 頭）である。

表 2.　1928年アムステルダム大会の日本選手成績総括表

純馬術 総合馬術 大障碍

騎乗馬（産地） 29 中 騎乗馬（産地） 46 中 騎乗馬（産地） 46 中

遊佐大佐 魁（騸 内洋，7歳） 28 位

岡田少佐 涿秋（♀内洋，7歳） 20 位

城戸少佐 久軍（騸 濠サラ，11 歳） 21 位 アイリッシュボーイ 出場せず

吉田大尉 久山（濠サラ，11 歳） 失権

アイリッシュボーイは，現地購入のアイルランド産ハンター（騸）で厩舎内での転損が治癒せず出場しなかった。
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レーズ），西中尉（ウラヌス，愛蘭土）の3名6馬であった。
⑤ 6選手と選手予備員 2名（純馬場）の集合教育
昭和 6（1931）年 10 月の第 2次予選の成績に基づき，
陸軍銓衡委員会は，総合馬術 3名（うち民間選手 1名），
大障碍 3名と合わせて 6名の選手を決定した。この中
に純馬術の選手は含まれていない。予選当時の調教程
度は派遣水準に達していないが今後の調教程度の可能
性を考慮して，印南清（騎兵大尉）および川崎次郎（香
蓯園乗馬倶楽部，退役騎兵中佐）の 2名を選手予備員
として準備を続けることとした。
また，遊佐大佐は，選手監督含みで引続き指導の任
に当たった。
⑥派遣選手と派遣馬の決定（純馬術は見送り）
昭和 7（1932）年 3 月，選手と派遣馬を決定しその
選手監督を遊佐大佐に委嘱した。予備員の印南大尉と
川崎次郎氏（馬の状態により選手辞退）は派遣しない
ことにした（表 3）。

（2）人馬の輸送と渡米後の準備作業
馬匹輸送は前回の経験が生かされ，かつ航海日数は
往路 18 日，復路 21 日と大幅に短縮されたため負担は
軽減された。馬匹到着からは競技開始まで約 70 日の準
備期間が得られた。
〈故障馬の多発と対応〉
派遣馬 11 頭のうち 5 頭が故障し競技に使用できな

④予選の概要
〈総合馬術審査は 5名 6馬〉
調教審査は騎兵学校内馬場，持久力審査は騎兵学校
と中山競馬場間で行った。D区（クロスカントリー）
の第 1 次は，距離 4 km，障碍数 20 個であるが，第 2
次では，距離 8 km，障碍数 30 個とオリンピック本番
並みで実施した。
障碍審査は，第 1次は習志野原柳幸台，第 2次は騎
兵学校裏馬場に夫々障碍（高さ 1.15 m中心）を特設し
て実施した。
第 2次審査時の受験者（と騎乗馬）は，城戸少佐（和
靖，クルーエット），奈良大尉（雁箭），清浦大尉（ドー
ア），西中尉（風香），山本盛重氏（錦郷）の 5名 6 馬
であった。
〈純馬術審査は 3名 3馬〉
第 1 次審査では，ピアッフェと歩毎，2 歩毎の駆歩
の踏歩変換は採点の対象としなかった。第 2次審査の
受験者（と騎乗馬）は，遊佐大佐（飛安），印南大尉（青
葉），川崎次郎氏（エスティ）の 3名であった。
〈大障碍審査は 3名 6馬〉
第 1次審査では高さ 1.25～1.5 m（2回）の障碍 12 個

（16飛越），第2次審査では1.6 m（1個）を含む16個と，
本番に準じて特設し審査した。
第 2次審査時の受験者（と騎乗馬）は，今村少佐（ゾ

ンネボーイ，ダンシングダイナ），吉田大尉（久軍，ファ

表 3.　派遣選手 6名と派遣馬 11頭

出場
区分 選手の官氏名

派　　　　　　遣　　　　　　馬

馬　名 所　属 年齢 性 体高
（cm） 種　類 産　地

大障碍

騎兵少佐　今村　安 ゾンネボーイ
ダンシングダイナ

島村一郎
李　王家

8
13

騸
牝

161
163

ハンター
サラ

英国
伊国

騎兵少佐　吉田重友 ファレーズ
久  軍

竹田宮家
騎兵学校

10
15

牝
騸

165
157

ハンター
濠サラ

英国
濠州

騎兵中尉　西　竹一 ウラヌス
愛蘭土（アイリッシュボーイ）

西　竹一
騎兵学校

12
14

騸
騸

173*
165

ア・ノ
ハンター

仏国
アイルランド

総　合

騎兵少佐　城戸俊三 ビスカイ
クルーエット

大倉喜七郎
松村　昇

7
7

牝
牝

158
160

アア
アア

仏国
仏国

砲兵大尉　奈良太郎 孫　神 騎兵学校 12 騸 166 濠サラ 濠州

（学習院）騎兵大尉　山本盛重 錦　郷（キンドル） 騎兵学校 13 騸 154 ギドラン 内国産

騎兵中尉　西　竹一（予備員） 風　香 騎兵学校 9 騸 160 ア・ノ雑種 内国産

（1）年齢は当時の数え方。ギドラン馬はアラブ種などをベースにハンガリーで作出された品種。
（2）*ウラヌスの体高について，181 cmとする記載もあるが，遊佐幸平選手監督は 173 cmとする。
（3）山本盛重氏を学習院付騎兵大尉としたのは，アマチュア資格規定に照らし誤解を生じさせない配慮か。
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城戸中佐は下馬引き馬して労わり，それが報道され米
国民を感動させた。奈良大尉（孫神）は，第 2区（ス
ティープルチェース）の第 12 番目の障碍で飛越できず
失権した。山本大尉（錦郷）は，第 2区，第 4区も余
裕で走破し，2日目までの順位は 7位と健闘した。
〈3日目の障碍飛越，山本大尉は 7位維持〉
本競技は，障碍 12 個のコースで馬体検査合格者 9選
手が出場。山本大尉（錦郷）は第 6障碍での 1拒否と
タイムロスで減点はあるが 3 日間で 7 位を維持した。
山本大尉騎乗の錦郷は，内国産のギトラン種（ハンガ
リー作出品種）で，馬齢 12 歳（騸）である。
また，団体成績は 1 位米国，2 位オランダで，この
2国の外は団体組めず。個人優勝は，オランダのシャ
ルル・フェルディナン・ド・パユ・モルタンゲス中尉
（騎乗馬Marcroix フレンチ・デミ・サン）で，前回か
らの連覇であった。
③大障碍飛越競技（優勝国賞典競技） 
日程：8月 14 日午後，大障碍飛越競技（場所：メイ
ンスタジアム，観衆 10 万人余）
競技の状況：参加国は日，米，スウェーデン，メキ
シコの 4カ国。選手 12 名で 1国 3 名の団体戦（優勝国
賞典戦：4カ国）と個人戦を行う。審査委員は3名（米，
日，スウェーデン），走行距離は 1,050 m，400 m／分
で，所要時間 2分 37.5 秒。障碍 18 個（20 飛越），高さ
1.3 ～ 1.6 m，最大幅は 5 m（2個）で開始。
〈西中尉はウラヌスに騎乗し優勝〉
今村少佐は，騎乗馬ゾンネボーイでスタートし第 5
障碍に馬の腹部を激突したため歩度が遅緩，合わせて
4個の障碍を落とした後，第 10 障碍にて 3拒否し失権
した。
西中尉は，ウラヌスを駆りスタートし，第 6障碍の
水濠にて後肢触れ，第 10 障碍で 1拒否，残りの障碍は
無過失で飛越，タイムオーバー 4秒の合計減点 8とな
り個人成績 1位となる（写真 3）。2 位は米国のチェン
バレン少佐（減点 12），3位スウェーデンのフォン・ロ
ウゼン中尉（減点 16）だった。
なお吉田少佐は訓練中に負傷，視力回復せず出場を
断念した。
全体では，失権者が 7選手で各国とも団体戦を組め
ず優勝国栄誉の該当国はなかった。

かった。その一因として練習場の地盤の硬さを指摘し
ている。こうした中，清野獣医自ら装蹄に当たった。

（3）個別競技の概況と日本選手の戦績
①参加国は 6カ国，参加馬匹は 36 頭
今回は，欧州からの参加が少なく参加国 6カ国（フ
ランス，オランダ，日本，メキシコ，スウェーデン，
米国），参加馬匹 36 頭（純馬術 10 頭，総合馬術 14 頭，
大障碍 12 頭）である。
②総合馬術競技
日程：8月 11 日午前，馬体検査のあと調教審査。午
後，持久力審査コース検分。12 日午前，持久力審査。
13 日午前，馬体検査。午後，障碍飛越審査。
競技の概況：参加国 5カ国，選手 14 名で 1国 3 名の
団体戦（4カ国）と個人戦。
〈1日目の調教競技，日本選手は下位に低迷〉
城戸中佐（大障碍用予備馬久軍を転用騎乗）は，14
名中 12 位，奈良大尉（孫神）は 11 位，山本大尉（錦郷）
は 10 位であった（写真 2）。
〈2日目の持久力競技，山本大尉は健闘〉
持久力競技の 5区別距離と走法等の形式はパリ大会
に準拠し，総距離 36 km／ 120 分程度である。主催国
は第 2区（スティープルチェース）と第 4区（クロス
カントリー）での障碍の形，配置に工夫した。
城戸中佐騎乗の久軍は，第 4区（クロスカントリー）
の最後の第 34，35 番障碍（道路を挟んだダブル）の手
前第34番障碍で過労のため3拒否し失権した。その際，

写真 2.　 総合馬術競技―障碍飛越審査　山本大尉と錦郷  
（3日目，メインスタジアム）  
『国際馬術競技時報第 38号』より
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参加選手が少なかったことも一因であるので，今後に
向けて一層努力研鑽すべき旨を挙げた。さらに，将来
の競技参加のための意見としては，既に前回参加報告
で述べたとおりで，第 11 回のため直ちに馬と選手の準
備を行う必要がある，としている。

3．1936年ベルリン大会の馬術競技
（1）人馬の選定，予選，派遣人馬の選考等
①参加計画の決定
ロサンゼルス大会終了直後の昭和 7（1932）年 11 月
18 日，日本国際馬術協会は，次回ベルリン大会への参
加計画方針を樹立し陸軍，農林，文部の各省に対し援
助方を申請して折衝を重ね，翌 8（1933）年末，参加
計画を決定した。その骨子は次のとおり。
a. 派遣人馬については，監督 1名，純馬術 1名と馬匹
2頭（うち予備 1頭），総合馬術 3名と馬匹 5頭（同
2 頭），大障碍 3名と馬匹 5 頭（同 2 頭）。但し，情
況により 1選手を 2 種目以上の競技に参加させる。
他に蹄鉄工長（兼書記）1 名，派遣馬 2 頭につき，
馬取扱者約 1名を同伴する。

b. 候補選手の選定については，種目毎に派遣選手の約
2倍の候補選手を軍部と民間（在郷軍人を含む。以
下同じ）より選出。選出方法は，ほぼ前回に準拠。

c. 馬匹の準備については，候補選手に配当するため昭
和 9（1934）年までに約 25 頭を選定し繋養と調教を
陸軍に委嘱。馬匹の約半数は官省の保管馬からの貸
付等，残る半数は協会の購入，候補選手の自馬，篤

（4）ロサンゼルス大会の日本選手成績の総括
西大尉の大障碍飛越競技優勝の偉業の他にも，山本
大尉の総合馬術競技 7位は国産馬に期待を抱かせるも
のだったが遊佐監督の総括評価は後述のように厳しい
（表 4）。

（5）将来に関する意見と選手監督の指摘
大島団長は，各般にわたり触れられているが，内国
産馬錦郷号の健闘に馬産改良の曙光を見出し全競技の
内国産馬出場を切望する旨報告した。一方，遊佐選手
監督は，まず競技準備期間に故障馬が多発したことに
遺憾とし，事故防止に一層研究努力することを挙げた。
次に，大障碍飛越競技の優勝は，（欧州強豪国からの）

