
目　　次

 日本ウマ科学会　第 31回学術集会　JRA・日本ウマ科学会　合同シンポジウム
  2018年 12月 4日（国際ファッションセンター　KFC Hall）
  座　長：松田芳和（JRA 馬事部）・中西信吾（日本軽種馬協会）
  テーマ：競馬産業の国際化―これまでの取組みと将来― ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1
 講演
  日本の PartI国入りまでの道のり ‥‥‥‥‥‥‥山野辺　啓（JRA馬事部） ‥‥‥‥‥‥‥ 2
  「JPN」を国際ブランドに ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥松田　薫（日本軽種馬協会業務部） ‥‥‥10
  施設面から見た各国の競馬場 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥高田順一（JRA施設部） ‥‥‥‥‥‥‥‥14
  安全な国際間移動の仕組みづくり ‥‥‥‥‥‥‥山中隆史（JRA馬事部） ‥‥‥‥‥‥‥‥19
  海外から見た日本競馬 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥吉田直哉（ウィンチェスターファーム） ‥‥‥23
  総合討論 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28
 書籍紹介 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32
 Journal of Equine Science Vol. 30 No. 3, September 2019 和文要約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33
 お知らせ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥35
 協賛団体名・賛助会員名簿 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36
 Hippophile 投稿に関する基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥37
 編集後記

 Hippophile No. 78

表紙絵： 騎手（The Jockey）：アンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレック（1864-1901）1899年 49.8×34.1センチ多色刷り 
リトグラフ　馬の博物館蔵

　　　　 「騎手」は，晩年に近い療養中に一連のサーカスシリーズとともに表した作品である。ロートレックは，少年の頃に
父親とともに乗馬をし，競馬場にもしばしば通った経験があり，晩年に再びその情景を思い巡らしている。後ろ姿の
騎手は，あるいは馬と競馬を愛した父と自分の姿を映し出しているのかもしれない。

日本ウマ科学会
Japanese Society of Equine Science

-編集委員-

 編 集 委 員  相川　貴志（地方競馬全国協会）
  荒川由紀子（農林水産省）
  有吉　正徳（朝日新聞社）
  石田　信繁（JRA競走馬総合研究所）
  北野あづさ（日本馬術連盟）
  木村李花子（東京農業大学）
  近藤　誠司（北海道大学）
  末崎　真澄（馬の博物館）
  杉本　篤信（地方競馬全国協会）

関　　正喜（ジャーナリスト）
永井富美子（エディター）
沼田　恭子（NPO法人引退馬協会）
古林　英一（北海学園大学）
三浦　暁子（エッセイスト）
守谷　　久（ジャーナリスト）
山口　洋史（全国乗馬倶楽部振興協会）
山下　大輔（日本馬事協会）

 編集担当常任理事・編集委員長 楠瀬　　良（日本装削蹄協会）



Hippophile No. 78

1

【松田】これより日本ウマ科学会ならびに日本中央競馬
会合同によるシンポジウムを開催いたします。今回は
「競馬産業の国際化―これまでの取組みと将来―」とい
うテーマで 5演題について講演していただきます。本
シンポジウムは 2名の座長で進行させていただきます。
私は JRA馬事部の松田と申します。よろしくお願いい
たします。
【中西】日本軽種馬協会静内種馬場の中西と申します。
よろしくお願いいたします。
【松田】はじめに今回の講演の主旨について説明いたし
ます。日本競馬国際化のフラッグシップとして創設さ
れたジャパンカップ競走は，今年で 38 回目を向かえま
した。先日のアーモンドアイによるレコード決着は，
記憶に新しいことと思われます。ジャパンカップ競走
の大きな目的は，わが国と外国の一流馬の競走機会を
通じて，日本産馬の能力を正当に評価し，より一層の
資質向上を目指すことにあります。近年の日本産馬の
国内外の活躍をみると，わが国の競馬産業は国際レベ

ルに達したと言っても過言ではありません。
　今回のシンポジウムでは，最初に，日本が国際セリ
名簿基準委員会の PartⅠ国入りを達成するまでの過程
について，JRAで生産育成に長く携わってきた山野辺
氏に振り返っていただきます。次に，生産者団体であ
る日本軽種馬協会（JBBA）の松田氏からは，日本産
馬の国際ブランド力を高めるための取組みを紹介して
いただきます。さらに，JRAにおいて馬場管理のスペ
シャリストである高田氏には，主要国の各競馬場施設
に焦点を当てた講演を，同じく防疫業務のスペシャリ
ストである山中氏には，伝染病を拡散させない安全か
つ円滑な国際間移動に関する講演を行っていただきま
す。最後に，米国ケンタッキー州で生産牧場を営む吉
田氏からは，海外の視点に立って，昨今の日本競馬に
対する考えを述べていただきます。このシンポジウム
において，国際化に向けた取組みを多方面から捉え，
将来的に競馬産業の更なる発展に繋がればと考えてお
ります。
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JRA馬事部の山野辺と申します。本日は「日本の
PartⅠ国入りまでの道のり」というテーマで，お話を
させていただきます。
2007 年に日本は世界で 16 番目に PartⅠ国入りを達
成しました。そして，今日では日本産馬は血統的資質
や競走能力などにおいて，欧米の先進国と肩を並べる
までにレベルアップするとともに，多数の馬が海外に
遠征し，G1 レースで優勝することも珍しいことではな
くなりました。しかし，PartⅠ国入りまでの道のりは
決して平坦で簡単なことではありませんでした。国際
化の進展により，強い外国産馬が賞金の高い日本競馬
を席巻して，日本の馬産は壊滅してしまうのではない
かと危惧されていました。結果的には内国産主体の競
馬を堅持しつつ，PartⅠ昇格を達成できたわけですが，
本日はそこに至るまでの国際化の進展による競馬への
影響，そして最も打撃が大きいことが予想された生産
界における取組みを中心に，振り返っていきたいと思
います。
世界の競馬開催国は，国際セリ名簿基準委員会