写真 3.　 大障碍飛越競技　西中尉とウラヌス  
（優勝，メインスタジアム）  
『第 10回（1932年）報告書』より

表 4.　1932年ロサンゼルス大会の日本選手成績の総括

出場選手
総合馬術 大障碍飛越

騎乗馬（産地） 順位 騎乗馬（産地） 順位

城戸中佐 久軍（騸 濠サラ，15 歳） 失権 ― ―

今村少佐 ― ゾンネボーイ（騸 英ハンター，8歳） 失権

西　中尉 ― ― ウラヌス（騸 仏産，アノ，13 歳） 1位／12

奈良大尉 孫神（騸 濠サラ，12 歳） 失権 ―

吉田少佐 ― ― 練習中の負傷のため欠場

山本大尉 錦郷（騸 内ギドラン，13 歳） 7位／14 ― ―

団体（3名） 組めず 組めず

他の携行馬 クルーエット（♀仏半血アア，7歳） 腫張 愛蘭土（騸 愛ハンター，14 歳） 負傷

ビスカイ（♀仏アア，7歳） 腱炎 ファレーズ（♀英ハンター，10 歳） 跛行

風香（騸 内洋，9歳） ダンシングダイナ（♀ 伊サラ，10 歳） 跛行
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④  候補選手 8名に候補馬各々 2頭（新馬，古馬）と練
習馬 1頭を配当
オリンピック候補選手に配当するため日本国際馬術
協会は昭和 8年来，全国から適当な候補馬を物色購入
に努め，同時に陸軍当局も軍馬から選択を進めてきた。
両方を合わせ漸く内国産馬 15 頭を選出し，9年 9 月下
旬候補選手に配当し調教開始した。
候補馬の配当は，候補選手に対し新馬 1頭，古馬 1
頭と練習馬で新馬の調教と訓練が実施された。訓練中
に不適当と判断された馬は交替され，10（1935）年年
初の段階で候補選手に配当されている候補馬をみる
と，協会が調達し預託した内国産馬 9頭の馬種はサラ
ブレッド 3頭，サラ交配種（50％以上）6頭であった。
また陸軍が用意した内国産馬 7頭の馬種はサラブレッ
ド 1頭，アングロアラブ 2頭，サラ交配種（50％以上）
2 頭，アラ系交配種 1 頭，ギド交配種（サラ 50％）1
頭であった。
一方，外国産馬の練習馬が候補選手に各 1頭配当さ
れたが，これは能力的に本番競技に出場可能な内国産
馬が揃えられなかった場合に備えた措置ともいえる。
⑤  選手銓衝第 1次審査で 5名に絞る―今回も純馬術競
技は断念
陸軍銓衝委員は，候補選手 8 名（今村安騎兵少佐，
大瀧清太郎騎兵少佐，印南清騎兵少佐，今村方策砲兵
大尉，松井麻乃助騎兵大尉，西竹一騎兵大尉，稲波弘
次騎兵中尉，岩橋學騎兵中尉）と配当した国産の候補
馬および練習馬を用い騎兵学校幹事監督の下に約 1年
間，教育訓練した後，昭和 10 年 5 月 29，30 日選手銓
衝第 1次審査を実施した。
そして第 1次審査の結果 6月 24 日付けで，今村騎兵
少佐，印南騎兵少佐，今村砲兵大尉の 3名を候補選手
から免除した。
候補選手 5名は，引き続き同校において練習を継続
しオリンピック競技準備に専念することとなった。ま
た陸軍軍馬補充部本部付となった遊佐幸平少将は，陸
軍銓衝委員長の技術嘱託に任命され，専ら候補選手の
教育指導と馬匹調教の監督を行うこととなった。
⑥選手銓衝第 2次審査で派遣馬の絞り込み
昭和 10（1935）年 11 月 28 日から 30 日まで 3 日間，
陸軍銓衝委員は，第 2次審査を実施した。総合馬術の
持久力審査の生地騎乗（習志野原）は，距離 6 kmで，
ほぼオリンピック本番に準じたものであった。

志家よりの寄贈・貸与等で充当。馬は国産馬（練習
用を除く）とする。

d. 候補選手の教育と候補馬の調教については，候補選
手に馬を配当し，現役将校の場合は所属機関等で，
民間候補選手の場合は軍機関より便宜を受ける。候
補選手は，ドイツ派遣前約 10 ヵ月，騎兵学校にて
集合教育を受ける。

e. 選手の選定については，現役将校選手の銓衝は陸軍
に委嘱，民間選手は昭和 11（1936）年春予選競技を
行い協会の銓衝委員が決定する。

f. 人馬の派遣については，昭和 11（1936）年 5月上旬
に派遣馬を横浜港より出航させる。

g. 経理については，必要経費は，寄付金，補助金およ
び助成金を充てる。

②陸軍の参加援助方法
以上の参加計画（骨子）を踏まえ昭和 9（1934）年 5
月 3 日，陸軍省は「競技参加援助方法等に関する規程」
を定めた。この規程は，前 2回と同様，支援する具体
的内容を定めたものであり，陸軍選手は約 5名，海外
派遣の軍馬は 10 頭以内，陸軍候補選手は騎兵学校で約
1年半教育する等を骨子とした。
③候補選手の選定経緯
昭和 9（1934）年 2 月，日本国際馬術協会は参加計
画に基づき民間候補選手の募集を開始し，2名の志願
者の技術審査を陸軍に委嘱した。陸軍省は，前述の規
程に基づき 5名の選手派遣を念頭に候補選手を関係機
関，部隊から推薦するよう通知した。
こうした銓衝対象者の選出方法は，概ね前回までに
行われた手順で行われた。推薦された現役将校の適任
者は 15 名となり，また民間の志願者は 2名であった。
同年 6 月 15 日，16 日，陸軍騎兵学校において陸軍
銓衝委員により，概ね前回オリンピック競技に準じた
馬場馬術，野外騎乗および障碍飛越の 3種目について
銓衝対象者（陸軍推薦候補者 15 名と民間志願者のうち
実際に参加した 1名）全員について予選競技を行い銓
衝した。
陸軍省は，この技術審査を踏まえ，候補選手として
現役将校 8名を決定した。この時点では馬場馬術競技
に適した候補馬が得られた場合を想定した人選として
いる。
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好意で騎兵第 15 連隊（唯一のスポーツ連隊）施設を利
用し野外騎乗の訓練を行った。

（4）個別競技の経過と成績
①参加国と参加馬匹
今回のオリンピックは欧州での開催のため参加国 22
カ国（前回 6カ国），うち総合馬術 19 カ国 50 名，純馬
術 11 カ国 9 団体 29 名，大障碍 18 カ国 54 名と前回を
上回った。
②総合馬術競技
日程：8月 11 日持久力審査コースを実地踏査，14 日
調教競技，15 日持久力審査，16 日障碍飛越審査であっ
た。
競技の概況：参加国 19 カ国，選手 50 名で 1 国 3 名
の団体戦（14 カ国）と個人戦。
〈1日目の調教審査で日本選手は振るわず〉
西大尉（騎乗馬アスコット）は，50 名中 34 位，稲
波大尉（ギャロッピングゴースト）は 35 位，松井大尉
（紫星）は，45 位であった。
〈2日目の持久力競技で西大尉は健闘〉
持久力競技の 5区別距離と走法等の形式はパリ大会
に準拠し，総距離 36 km／ 120 分程度である。主催国
は第 2区（スティープルチェース）と第 4区（クロス
カントリー）での障碍の形，配置に工夫した。ドイツ
の場合，特に大きな問題となった。 

競技では第 4区（クロスカントリー）の第 4障碍で
ある飛込み水濠（写真 4）で，敢行した 47 頭のうち 29
頭が転倒または騎手が落馬した。西大尉と騎乗馬アス
コットも水濠中で人馬転し，大きくタイムロスした。
この障碍の構造が後々まで問題となり，オリンピック
馬術競技史に悪名を引きずることとなった。水濠の次
に失権者が多く出たのは第 5 障碍（束柴壕）であり，

（2）派遣馬 8頭の選定―オール国産馬方針は断念
ベルリン大会派遣馬は全て日本産馬とする方針に基
づき，まず候補選手 8名に対し候補馬 2頭の国産馬（騎
校 7頭，協会 9頭）と，これとは別に練習馬各 1頭を
配当した。
1次審査の結果，協会保管馬の 3頭は能力と資格が
十分でないので候補馬から除籍整理し，また騎校保
管馬の中に 2，3 淘汰するものが出た。他方，昭和 10
（1935）年 7 月，文宣（宮内省保管馬）が貸付された。
従来調教を継続してきた候補馬（軍馬と協会保管）は
日本産馬24頭であったが，2次審査の結果，オリンピッ
ク競技参加能力有りと判断されたのは，僅か 6頭にす
ぎない状態となった。
国産馬をもってオリンピック制覇を期待していた協
会側は，この結果に大きな衝撃を受けた。協会は，従
来方針を変更し一部に外国産馬を加えることとして，
農林大臣と帝国競馬協会理事長の承認を得て，11 年 1
月 8 頭の派遣馬（内国産馬 4頭，外国産馬 4頭）を決
定した（表 5）。

（3）馬匹輸送とオリンピック大会前の準備状況
①派遣人馬の出発
選手団以外の派遣者として，前回の例に倣い志願者
中から採用し，蹄鉄工長兼書記高橋四郎と馬取扱者 4
名を派遣することとした。第 1陣は，西大尉を輸送指
揮官とする馬匹輸送で，ドイツの高速客船「シャルン
ホルスト」により3月 18日ドイツへ向け横浜を出航し 4
月 26日ブレーメンに到着した（航海日数 39日）。その
他選手団は，順次船舶またはシベリア経由で出発した。
②訓練と欧州各地の馬術競技への参加
6月から 7 月にかけて選手団は欧州各地の競技会に
参加し上位入賞を果たした。訓練基地は，ドイツ側の

表 5.　候補選手および候補馬審査出場区分

候補選手 総合馬術審査（種類） 大障碍飛越審査（種類）

大瀧少佐 苑楽（内サラ，古馬）

松井大尉 紫星（外国産，練習馬）

西　大尉 アスコット（内サラ，新馬） ウラヌス（仏産アノ，練習馬）

稲波中尉 ギャロッピング・ゴースト（内洋，新馬） 朝富士（騎校，練習馬，外国産）

岩橋中尉 文宣（宮内省保管馬，国産馬） ファレーズ（外国産）

〔備考〕苑楽は大障碍飛越競技の予備馬として，また文宣は総合馬術競技の予備馬として
派遣馬に加えられた。
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失，次いで岩橋大尉騎乗のファレーズは 3過失とタイ
ムオーバー 12 秒程度，最後に西大尉は騎乗馬ウラヌス
で出場し 5過失とタイムオーバーが 6秒ほどあった。
この結果日本の順位は，稲波大尉（朝富士）54 名中
35 位，岩橋大尉（ファレーズ）14 位，西大尉（ウラヌ
ス）20 位であり，3名の減点合計は 75 で，18 団体中 6
位の成績であった。
団体の優勝はドイツ，2位オランダ，3位ポルトガル，
4位米国，5位スイス，6位日本，7位フランスであり，
4位以下は僅差の順位であった。馬術留学先国フラン
スやイタリア，伝統国スウェーデン，英国等に勝った
ことは大きな自信となったものと思われる。
また，個人では 1位ハッセ中尉（独）騎乗馬 Tora（♀
ホルスタイン），2位ラング中尉（ルーマニア）騎乗馬
Delfis（騸，サドル温血種），3位フォン・プラッティー
大尉（ハンガリー）騎乗馬 Sello （品種不詳）であった。

（5）ベルリン大会の日本選手成績の総括
大障碍飛越競技団体 6位入賞は，国産馬ではないが
選手層の厚さを示し将来に繋がる快挙といえる。さら
に総合馬術競技における西大尉騎乗のアスコットの 12
位は，前回ロス大会での山本大尉騎乗の錦郷に続く国
産馬での完走かつ好成績との観点からみて馬匹改良と
調教の方向を示したものといえる（表 6）。

（6）大瀧少佐と遊佐監督の報告等
大瀧少佐は，監督代理的立場で全競技を総括し，訓
練期間の不足（ドイツのように満 4年訓練に専念させ
る），訓練方法の改善（速度重視），国際競技に馴れさ
せること，外国語ヒヤリング習得の 4 点を強調した。
さらに次回オリンピックの開催国として，純馬術を含
め準備に着手すべきとしている。
また，監督である遊佐少将は，1940 年開催の第 12回
オリンピック東京大会の準備に向けて関係専門家の意見
聴取や大会運営要領等の情報収集に努め報告した。

結びに代えて― 1940年オリンピックの招致，馬術競技
準備の中止，そして大会の返上
1936 年オリンピックベルリン大会の開幕を翌日に控
えた 7 月 31 日，国際オリンピック委員会（IOC）は，
投票の結果，1940 年の第 12 回オリンピックの開催地
を東京とすることに決定した。ヘルシンキと競っての

稲波大尉（騎乗馬ギャロッピング・ゴースト）と松井
大尉（紫星）は共に本障碍で 3拒否失権した。西大尉
と騎乗馬アスコットの耐久競技順位は 50 頭中 9 位で
あった。
〈3日目の西大尉は国産馬で 12 位〉
障碍飛越審査は，メインスタジアムで 16 日午前に挙
行された。12 障碍 13 飛越，所定時間 1 分 5 秒，出場
者は前日までの失権者等を除く 30 名であった。
西大尉（騎乗馬アスコット）は第 9障碍（高さ 1.1 m，
ダブル飛越）で 1落の過失減点 10 となり，通算成績は
50 名中 12 位であった。国産馬の健闘・完走としては，
前回ロス大会総合馬術の山本大尉騎乗の錦郷（内国産
のギトラン種）に続くものであった。
団体戦は 14団体中 4団体のみ完走できた。優勝はド

イツ，2位ポーランド，3位英国，4位チェコであった。
個人成績は，優勝シュトッベンドルフ大尉（独）騎乗馬
Nurmi（トラケーネン種），2位トムソン大尉（米）騎乗
馬 Jenny Camp（♀，サラ 50％），3位ルンディング大尉
（デンマーク）騎乗馬 Jason （ハノーバー種）であった。
③大障碍飛越競技（優勝国賞典競技）
日程：8月 16 日午後，メインスタジアムで挙行。観
衆 12 万人。
競技の状況：参加国は 18 カ国。選手 54 名で 1 国 3
名の団体戦（18 カ国）と個人戦。
走行距離は 1,050 m以内で，所要時間 1分 40 秒，障
碍 17 個（20 飛越），高さ 1.3～1.6 m，最大幅は 5 mで
開始。
〈日本選手の競技経過―団体戦 6位〉
日本チームの先陣は，稲波大尉騎乗の朝富士で 10 過

写真 4.　 総合競技 2日目耐久力審査 4区  
（クロスカントリーの第 4障碍水濠）  
西大尉とアスコット『第 11回（1936年）報告書』より
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て，茲
ここ

に陸軍は「オリンピック」馬術競技の準備中陸
軍に関するものに限り之を中止することに決定せり」
前回大会の準備より約 1年早く準備に着手したこと
が伺える。発表にある陸軍選手 7名とは，西騎兵大尉，
岩橋騎兵大尉（以上ベルリン大会出場），佐川砲兵大尉，
横山砲兵大尉，篠尾騎兵中尉，藍見騎兵中尉，秋原輜
重兵中尉，と記事は紹介している。
この発表は大きな波紋を広げた。これを契機に開催
準備から次第に返上のタイミングを見定める論議が交
されるようになり，翌 13（1938）年 7 月 15 日，政府
は東京オリンピックの返上を閣議決定した。
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聞（フィルム版），1937 年 8 月 26 日，国会図書館．

勝利だった。
昭和 12（1937）年 2月 18 日付け『大阪朝日新聞』は，

「東京大会と各団体の準備②」で馬術を取り上げた。全
日本馬術競技連盟理事石田眞七氏の寄稿だが，その要
点は以下のとおり。東京大会の馬術競技には，純馬術，
総合馬術，大障碍の 3種目に，各々 3人のチームで参
加する予定なので 9名 9 頭の人馬が出場することとな
る。このため 14，5 名位の候補選手と少なくとも 40 頭
の候補馬を選択して準備したい。従来の経緯から大部
分は国軍現役将校と軍馬になろう。協会は軍部に協力
要請中であるが候補選手は本年 8月頃までに決定した
い。民間の志願者は 5月頃までに募集し，速やかに人
馬の訓練調教に取り組みたい。参加準備の中では馬の
調教が最も急がねばならない。特に純馬術に対しては
第 10，第 11 回大会には共に馬の調教が間に合わず出
場しなかったが，今回は主催国なので棄権するわけに
いかない，旨を表明している。
しかし同年 7月 7 日，日中武力衝突である「盧溝橋
事件」が勃発，これを契機として 8月 13 日には上海で
も両軍が衝突した（第 2次上海事変）。戦火の拡大を重
くみた陸軍省は，8月 25 日，馬術競技準備の中止を発
表した。『東京朝日新聞』8月 26 日付け掲載文は次の
とおり。
「第十二回国際「オリンピック」馬術競技の参加に関
しては，陸軍は曩

さき

に規定を定めて西騎兵大尉以下七名
の陸軍選手を銓衝決定し，必勝を目指して向後三年間
の訓練調教に従事せしむることとなりありしも，時局
の拡大は遂に現役将校をして「オリンピック」の準備
訓練に専念するを許さざるの情勢に立至りたるを以っ

表 6.　1936年ベルリン大会の日本選手成績の総括

出場選手
総合馬術 大障碍飛越

騎乗馬（産地） 順位 騎乗馬（産地） 順位

大瀧少佐 ― ― ― ―

松井大尉 紫星（♀ 濠サラ，10 歳） 失権 ― ―

西　大尉 アスコット（♂内サラ，9歳） 12 位／50 ウラヌス（騸 仏産アノ，17 歳） 20 位／54

稲波大尉 ギャロッピング・ゴースト（♂内洋，10 歳） 失権 朝富士（騸 濠サラ，11 歳） 35 位／54

岩橋大尉 ― ― ファレーズ（♀英ハンター，15 歳） 14 位／54

団体（3名） 組めず 6位／18

予備馬 文宣（騸 内洋，15 歳） 苑楽（♀内サラ，8歳）

年齢は当時の表記法である。
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1．はじめに
戦時体制期の中断はあったものの，第二次大戦前か
ら戦後しばらくの間，地方競馬は産業現場で働く馬と
人による競馬であった。ばんえい競馬は最も遅くま
で産業現場で働く人と馬による競馬であった。古林
（2006・2007）1）は，まだ産業現場で働く人と馬による
競馬であった 1960 年代初頭のばんえい競馬がどのよう
なものであったのかを当時の資料を基に描いた。また，
古林（2014）2）はばんえい競馬の誕生から公営競技とし
て確立する過程を，古林（2015a）3）は産業現場で働く
人と馬の競馬であったばんえい競馬が，1970 年代に専
業的な人と馬の競馬に変質する過程を，それぞれ明ら
かにした。さらに古林（2015b）4）は非専業的な競馬で
あった時期を代表するスター騎手であった中西関松と，
専業的な競馬となった時期から最盛期に活躍し，ミス
ターばんえいと称された金山明彦に焦点を当て，ばん
えい競馬の変容と成長の過程を描いた。
本稿は一連の拙稿の続編である。バブル崩壊後の長
期にわたる景気の低迷により，地方競馬の売得金額は
長期にわたって減少し続け，今世紀に入ると地方競馬
の連鎖的な廃止が発生した。ばんえい競馬も長期にわ
たり売得金額が減少し存廃問題が浮上する。
結果的に，ばんえい競馬を主催していた北海道内の
4市のうち 3市が競馬事業から撤退し，2007 年度から
は帯広市が単独で主催し今日に至っている。
本稿は，4市体制の崩壊から帯広市が単独主催に踏
み切るまでの過程と，その後今日に至るまでの過程を
検証し，ばんえい競馬の変質を明らかにするとともに，
現段階における課題の析出と今後の展望を試みようと
するものである。
なお，紙幅の関係から 2号にわけて述べることとし，
今回は 4市体制の崩壊までの過程をとりあげ，次号に
おいて帯広市単独開催による再出発と現状，そして現

段階における課題と展望を述べることとする。また，
参考文献等は次号にまとめて掲載する。

2．4市体制の崩壊
1）北海道市営競馬組合
競馬を含むすべての公営競技と同様，ばんえい競馬
も 1980 年代終わりから 90 年代初めにかけての，いわ
ゆるバブル景気の波に乗り，売得金額を増大させ 1991
年度には 322.9 億円という空前の売得金額を記録した。
この時期，ばんえい競馬を主催した北海道の 4つの
市（岩見沢市，旭川市，北見市，帯広市）は競馬事業
の効率化をはかるため，一部事務組合北海道市営競馬
組合（以下，組合）を設立し，1988 年度以降は組合が
競馬を主催することとなった。
組合設立以前は，4つの市が農政担当部局内に競馬
を担当するセクションを設け，専任の職員を配置して
いた。競馬開催に関わる専門的な業務は 4市で設立し
た北海道市営競馬協議会（以下，市協）が担当してい
た。市協は各市から派遣された職員と，専門的な業務
を担当するために市協が雇用していた職員とから構成
されていた。
1970 年代に入り，産業用の馬と人による兼業的な競
馬から，専業的な馬と人による競馬になったことによ
り，ばんえい競馬の開催日数と売得金額は大きく増大
したものの，冬季の休催を余儀なくされる北海道の地
理的制約から，開催期間は春から秋に限定され，年間
の開催日数は 4市合計で 132 日程度にとどまっていた。
1市あたりでは 30 ～ 36 日，1開催 6日として 5ないし
6開催ということなる。
競馬の開催期間は開催市の担当職員は多忙を極める
が，非開催期間の業務は少なく，行政機関としては非
効率的である上に，競馬の開催に関して，4市がそれ
ぞれ個別に市協との協議を行う必要があり，これも非

Hippophile No. 75, 12-18

ばんえい競馬の崩壊と再生（上）

古林英一

馬事資料
古林英一（ふるばやし　えいいち）
1958 年兵庫県生まれ。北海学園大学経済学部教授。
1987 年京都大学大学院農学研究科農林経済学専攻博士
課程中退。南九州大学園芸学部，北海道大学水産学部
を経て 2000 年 4 月から現職。1999 年～ 2011 年中央畜
産会軽種馬生産費調査委員。2001 年 10 月～ 2003 年 9
月北海道地方競馬運営委員。2007 年 8 月～現在 NPO
法人とかち馬文化を支える会理事。
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け旭川市以外の 3 市では弱化したことは否めないだ
ろう。
もちろん，制度としては，こうしたチェック機能を
果たすべく，構成市の市議会議員が組合の議決機関で
ある組合議会の議員として選出されていたし，各市か
らも職員が派遣されてはいたが，市として競馬事業を
実施していた段階に比べると，当事者意識も低下する
のは当然だし，細かいところまでチェックできなくな
るのも無理ないことである。
とはいえ，組合が設立された時期は競馬事業の赤字
など想像もできない活況期であるから，構成市当局は
多額の利益配分が入ってきており問題は顕在化するこ
とはなかった。

2）売得金額の低落と収支の悪化
バブル崩壊により各公営競技の売上は急減する。
図 1 はバブル期の 1990 年度から 4 市主催最後の 2006
年度までの売得金額と開催日数の推移を表したもので
ある。
1991 年度には開催日数 138 日間の合計が過去最高の
322.9 億円という，今では考えられないような巨額に
達した。この年度の 1日あたりの平均売得金額は 2億
3,398 万円であった。バブル崩壊を受け，翌 1992 年度
の売得金額は前年度を 9.5％下回る 292 億円と大幅減と
なった。
主催者は，開催日数を増やすことで，売得金額の減
少をカバーしようとした。1995 年度は 156 日にまで開
催日数を増やしたものの，年間の売得金額は前年度を
下回る 298 億円にとどまる。
収益の減少で一般会計への繰入も減少した。1991 年
度には4市に対して合計7億8,400万円が配分されたが，
収益配分は 1994 年度の 8,800 万円が最後となった。
この段階で，収益の一般財源への繰入という狭い意
味での財政貢献（1）はなくなったのであるが，この段階
ではまだばんえい競馬の存廃が議論にのぼることはな
かった。本来ならこの段階で議論になっても不思議は
なかったのだが，存廃が論議されるようになるのはこ
れからさらに数年後のことであった。
この段階で存廃が議論されなかった理由はいくつか
考えられる。
まず，第 1に売得金額の低落は一時的なものと認識
されていた可能性がある。バブル崩壊後の景気低迷が