（ICSC）により PartⅠから PartⅢまで 3 つのグループ
に分類されています（ICSC とは，全世界的にセリ名簿
の記載基準の統一性を確立することを目的とし，1981
年に設立された組織です）。日本が PartⅠ国入りする
意義は，日本産馬の国際的評価の向上，日本競馬の一層
のレベルアップ，ブランドイメージの向上および日本産
馬の輸出促進などが考えられ，PartⅠ国であることは，
世界第一級の競馬を実施していることを意味します。
しかし，日本が PartⅠ国になるためには ICSCによ
る所定の基準をクリアする必要があり，その中で，最

もハードルの高い条件はブラックタイプ競走の基準
をクリアすることでした（ブラックタイプ競走とは，
ICSCが定めるセリ名簿作成基準を満たした競走のこと
であり，優勝馬や入着馬をゴシック体で記載できる競
走です）。すなわち，ブラックタイプ競走のうち，①イ
ンターナショナル・カタロンギング・スタンダーズに
記載された競走数の 50％以上，②各競走の出走可能頭
数の 50％以上について，当該国以外の調教馬（いわゆ
る外国産馬）が出走機会を得る可能性があるルールと
することでした（インターナショナル・カタロンギン
グ・スタンダードとは，ICSCにより国際格付けされた
競走を記載した出版物で，国際セリ名簿基準書あるい
はブルーブックとも呼ばれています）。
したがって，国際化のためには，外国産馬の出走機
会を増加させる必要がありました。しかし，それに伴
う競馬サークルへの影響として，以下の 2点が考えら
れました。
1点目は 増加に伴う影響です。 とは外国産馬の
うち，日本国外への出走がなく，日本で競走馬登録さ
れた馬のことで，JRAの競走のうち および と
いう記号が付く競走に出走が可能です。JRAの馬主が
所有する が増加した場合，日本産馬の購買が減るこ
とから，特に生産界への影響が大きいといえます。
2点目は 増加に伴う影響です。 とは外国産馬の
うち外国で競走馬登録された馬のことで，基本的には
外国の調教師が管理している馬のことを指し，JRAの
競走のうち に出走が可能です。JRAに登録のない
馬主が所有する が増加した場合，日本の高額賞金が
海外に流出することになり，競馬サークル全体に影響
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1981 年に始まったジャパンカップレースは，外国の
一流馬との競走の機会を通じて，日本馬の資質向上を
目指すこと，競馬の持つスポーツ性を，一般社会にア
ピールすることなどを目的として開催されています。
第 1 回の出走馬 15 頭の内訳は，日本 8 頭，アメリ
カ 3頭，カナダ 3頭，インド 1頭となっています。一
番人気こそアメリカのザベリワンでしたが，2番から 4
番人気はモンテプリンス，ホウヨウボーイ，ゴールド
スペンサーが占めるなど，ホームコースなら日本馬が
健闘できるだろうと思われていました。
ところが，アメリカのメアジードーツが当時のレ
コードタイムで圧勝し，4着までを外国馬が占めまし
た。日本馬は，ゴールドスペンサーが 5着と，掲示板
に載るのがやっとの状況でした。ジャパンカップ翌日
の新聞記事には「開国日本に世界の壁」という見出し
で報じられるなど，競馬関係者が日本と外国馬の力の
差に大きなショックを受けたことがわかります。まさ
にこの衝撃が，日本における本格的な強い馬づくりの
原動力となりました。
それでは，ステージごとに，競馬サークルの主な動
向を見ていきます。
まずは第Ⅰ期（1981～ 1991年）です（図2）。1981年，
ジャパンカップと同じ年に学識経験者により「馬事振
興研究会」が開催され，強い馬づくりのための生産・

があるといえます。
以上のことを踏まえて，日本が歩んできた国際化の
動向を見ていきたいと思います（図 1）。
図 1 の実線の折れ線は の編成率で，JRA全競
走数における 数の割合を示します。左の縦軸が目
盛になりますが，例えば 編成率 10％ということ
は，100 競走中 10 競走が ということになります。

編成率は が出走できる競走数に関係するので，
頭数の動向に影響を与えます。また，破線の折れ線

は 数で，右縦軸が目盛で，この数は の動向に影
響を与えます。
今回は，日本で初めての国際競走であるジャパンカッ
プレースが始まった 1981 年を国際化のスタートとし
て，2017 年までを 4つのステージに分けて説明します。
すなわち，1981 年から第 1 次国際化前の 1991 年ま
でを第Ⅰ期，第 1次国際化開始の 1992 年から，終了の
1999年までを第Ⅱ期，第2次国際化開始の2000年から，
PartⅠ国昇格の 2007 年までを第Ⅲ期，それ以降を Part