効率的であった。
そのため，比較的早い段階から一部事務組合の設立
による業務の効率化が 4市から求められていたものの，
制度的な問題からなかなか実現には至らなかったのだ
が，それがバブル期の 1988 年に実現した。
一部事務組合は複数の地方自治体によって構成され，
そのうち 1つの自治体の首長が正管理者，他の自治体
の首長が副管理者となる。通常，首長が正管理者となっ
た自治体がその一部事務組合の運営の中心となる。
ばんえい競馬を主催する 4市は広大な北海道に点在
しているため，市協の事務所は札幌市内におかれてい
たが，一部事務組合の事務所は旭川市に置かれること
となり，旭川市長が正管理者となった。事務所をどこ
に置くかについては，旭川市と岩見沢市の綱引きも
あったようだ。
旭川市長が正管理者となり，旭川市内に組合の事務
所がおかれることとなったことから，旭川市の職員 OB

などが送り込まれ，組合の運営は旭川市がリードする
こととなった。組合職員のトップである事務局長は歴
代旭川市の職員 OBであった。
複数の元組合職員や構成市の職員などに対して行っ
たヒアリングによると，組合による競馬事業の運営は
功罪相半ばするようである。
功罪の「功」は行政側の業務の効率化である。これ
は組合設立の動機から当然のことである。競馬事業の
運営を組合に任せてしまうことで，これまで競馬に携
わっていた市職員を削減することができた。
だが，この「功」が「罪」にもなった。コインの裏
表といってもいいだろう。すなわち，構成市の職員が
競馬に直接関わらないことにより，市の事業としての
意識が薄れ，各市は事実上単に利益配分だけにあずか
ることとなった。
市協の職員として採用され，組合職員を経て，帯広
市単独主催になる過程で実務担当の中心的役割を担っ
た 1 人である M氏（故人）は，2007 年春の筆者によ
るヒアリングのなかで「市協は専門機関として行政側
からある程度敬意を払われる存在だったのが，組合に
なってからは市の下請け機関的扱いになった」と述べ
ていた。
年を経るに従い，当然のことながら，市職員として
競馬事業に関わった職員は減少する。その結果，組合
による競馬運営をチェックする機能が構成市，とりわ
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強かったように思われる。市長が正管理者であった旭
川市にしても，市当局による組合のガバナンスが十全
に行われていたとはいいがたい。
このことは組合が放漫経営を行っていたということ
ではない。組合はあくまで競馬事業の実行組織であり，
先に述べた元職員の発言からもうかがわれるように，
組合の側から主体的に戦略的方針を提示することはそ
もそも想定されていなかった。
図 2は組合の実質収支（歳入合計から歳出合計を差
し引いた額）の推移を示したものである。実質収支は
1999 年度に初めて 3億 2 千万円のマイナスを計上した
が，実は，すでにその以前から単年度の事業収支は赤
字となっている。
例えば 1993 年度の歳入の内訳をみると，馬券の売上
額と入場料収入の合計額は 305.6 億円（うち，入場料
収入はわずか 0.05％なのでほぼ全額が馬券の売り上げ）
である。開催費は 299.4 億円で，これに交付金と納付
金の合計額 6.5 億円を加えると 305.9 億円となり 2,700
万円ほどマイナスとなっている。つまり単年度の赤字
を繰越金などによってカバーし，決算上は黒字となっ
ているのである。
1990 年代末頃までは，こうした過去の蓄積によって
赤字をカバーすることができた上に，バブル期に増大
した諸費用も比較的容易に削減できたであろうから，
問題が表面化することはなかった。
多くの関係者の期待を裏切り，売得金額の減少はそ
の後も続く。そしてついに 1999 年度決算では過去の

かくも長く続くと予想できた人はそう多くはなかった
であろうから，やむを得ないともいえる。
市の財政への直接的なダメージがなかったことから，
あえて存廃に踏み込む必要がなかったというのが 2つ
めの理由である。
さらに，第 3の理由として，そもそも競馬事業を廃
止するという選択肢が，主催 4市の首長や行政担当者
の念頭になかったと思われる。
収益減による地方競馬の廃止は，1960 年代初め頃ま
でには多くあったものの，高度経済成長期以降は 1988
年 3 月を最後に廃止となった和歌山県の紀三井寺競馬
しかない。紀三井寺競馬の廃止は収益減が大きな理由
ではあったが，競走馬資源の確保など，他の要因もあっ
たため，前例として意識されにくかったのではないだ
ろうか。
また，廃止に際しては，競馬に関わるステイクホル
ダーとの厳しい交渉が必要であり，さらに加えて多額
の補償金が必要だと認識されていたこともあろう。
そして，関係者へのヒアリングによると，これが最
も直接的な理由ではないかと思われるのだが，競馬事
業を組合任せにしていたため，4市の首長や行政担当
者が事態を的確に認識できていなかったことを第四の
理由としてあげたい。
後知恵に過ぎないが，一部事務組合による競馬事業
の実施は，主催する自治体の首長や行政担当者の当事
者意識の欠如につながったように思われる。特に，市
長が正管理者であった旭川市以外の 3市はその傾向が
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競馬」以外に，地域産業，開拓文化，観光資源といっ
た「地域産業・地域資源」として，ばんえい競馬を考
えるべきであるとされている。
この時期，北海道遺産として，日高の馬産などと並
び，ばんえい競馬も「北海道の馬文化」の構成要素と
して認定されたり，鳴海章の小説「輓馬」が映画化（3）

されたりしており，ばんえい競馬の観光資源的側面や
文化的側面を，ばんえい競馬存続のひとつの根拠とし
て主張しうる条件が存在していたことも付言しておき
たい。
なお，地域資源としてのばんえい競馬という視点は，
後の帯広市単独主催となって以降，単なるスローガン
としてではなく，実態をともなった形で具現化するこ
ととなる。
第 2章では，（1）ファン層の拡大，（2）経営の安定化，

（3）馬文化の伝承，（4）生産頭数の維持という 4つの
方向性が示されている。
（2）については，徹底した経費削減策（開催費 ･人
件費）と固定費抑制型の増収策（延長開催）の 2つが
掲げられている。短期的な収支改善策としては前者の
実現が喫緊の課題となっていたはずである。
表 1は 2001 年度から 2006 年度までの馬券売上金（4）

と開催費の変化をみたものである。開催費で最も大き
いのは払戻金であるがこれが売上金額に比例するのは
当然である。その次に大きな比率をしめるのが「その
他の開催経費」であるが，この大部分が賞金や手当か
らなる報償費である。この部分は減額されてはいるも
のの，馬券売上金の減少に見合った減額がなされてい
るとはいいがたい。施設使用料についても同様である。
延長開催の方については，2005 年度と翌 2006 年度
は実際に 10 日間開催日数を増加し，162 日間開催した
が，これも大きな増収にはならず，むしろ累積赤字を
増加させる結果に終わってしまう。
第 4章の第 4節では増収策として，新規場外発売施
設の開設やナイター開催の実施がうたわれている。こ
の 2つが実現していればその後の展開も多少は異なっ
たものとなった可能性があるが，実際には実現するこ
とはなかった。
ナイター開催は，北海道の人口が集中する札幌圏か
ら比較的近い岩見沢競馬場での開催が想定されていた。
この当時は，春に旭川で開幕し，その後岩見沢で 10 月
末頃までロングラン開催を行い，北見で2開催（4週間）

蓄積によるカバーも不可能となり，ついに赤字決算と
なったのである。
図 2に示したようにその後は赤字額は年を追って増
大した。単年度の欠損は次年度会計からの繰上充用と
なる。赤字が続けば繰上充用は年を追って増大するこ
とになる。組合が競馬を主催した最後の年である 2006
年度には 37.9 億円にまで膨らんだ。マスコミ等が報じ
た累積赤字とはこの額である。
組合を中心に経営改善策が本格的に模索されるよう
になったのは，事態がかなり深刻になった 2004 年頃か
らのことである。

3）ばんえい競馬再建 5箇年計画の策定とその帰結
2004 年 4 月，組合の経営改善計画の策定を目的に，
4市の農政部長（帯広市と北見市は農務部長），組合の
助役と事務局長で構成される「ばんえい競馬経営改善
委員会」（以下，改善委員会）が設置された。
また，あわせて，組合が策定する経営再建計画につ
いて，外部有識者などから幅広く意見を聴取するた
め，「ばんえい競馬のあり方を考える懇談会」（以下，
懇談会）が設置された。懇談会のメンバーは，磯田憲
一（旭川大学教授，（財）北海道農業企業化研究所理事
長），小川孝成（岩見沢市物産協会会長），田口　清（酪
農学園大学生産動物医療学教室教授），三浦重道（（株）
リクルート北海道じゃらん専務取締役総括プロデュー
サー），矢野吉彦（フリーアナウンサー）で磯田が座長
となった（各氏の役職などは当時のもの）。補足すると，
座長の磯田は北海道地方競馬（道営ホッカイドウ競馬）
を所管する北海道農政部の元部長，矢野は中央競馬の
実況中継を長年担当し，競馬ファンなら名を知らぬも
のはいないくらいの人物であり，なおかつ古くからの
ばんえい競馬ファンとしても知られる人物である。
改善懇談会や懇談会での議論を踏まえ，2005 年 2 月
には「ばんえい競馬 経営再建 5箇年計画」（以下，5箇
年計画）が策定・公表された。
5箇年計画の構成は以下のとおりである（2）。
第 1章　考える視点
第 2章　取組の方向性
第 3章　現状と課題
第 4章　再建策と戦略
第 5章　収支と今後の課題
第 1章では収益事業としての競馬，いわゆる「財政
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のかなりの部分は，帯広市単独主催による「ばんえい
十勝」で実現していることをみれば，5箇年計画策定
にむけたばんえい競馬関係者の努力は無駄ではなかっ
たと評価しうる。

3．存廃問題
1）存廃をめぐる経緯
時間を少し巻き戻そう。2001 年 3 月の開催をもって
中津競馬が廃止となった。周知のように，中津競馬の
廃止は地方競馬の連鎖的廃止の先駆けとなった。これ
は想像に過ぎないが，中津競馬が廃止になるまで，多
くの競馬関係者は競馬事業が廃止されるなどとはほと
んど想定していなかったのではないだろうか。中津競
馬も，佐賀・荒尾の両競馬場と連携し，「九州競馬」と
いう枠組みでの展開を開始したばかりであった。
中津競馬の場合は補償などを巡り多少紛糾はしたも
のの，主催自治体の首長が廃止を宣言すれば，競馬事
業は比較的容易に廃止できるという前例を中津競馬は
示したように思われる。
中津競馬に続き，新潟県競馬（2001 年），益田競馬

（2002 年），足利競馬・上山競馬（2003 年），高崎競馬
（2004 年），宇都宮競馬（2005 年）と廃止が相次ぐなか
で，ばんえい競馬の存廃が議論されることとなった。
2006 年度のばんえい競馬は，4 月 15 日に帯広で開

行った後，ロードヒーティング施設のある帯広で閉幕
までロングラン開催を行うという開催スケジュールで
あったし，すでに道営ホッカイドウ競馬では旭川競馬
場でナイター開催が行われていたこともあり，夏のロ
ングラン開催を岩見沢で開催するというのは，妥当な
プランであったとも考えられる。しかしながら，岩見
沢ナイター開催は地元協議に入ることすらなく画餅に
帰した。
5箇年計画の殆どが実行に移されることがなかった背
景には，再建計画策定の一方で，すでにばんえい競馬
廃止の動きが胎動していたことがあるように思われる。
2月 28 日に開催された競馬議会のばんえい競馬事業
推進調査特別委員会における議論において，出席者か
ら「旭山動物園のような成功（5）をのぞむ」という意見
が出る一方で，「状況次第では 2005 年度中にも廃止を
検討すべきである」という意見も出されている。また，
議員の 1人から「この計画は非の打ち所のない書き方
だが，このレベルまで付いていけるのか。「努めます」
という努力目標的な表現が目立つ」という発言がなさ
れたが，まさに正鵠を射た発言であるといわざるを得
ない。
結果的にいえば，この 5箇年計画はほとんど実行さ
れることなく，組合開催＝ 4市体制崩壊という結末を
迎えることになったのだが，ここに盛り込まれた内容

表 1.　馬券売上金と開催経費の変化

決算年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006

実
額
（
千
円
）

馬券売上金
開催費
　払戻金
　返還金
　常勤職員人件費
　臨時職員賃金等
　施設等使用料
　その他の開催経費
常勤職員数
開催平均臨時職員数

19,601,628
20,619,612
14,485,229

4,030
422,148
365,822
729,258
4,613,125

42
357

18,494,861
18,909,946
13,668,253

6,343
394,573
329,654
702,715
3,808,408

42
371

16,910,260
17,284,033
12,493,208

7,046
364,339
257,821
697,278
3,464,341

41
353

14,447,388
15,244,624
10,671,357

3,840
337,274
205,915
669,525
3,356,713

53
328

15,416,608
16,283,497
11,398,978

7,260
349,705
188,097
619,806
3,719,651

53
186

14,524,139
15,363,348
10,740,750

1,473
311,407
176,615
583,735
3,549,368

51
174

変
化
率
（
％
）

馬券売上金
開催費
　払戻金
　返還金
　常勤職員人件費
　臨時職員賃金等
　施設等使用料
　その他の開催経費
常勤職員数
開催平均臨時職員数

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

94.4
91.7
94.4
157.4
93.5
90.1
96.4
82.6
100.0
103.9

86.3
83.8
86.2
174.8
86.3
70.5
95.6
75.1
97.6
98.9

73.7
73.9
73.7
95.3
79.9
56.3
91.8
72.8
126.2
91.9

78.6
79.0
78.7
180.1
82.8
51.4
85.0
80.6
126.2
52.1

74.1
74.5
74.1
36.6
73.8
48.3
80.0
76.9
121.4
48.7

資料：地方財政収支報告．
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をはかろうとする組合の要請で設置されたもので，組
合の斉藤守助役を座長とし，ばんえい競馬馬主協会大
野清二会長，ばんえい競馬調騎会服部義幸会長，北海
道輓用馬振興対策協議会佐々木啓文副会長らがメン
バーとなっていた（6）。
3 月 3 日の初会合から 9 月 22 日の最終会議まで 10
回の会議が開催され，最終的に，冬季開催が可能な帯
広競馬場と，岩見沢競馬場の 2場で通年開催するとい
う 2市 2場集約案がまとめられた。
旭川市以外の 3 市のスタンスは一様ではなかった。
ばんえい競馬の存続に前向きだったのは帯広市であっ
た。砂川敏文市長（当時）は「たとえ帯広市が主催で
なくともかまわないから，ばんえい競馬は廃止すべき
ではない」という考えを持っていたようである。北見
市の神田孝次市長（当時）は，ばんえい競馬そのもの
に対しては必ずしも否定的ではなかったものの，北見
市が主催するということは全く考えていなかったよう
である。岩見沢市の渡辺孝一市長（当時）は，筆者が
行った聞き取りにおいては，ばんえい競馬を継続する
ことに前向きであったという発言を複数の人から聞い
たが，その一方で，農政部を中心とする市の行政担当
者は廃止に向けて，旭川市との情報交換を密にしてい
たとも聞く。
プロジェクト会議案が示された 9月下旬の段階では，
帯広＋岩見沢の 2市 2場でばんえい競馬は存続できるだ
ろうという見方を多くの関係者はしていたようである。
2市 2 場での存続について，帯広市が具体案を作成
し，それを岩見沢市側が検討することとなったが，岩
見沢市の側は当初から前向きに検討することはなく，
11 月には「ばんえい競馬のあり方を考える有識者会議」
を開催する。この有識者会議ではばんえい競馬の存続
を求める発言はほとんどなかったという（7）。
11 月 24 日に岩見沢市議会の全員協議会が開かれ，
ここでもばんえい競馬からの撤退を求める発言が多
かった。全員協議会終了後，渡辺市長はばんえい競馬
からの撤退を表明した。
翌 25日，札幌で砂川氏と渡辺氏が会談し，27日に渡
辺氏は「ばんえい競馬の存続は断念する」と表明し，同
日砂川氏は「2市 2場集約案による開催は不可能と判断
せざるを得ない」と表明した。両市長の表明を受け，マ
スコミは一斉に「ばんえい競馬廃止へ」と報道した。

幕し，4月 29 日から 6月 12 日まで旭川で開催された。
当時，旭川競馬場では道営ホッカイドウ競馬がナイ
ター開催を行っており，7月 4 日にホッカイドウ競馬
の旭川シリーズが開幕した。
ホッカイドウ競馬の旭川シリーズが始まった頃，筆
者は，ホッカイドウ競馬の関係者から，「例年なら次年
度のために残されているばんえい競馬の施設が撤去さ
れている。旭川市はばんえい競馬の廃止を決めたので
はないか」と伝えられた。今となっては事実関係の確
認は難しいが，その後の展開をみると事実だった可能
性は十分ある。
ばんえい競馬の存廃については 2つの論点があった。
1つは北海道市営競馬組合の存廃，もう 1つはばんえ
い競馬そのものの存廃である。マスコミなどは，この
2つの論点を区別せず，組合の廃止・精算＝ばんえい
競馬の廃止という図式で報道していた。
組合およびばんえい競馬の存廃をめぐる議論の過程
を，当時の関係者への聞き取りや資料から検討すると，
旭川市の行政担当者は，組合の廃止・精算とばんえい
競馬の廃止を一体のものとして，というよりむしろ自
明のものとしていたようにも思われる。
2006 年 1 月，旭川市において組合の正副管理者会議
が行われた。正副管理者とは 4市の市長であるからま
さにトップ会談である。この会議で，「4市による運営
は限界，構成市に依存しない自主運営的な競馬のあり
方を検討する」という確認がなされた。
「4市による運営は限界」というのは具体的には組合
は解散ということである。この段階で，先に述べた 2
つの論点のうち，組合の存廃に関しては結論が出され
た。組合の解散が決まり，ばんえい競馬を存続させる
つもりのない旭川市がさっさと後片付けに動いたとし
ても全く不思議はない。
後は他の 3市が組合解散後も競馬事業を存続するか
どうかということになった。

2）2市集約案
4市のうち，旭川市は競馬事業を継続しないという
姿勢を明らかにしていたので，後の 3市がどう判断す
るかが焦点となった。
2006 年 1 月の正副管理者会議での結論を受け，2007
年度以降の体制を検討するため，改革検討プロジェク
ト会議が設置された。この会議はばんえい競馬の存続
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この時期，公営競技ではそれぞれの根拠法の改正で，
事業に関わる業務の私人への委託が大幅に認められて
おり，競輪やオートレースでは包括委託による事業運
営がすでに一部競技場で行われていたが，競馬事業の
包括委託はまだどこもやっていなかった。
ソフトバンクプレイヤーズは，100％出資の子会社
オッズパークばんえいマネジメント（OPBM）を設立
し，ばんえい競馬の事業運営を帯広市から包括受託し
た。これにより，2007 年度からは帯広市の単独主催で
ばんえい競馬が開催されることとなり，「ばんえい十
勝」の愛称で新たなスタートを切ることとなった。
（次号に続く）

〔註〕
（1） 現在の競馬法には，「馬の改良増殖その他畜産の振興に

寄与するとともに，地方財政の改善を図るために行う競
馬」（第 1条）とあり，競馬の目的が明記されているが，
この当時，競馬法には競馬の目的は明記されておらず
（ほぼ同時期に制定された他の公営競技の根拠法はいず
れも競技を行う目的を明記していた），地方競馬を主催
する自治体は，財政貢献などの収益の使途を定めた条文
をもって競馬の目的とみなしていた。

（2） 5 箇年計画は「改善委員会用素案」や「実行チーム用素
案」など，素案段階ではいくつかのバージョンが存在す
るが，ここでは最終的に取りまとめられ公表されたもの
をとりあげる。

（3） 映画のタイトルは「雪に願うこと」（根岸吉太郎監督）。
（4） 地方財政収支報告では馬券売上金と返還金がそれぞれ記

載されているが，多くの競馬関係資料では，売上金から
返還金を差し引いた額を売得金額として計上している。

（5） この当時，旭山動物園の成功が全国的に大きな話題と
なっていた。

（6） 肩書きはいずれも当時のもの。
（7） 全ての有識者会議がそうだとはいわないが，行政側が一

方的に委員を選定するこうした会議では，行政の方針に
反対する委員が数多く選ばれることはない。

（8） 帯広市議会議事録。

3）帯広市単独開催へ
ばんえい競馬の危機が報じられるようになった 2006
年の秋頃から，存続を求める署名運動などが各地で実
施される。10 月には岩見沢の市民有志による署名活動
が開始され，12 月にはいると帯広や札幌でも署名活動
が行われた。ばんえい競馬廃止のニュースは全国規模
でも報道されるようになった。
数量的に実証するのは難しく，あくまで印象に過ぎ
ないが，存続を求める署名活動が広がるにつれ，マス
コミの報道も存続に対して好意的な論調に変化して
いったように思われる。
11 月 27 日の帯広市長の表明は，“事実上の存続断念”
として多くのマスコミが報道したが，砂川氏は 2市 2
場案を断念したことを述べただけで，実は水面下で帯
広市単独開催の可能性も模索されていた。
ばんえい競馬の競走馬資源は農用馬で，その生産者
は全道に分布してはいるが，中心的な産地は道東部の
十勝地方や釧路・根室地方である。農用馬の中心的な
産地であるという立地条件もあってか，岩見沢市議会
とは異なり，帯広市議会ではばんえい競馬の廃止を求
める発言は少なかった。とはいえ，市の財政に負担を
かけるかたちでのばんえい競馬の存続は，市長も市議
会も選択肢にはなかった。
12 月 17 日開催の帯広市議会の一般質問への答弁の
なかで，市長は「なお，昨日，民間企業からも存続に
向けた御提案がありました。私といたしましては，帯
広市単独開催の可能性について検討していきたいと考
えているところであります」（8）と述べ，水面下での交
渉がまとまりつつあることを明らかにした。
この段階では企業名は明らかにされなかったが，数
日後，ソフトバンク系企業で，地方競馬の共同利用イ
ンターネット発売システムである D-netを譲渡された
ソフトバンクプレイヤーズ（当時の社名）であること
が公表された。
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私はここ数年，毎年年末に東京，大阪で写真展を開
催している。その会場に一人の女性編集者が現れ，原
稿を頼まれた。缶ビールを飲みながら留守番をしてい
た私は気楽に受けてしまったが「さぁたいへん！」美
人の女性編集者は「馬の雑誌なので馬か写真かどちら
の話でもいいです。2,000 字くらいで」と事もなげに
言って去っていった。何を書こうか，年と共に根気は
なくなりパソコン頼みの日々で漢字が出てこない。ま
してや文章力は子供の作文並み。でも女性編集者は美
人だったし言い訳はこれくらいにして何とか書いてみ

ようか～。
サラブレッドを撮り始めたのは，かれこれ 40 数年前
だった。その頃テンポイントと言う名のサラブレッド
が走っていた。オールドファンならご存知と思うが，
赤毛の馬で額に流星の走る綺麗な馬だった。悲運の名
馬と言われ彼は競馬を知らない人々までをも魅了し
た。メディアは連日彼について報じた。その時代競馬
イコール，ギャンブルと世間の目は冷たかった。馬券
を売っているのだからギャンブルには違いないが，現
在，サッカーをサッカーくじがあるからギャンブルと

Hippophile No. 75, 19-22

一瞬の時

久保吉輝

久保吉輝（くぼ　よしてる）
写真家。1950 年大阪市生まれ。70 年英国へ遊学。競
馬専門誌『優駿』チーフカメラマンを経て，2000 年レ
イラ設立。著書に『ファンファーレ武豊写真集』『競
馬漂流』『オグリキャップ写真集』『ON THE TURF 
（1～5）』『カッシーノ（1，2）』，浅田次郎氏と世界の競
馬場を巡った『サイマー！』『ディープインパクト写
真集』などがある。2005 年道頓堀にサラブレッドギャ
ラリーを開設（写真展や絵画展など貸しギャラリーと
しての展示も行っている）。