Ⅰ後として，4ステージに区分しました。
国際化の動向ですが， 編成率をみますと，第Ⅰ
期の後半から第Ⅱ期にかけて急激に増加しています。
一方， 数につきましては，第Ⅲ期の後半から一気
に増加して，PartⅠ国昇格の条件を達成しているとい
うことが，大きな特徴といえます。

図 1.　国際化の動向
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第Ⅰ期の特徴として， のみが出走可能な競走を先
行して漸増したことが挙げられます。 編成率は
1983 年までは 10％を維持していましたが，海外からの
強い開放圧力により，1984 年には 15％，1989 年には
20％，1990 年には 25％，1991 年には 30％と漸増させ
ました。しかし， が出走可能な 数は，ジャパン
カップと富士ステークスの 2レースに維持することで，
急激な国際化を抑制し，国内体制の整備を急ぎました。
つづきまして，第Ⅱ期（1992 ～ 1999 年）の概況を
お話します（図 3）。1992 年に第 1 次国際化 8 ヵ年計
画が始まるとともに，ジャパンカップが国際 G1 競走
に認定されています。この第 1次国際化 8ヵ年計画に
おいて，最終年度の 1999 年には 編成率は 55％と
すること， 数は 2 レースから 12 レースに増加す
ることが決定されました。それにより， 編成率は
1992 年の 35％から 1999 年には現行（2017 年）と同等
の 55％まで， は，1993 年の安田記念を皮切りに
12 レースまで徐々に拡大していきました。
また，この国際化にあたって，JRAと生産界で 3項
目の合意事項が結ばれました。1番目は従来の助成措
置を進めていくほか，新たに基金を造成して生産対策
を実施する。2 番目は緩和計画の実施途中において，
生産界への影響の度合いを見て，計画の再検討を行う。
3 番目は生産者の意見を反映するため，JRAおよび

育成・調教の取り組むべき方針について提言が出され
ています。それを受けて 1983 年には生産界により「軽
種馬生産振興対策協議会」が開かれました。この協議
会においては，軽種馬の安定的供給と質的向上を図る
ための体制整備が検討され，軽種馬生産振興対策，い
わゆる 7本柱が策定されています。1番目として種牡
馬側からの改良促進，2番目が繁殖牝馬側からの改良
促進，3番目が共同育成施設の整備，4番目が JBIS（繁
殖牝馬の産駒成績や血統，セリ名簿などの生産情報シ
ステム）の開発・運用，5番目が北海道市場などの市
場整備，6 番目が人材養成，7 番目が生産者賞などの
競馬番組からの支援という 7本の対策が立てられてい
ます。
さらに 1989 年には，JRA内部において「競馬の国際
化問題研究会」が開催され，国際化のための進め方が
策定され，4項目について提案されています。1つ目は
内国産馬主体の競馬の維持，2つ目は出走制限の緩和
方針として，上級レースについては門戸を開放するけ
れども，下級レースは出走制限を維持すること，3つ
目は内国産馬所有奨励賞の創設，4つ目は検疫条件の
緩和です。
一方，トレーニング・センターにおいては，1985 年
以降，坂路馬場やプールなどの施設整備が進められま
した。

図 2.　第 I 期（1981～ 1991年）の概況
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すなわち日本は庭先取引が主流で，買いたい馬がいて
も買える機会が少ないということです。したがって，
日本産馬の資質向上および市場取引による流通改善を
図ることで，日本産馬所有のインセンティブを高める
ということが極めて重要であることがわかりました。
そこで 1997 年に「軽種馬生産振興対策協議会」が
開催され，今後の生産育成対策の方向性が示されまし
た。まず，資質向上と生産基盤強化のための改善とし
て，昼夜放牧ができる放牧地の整備，人材養成，優良
繁殖牝馬の導入，経営リスク軽減のための繁殖牝馬の
預託率の向上が挙げられました。次に，育成強化のた
めの改善として，BTCなどの公的な調教施設の整備，
育成技術の向上，人材養成の実施が挙げられました。
さらに，流通システム改善として，市場取引の推進，
多様なセリ市場の開催が挙げられました。これに呼応
した主な生産対策事業として，1996 年の繁殖牝馬導入
促進事業として繁殖牝馬の導入費への助成，1998 年か
ら 2001 年までは軽種馬生産育成緊急対策事業として放
牧地整備やウォーキングマシン設置，1999 年には BTC

に国内初となる屋内坂路馬場が開設されています。ま
た，市場取引の推進のため，1997 年には 2歳トレーニ
ングセール，1998 年にはセレクトセールが開始されて
います。このように，第Ⅱ期は生産・育成界の基盤整
備が推進された時期といえます。