エッセイ



20



Hippophile No. 75

21



22

る。名も無い牧場から名馬が生まれ，競馬に無関心な
人々をも引き込む。
37 年前 JAPAN CUPというレースが出来，世界中か
ら名馬がやって来た。世界の名馬が目の前を疾走する。
鞍上は勿論世界のトップジョッキーである。本当に驚
き，多くの競馬ファンは競馬場に押し寄せた。そして
今や海外レースへの挑戦が日常となり凱旋門賞に手が
届くかという勢いである。
昔，社台に吉田善哉という牧場主がいた。その吉田
氏とアメリカに種牡馬の買い付けに同行したM氏は吉
田氏のさりげない言葉に競馬への強い深い意志を感じ
たという。吉田氏は「ハイウェイを走らず，下の道を
行こうや。町々を通り抜け酒場で飯を食べ，町の人の
話に耳を傾けながら，ゆっくりと時間をかけて馬を買
いに行こう」と話したと。多忙を極める人の言葉かと
驚いたそうである。
そしてノーザンテースト，サンデーサイレンスを見
出し日本に連れ帰った。この 2頭が日本にいなければ
今の日本の競馬は大きく違っていただろう。日本のほ
とんどの勝ち馬が，このラインの子供達，孫たちであ
り世界に通じる強い馬をも産み出した。
無名の小さな牧場から名馬が誕生し，声援を送るも
よし，有名牧場のエリートサラブレッドが勝ちを重ね
るのも今の時代なのかもしれない。毎週末，半世紀ち
かくも競馬場に足を運び続けた。平成の時代は終わろ
うとしているが，思い返すと写真も人生も一瞬の時
だった。

思うファンはいないだろう。ヨーロッパ，特にイギリ
スなどでは全てのスポーツに賭け券を発行している。
スポーツを楽しみながら賭けに興奮するのである。私
が写真を撮り始めた当時の競馬場には，ギャンブルと
いう少しダーティーな空気が木造の古びたスタンド一
杯に溢れていた。それが 20 代の私には心地よく，大人
の遊びであり，ダンディーでクールで好ましく感じら
れた。昭和の時代が流れていた。
当時はモノクロが主流のフィルムカメラでカラー
フィルムは出始めた頃だった。カラーよりモノクロ写
真がカッコイイ時代だった。枚数は 36 枚撮りがマッ
クス。モータードライブ（自動巻きカメラ）も出始め
たばかり。ピントはヘリコイドを動かしながら被写体
を追いシャッターチャンスを窺う。光を捜し，光を測
り，絞り，シャッタースピードを設定する。フィルム
感度は 400ASAが最高で，雨や暗い日は，いろいろ工
夫しながらの撮影を強いられた。雨の日はモータード
ライブに雨が入り込むため要注意。思い切って手巻き
でワンチャンスに賭けることもしばしば。正に全てが
アナログで，撮影自体がスリリングで楽しかった。フィ
ルムもレンズもそれぞれに個性豊かで，甘い雰囲気を
醸し出すレンズもあれば固く表現するレンズもある。
フィルムの階調も甘いものやシャープなものと様々で
あった。そしてワクワクしながら現像の上がりを待つ
のである。そんな時代の競馬は写真同様，楽しくてクー
ルだった。競馬は人とサラブレッドの物語。計り知れ
ない秘められたストーリーがあり，観る人を感動させ
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はじめに
日本のアニメ―ション作品や漫画作品が，クール
ジャパンと称され，世界に広く知られるようになって
おり，これらの作品が日本に対する親近感をそれを見
る人に抱かせるまでに影響力を与えているのは，クリ
エーターが互いに影響しあって，日々新たな作品を生
みだしてきたからこそだと考えられます。
昨今，Netflixや Amazonに代表されるインターネッ
ト配信サービスの充実により，より多くの作品が世界
に発信されていくことが期待できます。馬事に関心を
もつ筆者としては，馬（特に騎馬）が登場する作品に
は非常に興味を覚えます。しかし，世に発信されてい
く作品数の数が増えてその内容が多岐にわたる現在，
馬事に関する表現が作品の世界観と一致していないと，
その作品への正当な評価を阻害することになりかねな
いのではないかと危惧しています。
そこで本稿では，アニメーション作品や漫画作品と
いった，実際の人馬を用いない創作物に関して，30 年
以上馬事に関わりをもってきた経験を踏まえて，作品
の世界観に合わせた人馬の表現方法の組み立て方（馬
術描写のデザイン方法）を考察します。
なお，本稿の執筆にあたり，馬アニメーターの南雲
若菜氏からアニメーションの制作現場からのご意見を
いただきましたことに御礼を申し上げます。

アニメーション作品や漫画作品における人馬の表現方
法の留意点
カメラワークやシーンで構成される創作物としては，
テレビドラマや映画といった実写作品も演出や脚色が
加わり，アニメーション作品や漫画作品と同様に，必
ずしも現実に即していない（即している必要もない）

点で類似しています。
実写作品は実際の人馬を用いた撮影であるため，人
馬の動きの大部分は物理現象に従った内容になります。
しかし，アニメーション作品や漫画作品は一から描写
していくものであるため，物理現象の部分も意図的に
描かない限り，結果的に物理現象を逸脱してしまって
いる描写（以下，ミスマッチ）になってしまっている
場合があります。
このようなミスマッチが生じているシーンを乗馬経
験のない視聴者が意識的に気づくことはなくても，無
意識の部分に違和感を与える恐れがあり，それが作品
の世界観との間の違和感となり，最終的に作品が正し
く評価されなくなってしまう恐れがある点に留意が必
要と考えられます。
一方で，実写作品において騎馬シーンが撮影される
場合，実際は役者の操馬技術が未熟であって，それを
早いカメラワークや短いシーンの切り替え等によって
その技術の程度を見せないようにしているような時に
ミスマッチが起こり得ますが，本稿における考察対象
とはいたしません。

アニメーション作品・漫画作品におけるミスマッチの
原因と解決策
作品の制作現場においては，馬の基本歩様（常歩・
速歩・駈歩・襲歩）は動物の動きの 1つとして基本的
な知識・作画技術として位置付けられています。しか
しながら，その他の馬事関連知識（品種・馬装・操馬
技術等）をアニメーターや漫画作家（以下，クリエー
ター）に紹介するものが少なく，制作現場で情報が不
足していたことや，そもそも関心が希薄であったこと
がミスマッチの主な原因の 1つになってきたと考えら
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2次元における馬術描写の設計
―作品の世界観に合わせた人馬の
表現方法に関する考察―

岩田光太

岩田光太（いわた　こおた）
馬事と経営持続性の観点から，馬に関わる人々との出
会いに基づく馬事考察を続けてきました。日本におけ
る 2次草原維持活動と馬事文化の深い関わりを感じ，
「和種馬」と「草地」をキーワードとして 2つの保全
を橋渡しする活動に取り組んでいます。現在は，差別
化戦略（イメージ付け・ブランド化）により日本の馬
の希少価値から新たな利用価値を導き出していくこと
をメインテーマとしています。

会員通信
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作品の世界観を形成するものとして，以下の 3要素と
しました。
① 時代・地域
② 馬具装飾
③ ウェルフェア（健康管理）
仮に，作品が架空の世界を描くものであったとして
も，地理風土や社会情勢，装束や文化に統一感を持た
せ，その地の人々が馬をどのような環境で飼育してい
るのかを設定することは，作品の世界観を一定に保つ
上で非常に重要であると考えられます。ただし，人馬
の具体的な動きに直接作用するものではないため，本
稿で考察対象としているミスマッチ（物理現象からの
逸脱）の直接的な原因にはならないものです。

馬アニメーション等の 3要素
次に，馬が登場するアニメーション作品・漫画作品

（以下，馬アニメーション等）の構成要素の説明に入り
ます。本稿における馬アニメーション等の 3 要素は，
人馬の動きを 2次元で表現する際に物理現象の描き方
に一定の制約をもたらす設定で，ミスマッチと直接的
に関係する重要なものとして，以下の 3要素としまし
た表 1。なお，本稿は作品世界観に合わせた人馬表現
方法の考察という趣旨から，馬アニメーションの 3要
素は，馬事設定の 3要素のうち「①時代・地域」にしっ

れます。
他方で，インターネット環境の普及とソーシャルメ
ディアの発達により，現在は個人が様々な情報に容易
にアクセスできるようになっています。情報検索ツー
ルの利便性が高まったことで，クリエーターは個々に
多様な素材（図・写真・動画）を作画の参考として活
用することができるようになっています。しかし，馬
と騎手がとる姿勢は複数の要素や周囲の状況が関係す
る複雑なものです。そのため，クリエーターがアクセ
スした個々の情報を具体的な作中に適用・応用するに
は馬事に関する体系的な知識が必要となる状況には変
化がなく，馬事関連知識を紹介するものはますますそ
の必要性が高くなっていると考えられます。
このような馬事に関する知識を体系化するものとし
て，本稿では次の 2つの設定を考案しました。
① 馬事設定の 3要素
② 馬アニメーションの 3要素
各設定の詳細は後述するとして，本稿における馬事
関連知識の体系を示したものが図 1です。

馬事設定の 3要素
まず，馬事設定の 3要素について触れたいと思いま
す。本稿における馬事設定は，人馬の具体的な動きと
は直接関係がないものの，アニメーション作品や漫画

図 1.　馬事関連知識の体系

時代・地域 品種

馬装

操馬技術

ウェルフェア

馬具装飾

作品世界観

性格 歩様 馬格 体色

スタイル

馬姿勢馬調教程度

騎手姿勢

騎手技量

騎手体捌き手綱の持ち方 武具

手綱

ハミ 調教補助具

副扶助

鞍形状

鐙形状武装

改良目的

馬事設定3要素 馬アニメーションの3要素

Kota Iwata ©
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く分けて，ハミの有無・ハミは大勒か水勒か，手綱は
何本か，拍車や鞭はあるのか，鞍は騎手の体を積極的
に支える機能を有しているかなどを定めることです。
これにより全体的な統一感が作品の世界観を下支えす
ることになると考えられます。
加えて，操馬技術は，主に騎乗スタイル・騎手技量・
馬の調教程度・馬の姿勢・騎手の姿勢・手綱の持ち方
（シングルハンド・ダブルハンド，順手綱・逆手綱）・
騎手体捌き・武具などを含み，品種と馬装から導き出
される要素になります。どのような騎乗スタイル（古
典・近代・実用・逍遥・サーカス・競馬・馬車等）に
よって，騎馬で何をしようとしているのかを最終的に
表現することができれば作品の世界観をより一層と裏
打ちするものになると考えられます。

かりと関係付けて設定することが望ましいと考えてい
ます。
① 品種
② 馬装
③ 操馬技術
まず，品種は主に改良の歴史・性格・馬格・体色・
歩様といった馬の基本情報を含み，実在の馬であれば
馬辞典やバイオメカニクス解説書（参考書類を参照）
等を参考とすることができる部分になります。
仮に，作品が架空の世界・時代・地域であったとし
ても，馬の品種（それが架空の品種でも）は作品の世
界観を定めるものとして，人物設定と同等の位置づけ
で体系的に設計すべきと思います。
次に，馬装は，主にハミ・手綱・調教補助具・副扶
助・鞍の形状・鐙の形状・武装などを含み，騎手の馬
上姿勢を定めるうえでの重要な要素になります。大き

表 1.　馬アニメーションの 3要素詳細

3 要素 細目 設計ポイント 補足

品種

改良の歴史 生産・改良目的の有無 近代的育種により品種が安定する

性格 以下，実在なら馬辞典参照・架空なら要設計

馬格 登場人物との体高比較

体色

歩様 4歩様（常・速・駈・襲歩），特殊歩様（側対歩等） 特殊歩様を持つ実在の品種には留意が必要

馬装

ハミ 大勒水勒または，もしくはハミなし ハミなしの場合，頭絡に直接手綱をつなぐ，もしくは首
輪で馬をコントロール

手綱 本数（ハミおよび調教補助具に依拠），長さ（スタイル
に依拠）

調教補助具 マルタンガール等 馬もしくは馬具に装着するもの

副扶助 拍車・鞭・キュー

鞍の形状 洋式（乗馬鞍・騎兵鞍）・和式・裸馬 鞍の座面の前後にクッションがあると寄りかかることが
できる

鐙の形状 輪鐙・和式 和式の鐙はかかとで立つことができる

武装 鎧・プロテクター

操馬技術

スタイル 古典・近代・実用・逍遥・サーカス・競馬・馬車

騎手技量 初乗馬・初級～中級・熟練

馬調教程度 従順性 騎手の指示に対する反応の敏捷性

馬姿勢 歩様と進行方向に依拠 右・左の姿勢，収縮・伸長，発進・停止

騎手姿勢 馬の歩様・鞍の形状・騎手技量に強く依拠 真直性の有無，前傾・センター・後傾姿勢

手綱持ち方 馬装に強く依拠 シングル・ダブル，逆手綱・純手綱

騎手体捌き ハミ・騎手姿勢・手綱の持ち方に依拠

武具 武器・用具
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騎手の上半身は手綱捌きの影響を大きく受けます。
大勒（Curb bit）はテコのレバーを上下に作用させる点，
水勒（Snaffle bit）はハミから肘までの延長線上で引い
たり緩めたりして作用させる点には留意が必要です。
また，大勒と水勒ではコンタクトの保ち方が異なる点，
コンタクトのない馬は騎手の急な指示に即座には反応
しにくい点などにも留意が必要となるでしょう。また，
緊迫した場面で馬が周囲に怯えたりしうる状況では，
手綱の長さと張り具合にも留意が必要と考えられます。
② 副扶助 ＋ 調教補助具 ⇒ 騎手体捌き
拍車や鞭，マルタンガール等が装着されている場合
や，音声指示による調教がされている場合，騎手の動
作（手綱捌き・脚）を小さくできる点に留意が必要で
す。騎手技量の巧拙や急発進を誇張するために当該関
係を敢えて逸脱して描くなどすれば表現が増すと考え
られます。
③ 武装 ＋ 武具 ⇒ 騎手体捌き
現実的な描写が望まれるならば，馬上における許容
範囲内でしか騎手に所作を付け加えることができない
点に留意が必要です。しかし，超人的動きが描かれる
ような世界観であれば，敢えて物理現象を無視する（ミ
スマッチさせる）ということも表現の一つとして考え
られます。