JBBA（日本軽種馬協会）が，番組を含めた競馬と生産
全般に関する協議の場を設置するということです。こ
の合意に基づき，JBBAによる事業として 1992 年から
100 億円基金による軽種馬生産育成総合対策事業が開
始されました。この事業の主な目的は流通改善にあり
ます。また，内国産馬所有奨励賞が新設されるととも
に，BTC（軽種馬育成調教センター）による育成技術
者養成事業も同年から始まっています。さらに 1993 年
には生産等に関する協議会，1996 年には生産地懇談会
が始まっています。
なお，1996 年には，JBBAにより外国産馬出走制限
緩和による国内の軽種馬生産界への影響調査が行われ
ています。その中で実施された「馬主が外国産馬を所
有する動機に関する調査」で，馬主が外国産馬を購買
する理由として，①血統に魅力（繁殖としての価値を
含む），②比較的安価（コストパフォーマンスが良い），
③日本産馬に比べて強い（賞金が稼げる），④出走制限
緩和による出走機会が増大，⑤海外の主要な市場は 1
歳以降で日本産馬に比べて購買から出走までの期間が
短くリスクが小さい，⑥日本産馬の取引の閉鎖性，と
いうことが挙げられています。
この調査から判明したことは，競走馬の資質，すな
わち外国産馬は強くてコストパフォーマンスが良いと
感じているということです。もう 1つは，流通の課題，

図 3.　第 II 期（1992～ 1999年）の概況
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とが示され，2005 年からの 3年間で一気に 111 レース
まで増加して昇格条件をクリアし，2007 年に PartⅠ国
への昇格を達成しました。その後，2008 年には本邦外
居住馬主制度が新設，2009 年には第 4次国際化計画が
始まりました。
また，2010 年には「軽種馬生産育成のあり方検討会」
が開催され，生産育成の技術力向上，流通促進，人材
養成，経営リスクの軽減をキーワードに生産育成のビ
ジョンが提示されています。さらに，2011 年には「国
際水準のセリ市場のあり方検討会」において，セリの
目指す方向性が策定されています。このように，この
時期は市場取引による流通促進に力を入れているス
テージということがいえると思います。
それでは，国内におけるセリ市場の状況についてお
話します（図 5）。1997 年までは，1987～1990 年のバ
ブル時代の一時期を除き，市場取引頭数は概ね 500 頭
程度で，生産頭数の 1 割にも満たず，売却率は概ね
30％程度と非常に低調でした。1997 年には 2歳トレー
ニングセール，1998 年からはセレクトセールが始まり，
市場が多様化したことにより，1999 年には取引総数は
1,265 頭（2 歳 166 頭，1歳 868 頭，当歳 231 頭），売却
率 42％となり，各世代で市場取引は増加しました。
2005 年には JRAによるブリーズアップセールが開始
されました。セリの入門編と位置づけて，初めてセリ

一方， の影響を調べるため， と全競走馬の勝率，
獲得本賞金，重賞競走の勝率および価格を比較しまし
た。ただし，価格は，全競走馬は預託費調査における
平均価格， はセリで取引された平均価格（預託費，
輸送費，関税は含まない）としました。外国産馬の輸
入が増加した 1993 年以降 1999 年までの間において，
の全競走馬に対する勝率比および本賞金獲得比は約

1.5 倍，重賞勝率比は年によりバラツキがあるものの概
ね 2.5 倍となり， が強いということがわかりました。
しかし，価格比は約 2.5 倍であり，外国産馬は決して
安くないということもわかりました。海外からの輸送
費や関税，内国産馬への奨励賞金を考慮すると，価格
差はさらに大きく，コストパフォーマンスはそれほど
良くないことがわかりました。
続きまして，第Ⅲ期（2000～2007 年）および PartⅠ
後（2008～2017 年）における競馬サークルの主な動向
をお話します（図 4）。2000 年に第 2次国際化計画が始
まり， 数は 12 から 24 レースへと拡大するものの，

編成率は 55％（現行）を維持することが示されま
した。さらに，2005 年の第 3 次国際化計画では，Part

Ⅰ国への昇格の条件を満たすため， 数を段階的に
増加し，「インターナショナル・カタロギング・スタン
ダーズ」掲載競走（221 競走）の 50％程度とする（た
だし，2歳，3歳の単独年齢の競走は対象としない）こ

図 4.　第 III 期およびパート I 後（2000～ 2017年）の概況
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馬の優勝は第 4回のカツラギエースと第 5回のシンボ
リルドルフの 2頭のみであり， の圧倒的な強さが目
立ちます。次の第Ⅱ期（第12回～19回）の8年間では，
日本調教馬（ 1頭を含む）は 5勝となり，5着以内
を合わせると 40 頭中 18 頭と， と拮抗してきている
ことがわかります。すなわち，ホームでは互角に戦え
るようになったといえます。第 3 期以降（第 20 回～
第 37 回）の 18 年間においては， の優勝は 2頭のみ
で 2005 年のアルカセットを最後に，2006 年から 2017
年まで 12 年連続，2018 年もいれると 13 年連続で日本
産馬が優勝しており，日本産馬が圧倒しているといえ
ます。

は 1992 年までジャパンカップと富士ステーク
スの 2 レースのみでしたが，1993 年には安田記念，
1994 年には京王杯とスプリンターズステークスが加わ
り計 5レースとなり，出走延頭数は 23 頭とピークに達
しました。その後， 数は 2017 年までには 167 レー
スに拡大していきますが， の出走延頭数は 2000 ～
2011 年は 15 頭前後で推移していましたが，2012 年以
降は 10 頭以下まで減少し，強い日本産馬を敬遠して
の参戦が少ないという状況になっています。このよう