馬アニメーション等の考え方に基づく表現方法の導入例
馬事設定の 3要素と馬アニメーションの 3要素を取
り入れて作画することで，騎馬シーンを描く制作現場
においてより複雑な情景を描写することができるよう
になることを期待しています。具体的には，描きたい
シーンを馬アニメーションの 3要素に分解して詳細に
設定していくためのツール（以下，人馬のモーション
マトリクス（表 2）および，詳細な設定をクリエーター
に伝えるための馬事設定書（図 2））を導入することを
考えています。このように標準化されたツールを活用
することで，様々なシーンの描き分けに資すると考え
られます。
また，一度設定を検討したシーンは，具体的な作画
と合わせて一定の品質を担保しつつ再利用可能な設定
として蓄積されることになり，作画理論の標準化によ
り，制作現場における手間が削減されるというメリッ
トをもたらすものと考えています。
例示として，下記のような状況を描写することを考

馬アニメーションの 3要素による人馬の表現方法の構築
〈馬および騎手姿勢と手綱の持ち方の決定（メインスト
リーム）〉
① 歩様⇒馬姿勢⇒騎手姿勢
アニメーションの基本とされている馬の歩様に加え
て，馬の進む方向（直進・右方向・左方向，登り・下
り，等）に則した肢運びと馬の姿勢を描き分け，馬の
姿勢に則した騎手の基本姿勢を定めるプロセス。騎手
の姿勢は大きく分けて，前傾・センター（前傾でも後
傾でもない位置）・後傾の 3パターンとなります。
② ハミ⇒手綱⇒手綱の持ち方
馬の口に装着するハミの形状・本数により手綱の本
数を決めます。騎乗スタイルを考慮して騎手が手綱を
持つ拳（シングルハンド・ダブルハンド，順手綱・逆
手綱）を決定するプロセス。手綱の持ち方に統一感を
持たせることは組織的な馬術訓練が行われていること
を意味します。

〈騎手姿勢の補正（サブストリーム）〉
① 鐙と鞍の形状⇒騎手姿勢
馬の騎乗方法にも様々あることを理解した上で，動
く馬上の人のバランスに変化をつけるプロセス。例え
ば，騎手の騎座を前後から挟み込むような深い鞍ツボ
とクッションがある鞍（モンゴル鞍や古典馬術鞍等）
で騎乗している場合であれば，騎手は深い前傾姿勢を
とらないでも動く馬上でバランスをとることができる
点を考慮すべきと考えられます。
② A：馬の性格＋調教程度⇒騎手姿勢

 B：騎手技量⇒騎手姿勢
作中の人物の多様な乗馬経験と騎乗技術を表現する
ために，馬や人の訓練の習熟度や相性を描き分け，馬
の姿勢と騎手の姿勢に変化をつけるプロセス。具体的
には，近代馬場馬術の様に常に静かにセンターを維持
し続けているような描き方で優雅さを表現するものも
あれば，前傾姿勢でよりリラックスした騎乗スタイル
を表現することも可能ですし，デフォルメ（誇張表現）
を用いて後傾姿勢で急激な体重移動を行う姿を表現す
ることで動的な表現を行うこともできます。

〈最終的な表現（騎馬をどう動かしたいか）を決定する
際の留意点〉
① 騎手姿勢 ＋ 手綱の持ち方 ⇒ 騎手体捌き
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乗馬スタイルにより大きく変えることでスタイルがも
つイメージを際立たせて描いています。
人馬のモーションマトリクスで分解した状況をクリ
エーターに伝えるために，馬事設定書を下記の要領で
作成します。
・  人馬のモーションマトリクスで分解した情報を集約
する。
・足音等の効果音や歩数の情報を記載する。
・描き方のポイントを具体的な絵で説明する。
・  馬と騎手の動作にについて時間（コマ／秒）に関す
る情報を記載する。

えてみます。
“ダッっと駈けだし，加速したり回転したりする”
初めに，感覚的に表現された描写シーン（ニーズ）
を馬の動きの状況・歩様・姿勢に分解して検討します。
本例の場合，騎手の指示で停止状態からの駈歩発進，
直進中の加速，直進から回転運動への移行という流れ
が考えられます。
次に，騎手の動きについて姿勢・手綱の持ち方を定
め，目的に合った選択可能な騎手の体捌きを決めます。
本例の場，馬上のセンター（前傾でも後傾でもないと
ころ）に座り，シングルハンド・ダブルハンドとも馬
の歩度の変化に合わせて手綱捌きを変え，回転姿勢は

表 2.　人馬のモーションマトリクスの 1例

描きたいシーン 状況 歩様 馬姿勢 騎手姿勢 手綱の持ち方 騎手体捌き 馬の動き

乗りなれた騎手が
パッと駈歩でどこか
に向かう。全体的に
優雅で，ゆったりし
た動き。駈歩（タタ
タン・タタン・タタ
ン）

停止からの
発進

駈歩
（コンタクト
あり）

右姿勢 前傾・
センター

左手綱は少し引
き，右は開き手綱
（引っ張らない）

外方脚を引いて，
内方脚で発進の合
図とする。

内方姿勢から騎手の
発進の合図とともに
外方後肢の踏み込み
から肢運びを開始す
る。

左姿勢 前傾・
センター

右手綱は少し引
き，左は開き手綱
（引っ張らない）

外方脚を引いて，
内方脚で発進の合
図とする。

内方姿勢から騎手の
発進の合図とともに
外方後肢の踏み込み
から肢運びを開始す
る。

乗りなれた騎手が馬
の歩みを早めようと
する。馬の足音が大
きくなるが，リズム
は少しゆっくりに
なる。駈歩（パカ
ラッ・パカラッ）⇒
駈歩（タタタン・タ
タタン）

加速 駈歩
（コンタクト
あり）

正面
（コンタクト
あり）

センター 左右とも同じ長さ
で手綱を持ち，拳
と腕で歩様毎の口
の動きに合わせ，
馬の口と手綱に一
定のコンタクトを
維持する。

上半身に目立った
動きはなく，拳と
腕を少し前方にリ
リースすると同時
に脚を使うことで
加速の合図とする。

馬は騎手からの指示
に従い，スムーズな
加速を見せる。歩度
の移行としても良い
が，同じ歩様の中で
の伸長（歩幅の調
整）とすることもで
きる。

騎手が何かに気付
き，馬を回転へと誘
導する。駈足（パカ
ラッ・パカラッ）⇒
駈歩（タタタン・タ
タタン）

回転 駈歩
（コンタクト
あり）

右姿勢 センター 右後方に手綱を引
く，馬が反応して
も姿勢を維持する。
左手綱は引っ張ら
ないが緩めない。

上体をセンターで
維持して右に少し
ねじる。馬の反応
に対して一完歩毎
に追加で右への方
向転換の指示を出
し続けていくイ
メージ。

馬がゆったりとした
リズムを維持しなが
らの右回転。リズム
がゆったりのため，
右への方向回転から
さらに深く右方向に
肢を運せるバランス
にも移行しやすい。
馬場馬術競技でよく
見られる動き。

左姿勢 センター 拳を気持ち高くし，
左方向への押手綱
とする。馬が反応
しても姿勢を維持
する。

上体をセンターで
維持して左に体重
移動する。馬の反
応に対して馬の左
へのターンについ
ていくイメージ。

馬が比較的早い速度
で左回転。大きく重
心を傾けてのターン
であるのため，躍動
感をもった動きにな
る。障害馬術競技や
ウエスタン馬術の
カッティング競技で
よく見られる体捌
き。
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・  E. H. Edwards（楠瀬　良監訳），新アルティメイトブック 

馬，緑書房．
・  Gillian Higgins（青木　修監訳，石原章和翻訳），メカニズ
ムから理解する馬の動き，緑書房．

参考
・  アニメ 6人の会編著，アニメーションの本：動く絵を描く
基礎知識と作画の実際（改定新版），合同出版．

図 2.　馬事設定書の 1例（停止から駈歩発進，加速してからの回転）
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総　説

マイクロサテライトの多型に基づいた宮古馬ならびに
与那国馬の遺伝的関係―千住奈津子 1,2，戸崎晃明 1,3，
栫　裕永 3，松山亮太 4，中村琴乃 1，高須正規 1,5（1岐阜
大学応用生物科学部共同獣医学科，2名古屋市東山動植
物園，3競走馬理化学研究所，4北海道大学大学院医学研
究科，5岐阜大学応用生物科学部附属家畜衛生地域連携
教育研究センター） …………………………………… 87

沖縄には，固有の在来馬として宮古馬ならびに与那
国馬が現存している。地理的，文化的背景から，これ
らの馬は遺伝的に近縁であることが示唆されているも
のの，明確な根拠は存在していない。そこで，本稿で
は，既存のマイクロサテライトデータを用いて宮古馬
ならびに与那国馬の遺伝的関係を知ることを目的とし
た。本研究では，宮古馬ならびに与那国馬の遺伝的な
相違を，木曽馬の 4 つの副集団間の相違と比較した。
これまでの研究で得られている宮古馬（35 頭），与那
国馬（78 頭），木曽馬（172 頭）のマイクロサテライト
データを用い，これら 3品種の遺伝的関係を，集団の
遺伝的構成を解析するソフトである STRUCTUREで解
析した。その結果，宮古馬と与那国馬は異なる品種で
はあるものの，その遺伝的な相違は，木曽馬の分集団
間の遺伝的相違と同レベルであると示唆された。

原　著

イランのトルクメンホースの体型的特徴に影響を与え
る要因についての研究― Hadi GHEZELSOFLOU1, 
Peiman HAMIDI1, Shahabodin GHARAHVEYSI1

（1Department of Animal Science, Qaemshahr Branch, 
Islamic Azad University, Iran） ……………………… 91

イランのトルクメンホースはイラン固有の馬の大き
なカテゴリーの 1つである。この研究の目的は，イラ
ンのトルクメンホースの体型的な特徴に影響する遺伝
的および非遺伝的要因を研究することである。このた
めに，121 頭の体型的特徴を測定した。非遺伝的な影
響を調べるために，最小二乗平均法を用いた。分散

成分および遺伝率は制限付き最尤法（REML）および
AI-REML convergenceアルゴリズムにより推定された。
殿部の深さおよび胸部の幅の標準偏差は，それぞれ
7.04 cm，2.08 cmと推定され，殿部の長さおよびキ甲
の高さの変動係数は，それぞれ 11.27％，2.58％であっ
た。性別は，頭頚部周囲長，キ甲の高さ，胸部の幅お
よび殿部の高さに有意な影響を与えた。地域の相違は，
キ甲の高さ，殿部の深さに有意な影響を与えた。推定
遺伝率の最も低いものは，頭部の頚周囲長（0.12 ± 

0.06），最も高いものは頚胴部周囲長（0.33 ± 0.09）で
あった。相加遺伝分散推定値（additive genetic variance 

estimate）の最低値は頭長（0.64），最高値は骨盤の幅
（18.34）であった。この研究における中程度から高い
特徴の推定遺伝率は，一般に，遺伝的な改善がこれら
の特徴において可能であることを示す。