に参加する人が安全に購買できるセリを目指し，レポ
ジトリーという，X線画像や喉の内視鏡動画などの医
療情報を開示する制度を導入しました。この制度は他
の民間市場にも拡大していきます。
その後，セリ市場主催者による市場取引推進への取
り組みにより，市場取引は年々増加していき，2017 年
には過去最高となる売却頭数 2,306 頭を達成していま
す。その中でも特に 1 歳市場の売却頭数は 2000 年の
922 頭から 2017 年には 1,896 頭と倍増し，セリ市場の
主流になっています。また，売却率も 39％から 79％と
約 2倍となり，過去最高を記録し，市場取引による流
通促進が図られています。
ここまで強い馬づくりや PartⅠ国昇格を目指して，
実施してきた様々な取組みについてお話しました。こ
こからは，取組みの成果である競走成績を中心にお話
ししたいと思います。
冒頭に第 1回ジャパンカップにおいて世界とのレベ
ルの差を痛感させられたことをお話しましたが，その
後のジャパンカップの競走成績について紹介します
（図 6）。
第Ⅰ期（第 1回～第 11 回）の 11 年間では，日本産

図 5.　セリ市場成績の推移（売却頭数・売却率）
黒の棒グラフが当歳，グレーが 1歳，斜線が 2歳，折れ線が売却率

頭

年度
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第 I期（1981～1991 年）の 11 年間においては，輸入
種牡馬が 10 回のリーディングを獲得し，そのうち 9回
がノーザンテーストであり，輸入種牡馬が優勢な時代
といえます。しかし，アローエクスプレスを筆頭とし
て，トウショウボーイ，マルゼンスキーという内国産
種牡馬も毎年 4頭前後はトップテン入りしていました。
第 II期（1992 ～ 1999 年）に入ると，リーディング
サイアーは 8年間すべて輸入種牡馬が占め，前半こそ
内国産馬種牡馬も数頭がトップテン入りしていました
が，後半は輸入種牡馬が上位を独占しました。したがっ
て，1990 年代後半は輸入種牡馬による血統改良が促進
しているステージといえるのではないかと思います。
また，特筆することとして，1995 年にサンデーサイレ
ンスがわずか 2世代の産駒でリーディングを獲得した
ことが挙げられます。
第Ⅲ期（2000～2007 年）に入ってもサンデーサイレ
ンスの活躍は目覚しく，この8年間すべてにおいてリー
ディングサイアーとなっています。しかし，PartⅠ国
入りした翌 2008 年以降は，サンデーサイレンス産駒
を中心とした内国産種牡馬が台頭してきて，近年は内
国産種牡馬（ の種牡馬を含む）がトップテンを独占

に，ホームでは日本産馬は に対して圧倒している状
況になりました。
一方，海外での成績をみると，1995 年に，日本産馬
のフジヤマケンザンが初めて海外 G2 の香港国際カッ
プで優勝しています。また，1998 年にはシーキングザ
パールが日本調教馬として初めて G1 のモーリスドゲ
スト賞に優勝するなど，翌 1999 年までに 4頭の日本調
教馬（いずれも ）が優勝しています。このように日
本調教馬は海外 G1 でも優勝できる時代に突入します。
2001 年にステイゴールドによる日本産馬の初海外 G1
制覇後は，日本産馬が優勝するようになりました。さ
らに 2014 年以降は 4 頭，3 頭，5 頭，2 頭と，複数の
日本産馬が海外 G1 競走で優勝する時代となりました。
レーティングでみても，115 ポンド以上の日本調教
馬の頭数は，1998 年の 15 頭から漸増し，2015 年に 40
頭を超え 2017 年は 43 頭となりました。これはアメリ
カ，アイルランド，オーストラリアに次いで世界第 4
位の頭数となっています。
強い馬づくりには血統の改良も欠かせない要素です。

ここからは種牡馬の話をしたいと思います。リーディン
グサイアーランキングの推移（図 7）を見てみましょう。

図 6.　ジャパンカップの成績（5着入着）

外 馬

外 馬
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第 2 点目は，強い馬づくりへの取組みの成果です。
競馬サークルが一丸となって強い馬づくりのために，
血統の改良，馬の取り扱いの向上，生産・育成・調教
技術のレベルアップに，真摯に取り組んだ努力の賜物
ではないかと思います。
第 3点目は，競馬ファンに支持される競馬の施行で
す。競馬ファンに支えられた，世界屈指の売り上げに
よる潤沢な資金があったからこそ，様々な取組みを実
現することができたのです。
今後の日本が目指すべき方向性として，国際競争力
のある資質の高い競走馬による，興味あふれる質の高
い競走を，競馬ファンに提供していくことが重要であ
るということで，締めの言葉とさせていただきたいと
思います。
ご静聴，どうもありがとうございました。

する状況になっており，ここからも日本産馬のレベル
アップが見てとれます。
最後に，まとめさせていただきます。日本の競馬の
国際化は内国産主体の競馬を堅持しつつ，PartⅠ国へ
の昇格を達成することができました。この困難な目標
を達成できた要因として，次の 3点を挙げさせていた
だきたいと思います。 

第 1点目は，国際化に向けて適切な施策を立案し実
行したことです。海外からの開放圧力に対し，日本の
現状を的確に分析して国際化を進めたことです。すな
わち，最初に を徐々に開放していく間に，日本産
馬の資質向上や市場取引による流通促進など，日本産
馬のインセンティブ向上ができる取組みを実施し，国
際化による日本競馬への影響を見極めた上で，最終段
階で を増加して，PartⅠ国入りを達成したこと
です。

図 7.　リーディングサイアーの推移

外
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皆さん，これまでに馬の出生国というものを意識し
たことはおありでしょうか。普段，そのようなことを
意識する機会はあまりないかと思いますが，サラブ
レッドの国際的な市場においては，馬の生産国という
のは重要な意味を持つ情報になります。なぜなら，ど
の国で生産されたサラブレッドが優秀なのかという判
断材料になるからです。サラブレッドの生産国は，馬
名の後にアルファベットのサフィックスを付けて表示
されるのが一般的です。たとえばアメリカであれば
USA，イギリスであれば GB，そして日本で生産された
馬であれば JPNという記載になります。
競馬の国際化が進むなか，この JPNが国際ブランド
として認識されることこそが，日本産馬が世界で高く
評価されていることを意味し，日本の生産者団体であ
る日本軽種馬協会（JBBA）も，その手助けとなる活動
を行っています。
それでは，世界のサラブレッド市場において，日本
の生産界は規模としてどの程度のものなのか，背景と
なる情報を簡単にご紹介したいと思います。世界のサ
ラブレッドの生産頭数を見てみますと，頭数が最も多
い上位 2 カ国はアメリカ とオーストラリアという状
況が長年続いています。国際サラブレッド生産者連盟
（ITBF）に提出された最近の数字では，2017 年のアメ
リカの生産頭数が 2万 900 頭，オーストラリアが 1万
2,786 頭と発表されています。日本の生産頭数は，1990
年代には 1 万 2,000 頭を超える時期もありましたが，
そこから 2011 年頃には 6,800 頭くらいまで減少し，そ
の後若干持ち直して，最新の統計では 2017 年に 7,080
頭という数字が報告されています。これは現在，アメ
リカ，オーストラリア，アイルランド，アルゼンチン
に続いて，世界で 5番目の規模となっています。
では，それだけの馬が生産されているなか，世界か
ら日本産馬の魅力を認識してもらい，JPNを国際ブラ

ンドに作り上げるにはどうしたらいいのでしょうか。
ここでは，そのために JBBAが行っている取り組みの
なかで，私が特に関わってきた部分について，少しお
話ししたいと思います。まず 1点目ですが，世界から
注目を浴びる強い競走馬を生産するためには，種牡馬
と繁殖牝馬の血統が，世界に通用するものでなければ
なりません。

JBBAでは繁殖牝馬は所有していませんが，北海道
新ひだか町の静内，青森県七戸町，そして鹿児島県大
崎町の 3カ所に種馬場を構え，日本の生産者の皆さん
に利用していただくために，12 頭の種牡馬を供用して
います。そして，魅力的な種牡馬のラインナップを提
供できるよう，常に優秀な種牡馬の導入に力を注いで
います。
特に，日本で利用することが難しい外国の人気血統
の種牡馬の導入を積極的に行っていまして，近年では
ドバウィ，ガリレオ，タピット，ウォーフロントといっ
たヨーロッパとアメリカのトップサイアーの産駒を導
入しています。具体的には，2015 年には 9 回のヨー
ロッパチャンピオンサイアーに輝いたガリレオの産駒
であるケープブランコを，2016 年には 100 頭以上の
重賞勝馬を出しているドバウィの産駒であるマクフィ
と，2014 年から 3年連続でアメリカのリーディングサ
イアーとなったタピットの産駒であるクリエイターⅡ
の 2頭を導入しています。また，来年から静内種馬場
で共用開始予定となっていますデクラレーションオブ
ウォー（図 1）は，来年アメリカで最も種付料が高い
種牡馬になると予想されるウォーフロントの産駒とい
う血統です。
このように，商業的に人気が高い血統で，一流の競
走成績を残しているような馬を対象に調査，情報収集，
そして交渉を経て，種牡馬として日本に導入し，なる
べく価格を抑えた種付料で日本の生産者の方々に利用

Hippophile No. 78, 10-13

「JPN」を国際ブランドに

松田　薫（日本軽種馬協会業務部）

松田　薫（まつだ　かおる）
幼少期および中学・高校時代に 10 年間アメリカで生
活。大学卒業後，1996 年に競走馬の生産者団体であ
る公益社団法人日本軽種馬協会に入会し，現在は業務
部・国際課長の職につく。主に外国からの種牡馬の導
入，日本産馬の外国への宣伝，海外の生産・競馬関係
者との情報交換などの業務に関わっている。