31個のマイクロサテライトマーカーによる保存を目的と
したトカラ馬の遺伝学的解析―瀬之口明音 1，石川真
吾 1，戸崎晃明 2，高須正規 3，栫　祐永 2，三角一浩 1，
帆保誠ニ 1（1鹿児島大学共同獣医学部獣医学科臨床獣医
学講座産業動物内科学分野，2公益財団法人競走馬理化
学研究所遺伝子分析部，3岐阜大学応用生物科学部共同
獣医学科臨床獣医学講座獣医臨床繁殖学研究室） … 97

トカラ馬は日本に現存する在来馬の一種である。鹿
児島県の天然記念物に指定されており，鹿児島県の中
之島，開門山麓自然公園（開門岳），鹿児島大学入来牧
場（入来）において飼育・保護されている。保護活動
の推進を目的として，31 個のマイクロサテライトマー
カーを用いて 123 頭のトカラ馬について遺伝子解析を
行い，トカラ馬における遺伝的多様性の調査を行っ
た。アレル数（HA），ヘテロ接合度の観測値（HO），ヘ
テロ接合度の期待値（HE），近交係数（FIS）の平均は
それぞれ 3.0，0.424，0.481，0.108 であった。それら
の数値を他の絶滅に瀕した馬の品種と比較すると，ト
カラ馬は個体数が増加しているにもかかわらず，NA，
HO，HEはそれらの品種よりも低い値であることが明ら
かとなった。また，近隣結合法を用いた系統樹および
STRUCTURE解析を行ったところ，現在のトカラ馬の
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総合研究所） …………………………………………… 111
日本国内における馬ウイルス性動脈炎の効率的な

診断体制を確立するため，我々は 2 つの市販 ELISA

キット（日生研株式会社，東京，および VMRD社，
Pullman，WA，U.S.A.）について一連の馬血清を用い
て比較した。160 検体のウイルス中和（VN）抗体陽
性の血清のうち，159 検体は日生研 -ELISAと VMRD-

ELISAの両方で陽性だった。VN抗体陰性の血清（n＝
157）のうち，134 検体は日生研 -ELISAで陰性で，154
検体は VMRD-ELISAで陰性だった。日生研 -ELISA

と VMRD-ELISAの感度は共に 99.4％だった。VMRD-

ELISAの特異度（98.1％）は日生研 -ELISAの特異度
（85.4％）より有意に高かった（P＜0.05）。従って，特
異度の高い VMRD-ELISAの診断能力は日生研 -ELISA

よりも優れていた。

サラブレッドにおける滑膜由来間葉系間質細胞の移植に
よる骨軟骨治療―山崎淳史 1，大村昂也 2，村田大紀 1，
小林　稔 2，須永隆文 1，草野寛一 2，上野儀治 2，藏元智
英 1，帆保誠二 1，三角一浩 1（1鹿児島大学共同獣医学部，
2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） ……………………………………………………… 117
関節内骨折を自然発症したサラブレッド 7頭から分

離培養した SM-MSCは，第 2 継代までに 1×107 個以
上に増殖し，CD44，CD90，およびMHCクラスⅠ分子
に対して陽性，CD34 および CD45 に対して陰性を示し
た。特異的な分化誘導条件下において，骨，軟骨，お
よび腱細胞への分化が確認された。サラブレッド実験
馬 3頭を用いて，関節鏡視下にて両側の橈骨遠位端に
骨軟骨欠損を作出し，あわせて自己滑膜組織を採取し
た。右側欠損孔には，あらかじめ用意した 5×106 個の
他己由来 SM-MSCを移植して 10 分間静置し，皮膚縫
合直後に同数の他己由来 SM-MSCを関節内注射した
（移植側）。左側欠損孔および関節内には，細胞移植を
行わなかった（対照側）。自己滑膜から分離培養した
SM-MSC（1×107 個）を，手術後 3 および 6 週目に移
植側に関節内注射した。手術後 9週目に関節鏡による
欠損孔の肉眼評価の後，剖検を行い，欠損孔の CT検
査および病理組織学的評価を行った。CT画像を用いて
算出した骨軟骨欠損部の放射線透過容積は，全ての実
験馬において対照側よりも移植側の方が低値を示した。
移植側の病理肉眼および組織スコアは，対照側に比較
して，いずれも同等またはより高値を示した。自己お
よび他己由来 SM-MSC移植による骨軟骨欠損治療は，
臨床的に特異的な副反応がなく，治療の安全性と有用
性が示唆された。

集団は遺伝的に 3つの分集団に分かれており，その 3
集団における個体群の構成は，トカラ馬を飼育されて
いる地域ごとに分けたときの個体群の構成と一致して
いた。この分断化はマイクロサテライトマーカーのア
レル数にも影響を与えており，中之島では 4つ，開門
岳では 3つ，入来では 4つの遺伝子座において多型の
消失が認められた。これは個体数の少ない集団で繁殖
を繰り返した結果として，固定化が生じたのだと考え
られる。地理的な隔離によってトカラ馬の集団には遺
伝的に強く分断化が生じていることが明らかとなった。
このことから，トカラ馬の遺伝的多様性および品種固
有の遺伝子を維持するためには，地域間での個体の入
れ替えを行うことが重要であると考えられた。

短　報

馬のシンチグラフィーを想定した水解性敷料の使用経験
―山田一孝 1，荒木成就 2，徳重裕貴 2，藤木亮介 2，酒
井哲志 2，立野大樹 2，眞下聖吾 3，草野寛一 2（1麻布大学，
2日本中央競馬会美浦トレーニング・センター，3日本中
央競馬会馬事部） ……………………………………… 105
2009 年の規則改正により，日本の獣医療でも馬のシ

ンチグラフィーが実施できるようになった。しかし，
馬のシンチグラフィー施設は未だ日本に導入されてい
ない。導入の足かせとなっている課題の 1つに，使用
後の敷料の廃棄がある。海外では，敷料は放射能が減
衰した後に廃棄することができるが，日本では廃棄が
認められていない。そのため，大量の使用後の敷料（敷
藁）を管理区域内で永久に保管しなければならず，こ
れはとても現実的ではない。このことが，診療施設へ
の馬のシンチグラフィー導入の妨げになっているかも
しれない。そこで，水解性の敷料を使用し，放射能の
減衰後に液体廃棄物として排水する方法を考案した。
なお，今回の実験は，敷料の使用性を検証する目的で
あるので，放射性同位元素は使用していない。3頭の
馬を，水解性敷料を敷いた馬房に 48 時間収容し，一般
状態の観察，体重測定，全血球数測定および血清生化
学検査を行った。その結果，3頭いずれも一般状態に
異常は観察されず，身体検査値および血液検査値に正
常範囲を逸脱した個体は認められなかった。また，ス
トレスの指標であるコルチゾールについても収容前後
に大きな変動はみられなかった。水解性敷料の使用は
馬に負の影響を与えなかったことから，水解性敷料は
敷き藁の代替品として使用できると考えられた。

馬動脈炎ウイルスに対する抗体を検出する 2つのELISA
法の評価―坂内　天 1，根本　学 1，辻村行司 1，山中
隆史 1，古角　博 1，近藤高志 1（1日本中央競馬会競走馬
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日本ウマ科学会臨床委員会では，過去に開催された臨床委員会主催の招待講演ならびに実習の DVDを販売し
ています。

＜お申し込み方法＞
以下の申込用紙をご利用いただくか，メールで事務局までお申し込みください。

＜価格および代金のお支払い方法＞
価格は 1セット 3,000円（税込）です。
お申し込み後，折り返し合計代金をご連絡いたしますので，ご確認の上，下記口座まで代金をお振込みくださ
い。納金確認後，宅配便にてお送りいたします。なお，お手数ですが送料は受取人様払いでお願いいたします。

　　　郵便振替口座　記号番号：00130-3-539393
　　　または
　　　ゆうちょ銀行（9900）　〇一九（ゼロイチキュウ）店　当座預金口座　539393
　　　口座名：日本ウマ科学会（ニホンウマカカ゛クカイ）

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐　キリトリセン　‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

申込用紙

ご希望の DVDと
枚数

（1）2009 年（第 22 回学術集会）　Dr. Brooks 眼科 （　　　）セット

（2）2010 年（第 23 回学術集会）　Dr. Richardson 整形外科 （　　　）セット

（3）2011 年（第 24 回学術集会）　Dr. LeBlanc 繁殖 （　　　）セット

（4）2012 年（第 25 回学術集会）　Dr. Dyson 跛行診断 （　　　）セット

（5）2013 年（第 26 回学術集会）　Dr. White 急性腹症 （　　　）セット

（6）2014 年（第 27 回学術集会）　Dr. Scott 装蹄 （　　　）セット

（7）2015 年 　Dr. Mama & Steffey 麻酔 （　　　）セット

（8）2016 年（第 29 回学術集会）　Dr. Ducharme 呼吸器 （　　　）セット

（9）2017 年（第 30 回学術集会）　Dr. Hyde 歯科 （　　　）セット

お名前

ご送付先住所

ご所属

電話番号

メールアドレス

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

臨床委員会　DVD販売のお知らせ
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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 057-0171　北海道浦河郡浦河町西舎 528

公益財団法人　競走馬理化学研究所 320-0851　栃木県宇都宮市鶴田町 1731-2

JRAシステムサービス（株） 135-0034　東京都江東区永代 1-14-5　永代ダイヤビル 7F

JRAファシリティーズ（株） 104-0032　東京都中央区八丁堀 3-19-9　ジオ八丁堀

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

公益財団法人　全国競馬・畜産振興会 105-0004　東京都港区新橋 4-5-4　日本中央競馬会新橋分館 3F

公益社団法人　全国乗馬倶楽部振興協会 105-0004　東京都港区新橋 4-5-4　日本中央競馬会新橋分館 5F

中央競馬馬主相互会 105-0004　東京都港区新橋 4-7-26　東洋海事ビル 3F

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 105-0004　東京都港区新橋 4-5-4　日本中央競馬会新橋分館 7F

一般財団法人　日本中央競馬会弘済会 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 9F

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

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

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
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入会申し込み方法
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編集後記

12 月 3 日，4日にわたり開催された本学会の第 31 回学術集会は，昨年にひきつづき盛況でした。今回の目玉は，
なんといっても JRAと本学会との合同シンポジウム「競馬産業の国際化―これまでの取り組みと将来―」でした。
かつて日本の競馬は国内で生産された競走馬を最大限に優遇する，いわば鎖国競馬でした。馬産という国内産業
の保護が何より重要ということで守りを固めていたわけです。一方で競馬は興業であり，目の前を走っている馬
がグローバルに見ても遜色のない快速馬であることが強い魅力を生み出します。1981 年の第 1回 JC競走で日本
馬は惨敗しました。現在の日本競馬からみると隔世の感がします。いみじくも演者の一人が次のように述べまし
た。「今の日本競馬の姿は，強い馬づくりのために競馬サークルが一丸となり，血統改良，生産育成，調教技術な
どのレベルアップに励んだ努力の賜物である」。シンポジウムの記録は本誌 77 号に掲載を予定しています。

さて本号の最初の記事は池田收さんの「オリンピック馬術競技への日本の参加準備とその結果」です。1928 年
アムステルダム大会に始まった日本馬術選手団の歴史を 3期に分けて連載していただきます。今回は戦前編とい
うことで 1936 年のベルリン大会までを，昔の資料を渉猟し，エピソードも交えて記述いただいた労作です。2020
年東京大会に向けての，まことに時宜を得た企画と自画自賛する次第です。
古林英一さんには「ばんえい競馬の崩壊と再生」というテーマで 2回にわたって寄稿いただきます。さすが経

済学者。趣味と本業が合体し，まさに鬼に金棒の渾身の文章といえます。
写真家の久保吉輝さんには美しい写真とともにエッセイを寄稿いただきました。諸般の事情で写真は小さいも
のが多いのですが，久保写真の雰囲気と魅力は十分味わえると思います。思い出を綴った文章を，美しい写真と
ともにご堪能ください。
最後は会員通信ということで岩田光太さんに「2次元における馬術描写の設計」を投稿いただきました。岩田

さんの独特の世界観に触れていただければ幸いです。
 （編集委員長　楠瀬　良）
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	hippophile75-12-18のコピー
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