講演
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持っていただいたシンガポールの馬主の方が北海道の
オータムセールにおいて 315 万円で購入した馬がシン
ガポールで 4 歳三冠を成し遂げ，シンガポールの年
度代表馬に選出されるという成果もあがっています
（図 3）。その後もシンガポールからはほぼ毎年のよう
にお客様がせりに来られて，購買いただいています。
このように JBBAでは，海外に向けての日本産馬の
宣伝を地道に行っているわけですが，なかなか思うよ
うにいかない部分もあります。まず，言葉の壁という
ものが存在するのはどうしようもない事実で，外国の
方が日本のせりに来たいと思っても，1人で必要な情
報を集めて，せりで馬を購買するのはやはり簡単では
ありません。そのために，せりに来られた海外の購買
者に対しては，交通手段やせりに関する手続きなどで，
私たちのほうでサポートを提供していますが，現実に
は馬を評価する上で最も欠かせないせり名簿という基
本的なツールでさえ，英語版を作成するには大変な時
間と労力が必要となる状況ですので，言葉の壁という
のは想像以上に大きな障壁といえます。
このほかにも，日本産馬を世界に向けてアピールす
る上で障害となることは，実はいくつかあります。日
本の馬の血統は，海外の方にとってはどうしてもなじ
みが薄く，血統をイメージしやすい欧米に比べると，
買いづらいというのが実情です。育成や調教の環境が
異なることも，不安材料ととらえられるかもしれま
せん。
また，諸外国では馬の購買や購買後の預託などをま

していただくことで，日本国内外の競馬関係者にとっ
て日本産馬が魅力的な存在になることを目標として，
種牡馬の導入事業を行っている次第です。
2 点目ですが，日本産馬の魅力を世界に広め，JPN

のブランド力を高めるためには，日本産馬や日本のせ
りに関する情報そのものを外国の競馬関係者にもっと
知ってもらうことも当然必要になります。
そのために，海外の馬主や調教師などに向けたプロ
モーションも実施してきました（図 2）。具体的には，
軽種場海外流通促進事業という事業を通して，これま
でにシンガポール，韓国，香港といった競馬開催国に
重点を置いて，日本産馬の宣伝，そして日本のせりへ
の勧誘などを行ってきました。例えばシンガポールで
は，レースの協賛を行って日本産馬の存在をアピール
する，あるいは競馬場で現地の馬主や調教師に対して
日本産馬と日本のせりに関する情報を配布するプロ
モーションを行っています。
その際には，馬主ラウンジの一角にブースを設置し
て日本産馬を宣伝する DVDを流し，そこで馬主，調教
師の皆さんと情報交換を行い，せりの案内や過去のせ
り結果を配布するといったことを行っています。この
プロモーション会場で流す DVDも，映像制作会社に依
頼して北海道で実際にせりや牧場でロケを行い，特別
に製作したものです。また，プロモーション会場を訪
れた方で，希望される方には，英語版のせり名簿を送
付することも行っています。
実際，私たちがこのような活動を始めた頃，関心を

図 1. 図 2.
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このように，他のサラブレッド生産国と比べて不利
な条件が少なくない日本としては，先ほどお話したよ
うな宣伝活動が重要となります。ところが，サラブレッ
ド市場の宣伝広告活動は，高級車や一流ファッション
ブランドのようなイメージ戦略があてはまらない点が
難しいところです。サラブレッドの世界はやはり勝敗
がすべてです。日本産馬が実際にレースに勝って活躍
しなければ始まらないわけで，こればかりはどのよう
な広告を打ってもどうにもならない部分です。要は，
きれいな映像や響きの良いキャッチフレーズだけでは，
馬を買ってもらえないということです。世界の大きな
レースで日本産馬が活躍することが，これ以上ない
宣伝材料になるのは間違いありませんので，香港の国
際レースやドバイワールドカップで，日本産馬がこれ
まで優れた成績を残しているのは大変心強いことです
（図 4）。
2011 年のドバイワールドカップで，日本産馬のヴィ
クトワールピサとトランセンドが見事ワンツーフィ
ニッシュを決めたのをご記憶の方も多いかと思います
（図 5）。これは東日本大震災のすぐ後の出来事で，当
時日本の競馬関係者やファンに大きな勇気を与えてく
れました。

とめて任せられるエージェントの存在が当たり前です
が，日本ではそのようなビジネスが比較的普及してい
ないため，外国の購買者にしてみればやはり日本では
馬が買いにくいという印象になりかねません。さらに
コストの面でも，日本からの馬の輸送費が諸外国に比
べて割高になっているのが現実です。

図 4.

図 3.
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図 5.

なトップレースの常連になっていることから，世界レ
ベルへと着実に近づいていると言える状況ではないか
と思います。
このような実績のさらなる積み重ねで，日本産馬が
本当の意味での世界で揺るぎない評価を得て，最高峰
のレースで勝利を重ねることが極当たり前のことに
なった時，JPNは真に国際ブランドとして認められた
ことになるでしょう。そして，その結果私たちが大が
かりな宣伝をしなくても，世界各国から日本産馬を購
買に来てもらえるようになることが理想的な形と思い
ます。
現在，日本のせりは大変好調ですが，生産者の方々
にとっても，馬の販売経路を確保するという意味で，
日本国内以外にも日本産馬に対する一定の需要が存在
することは非常に重要です。そのためにも，いつか日
本産馬のプロモーション活動が必要なくなる日がくる
ことを願いつつ，今後もしばらくは地道な宣伝活動を
続けていくことになるかと思いますが，本日はこのよ
うな取組みがなされていることを少しでも知っていた
だけたなら，嬉しいかぎりです。
本日はこのような場でお話しする機会をいただきま
して，日本ウマ科学会の関係者の皆さまに心より感謝
申し上げます。

世界の強豪馬が集まる香港国際レースでも，日本産
馬はこれまでに幾度も勝利を収め，その強さを世界に
示していますし，いまだ優勝は叶っていない凱旋門賞
にしても，毎年有力馬が日本から送り込まれることは，
各国の競馬関係者も十分に認識しているところです。
また，今年はヨーロッパで日本産のディープインパ
クト産駒であるサクソンウォリアーがイギリス 2,000
ギニーを優勝し，日本産で初の海外クラシックレース
の勝馬となりました。このように，日本産馬が国際的
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私からは，日本の馬場の造り方，考え方，維持・管
理の方法をお話した後，海外の競馬場を紹介したいと
思います。よろしくお願いいたします。
まず，ジャパンカップを例に挙げて芝馬場についてお
話します（図 1）。第 1回ジャパンカップが開催された
昭和 56 年当時は茶褐色の馬場で競馬を行っていました
が，最近はオーバーシィーディングという手法のもと，
緑の絨毯のような馬場で行われるようになりました。
それまではカラーリングによる着色や，ホルモン剤
の散布によって芝が枯れる時期を遅らせる方法など試
行錯誤しながら，ジャパンカップを青い野芝で実施で
きないか検討してきました。その結果，最終的にたど
り着いた方法がイタリアンライグラスによるオーバー
シィーディングという手法であり，現在はオールシー
ズンでグリーンの芝馬場で競馬が開催されております。
次に馬場に求められる条件についてお話します。体
重が約 500 kgの馬が時速 60 km走行しますと，1本の
肢には 2トン以上の負荷がかかるといわれています。
競走馬が全能力を発揮して，人馬が安全に白熱したレー
スを提供するために以下の 3点に留意しております。
1番目の条件は走行時の安全性，すなわち馬場の形
状です。直線とコーナー部のバランス，特にカーブ（半
径）の大きさは芝は 100 m以上，ダートは 90 m以上
で造られています。また，スタート地点は，最初のコー
ナーまでの距離が最低 200 mを目安として設置されて
います。さらにコーナーは傾斜をつけてコーナリング
の良さを追及しています。走行時の安全性には，馬場
（設置面）の構造，すなわち支持力の保持，均一性，緩
衝性（破壊による衝撃緩和）および排水性が重要とな
ります。馬場が馬の走行を支えなければいけませんが，
馬の安全を考慮した馬場の造り方は，「馬の肢に馬場は
必ず負ける」ようにすることが大切です。荒れない馬

場にするのであれば，カチンコチンの硬い馬場を造れ
ばいいわけですが，それでは馬の肢に悪影響を及ぼす
ことになります。排水性については，日本は高温多湿
の気候ですので，全天候馬場といわれる程の排水性を
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施設面から見た各国の競馬場

高田　順一（JRA施設部）

高田順一（たかだ　じゅんいち）
1985 年　JRAに入会，施設部馬場土木課に配属。
1998 年　札幌競馬場調査役
2001 年　福島競馬場施設整備課長
2004 年　中山競馬場馬場造園課長
2008 年　美浦トレーニング ･センター馬場造園課長
2012 年　施設部上席調査役
2014 年　施設部環境対策室長
2016 年　施設部部長補佐　※ 2019 年 3 月～広報部長

講演

図 1.　ジャパンカップの馬場の変化
第 1回開催時（上図）は枯れた芝馬場だったが，現在は同時期開催
にもかかわらず芝は青々としている（下図）。
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まり整備されていない印象を受けました。馬場管理の
方に断面構造はどうなっているのかと質問したところ，
ここは 300 年間変わっていない，だから俺も知らない
と返答されました。何ともイギリスらしい，伝統を重
んじた競馬場なのだと思いました。
次はフランスの競馬場を紹介します。まずはロン
シャン競馬場です（図 4）。現在はパリロンシャンと名
前が変わっています。どのような馬場なのか馬場管理
の方に質問したところ，快くターフワイルサンプラー
を芝馬場に刺してくれて，芝はこんなに根が深く入っ
ているんだと自慢げに話されたのが非常に印象的で
した。
日本の場合は，ウインターオーバーシーディング方
法を用いて，野芝をベースとして上から洋芝の種を蒔
いてイタリアンライグラスを繁茂させています。以前

求めており，スポーツターフという観点からも注意を
払っています。
2番目の条件は公平なレースの提供となります。内
外の有利不利を是正することで安全性を保ちます。同
一のコンディションを維持するため，移動柵を使用し
て常に内側を良い状態に保ち，損傷部位を分散してい
ます。さらに凸凹を補修するため，レースごとに海外
では考えられないぐらいの人数を使っています。
馬場に求められる 3番の条件は見た目の美しさです。
芝馬場の通年緑化，ウインターオーバーシーディング
はいまや主流となっています。また，スタートからゴー
ルまで観覧席から全貌できる見やすさも大切であり，
そのために向こう正面を高く造っています。
それでは海外の競馬場を紹介します。まずはエプソ
ムダービーが行われるイギリスのエプソム競馬場です
（図 2）。東京競馬場のような楕円形ではなく，高低差
も非常にあります。ヨーロッパにおける馬場の造り方
としては，ライグラスが繁茂している場所に柵を並べ
てコースとし，ゴール付近にスタンドを立てるという
考え方です。したがって，人工的なトラックコースに
はなりません。
次にニューマーケット（図 3），こちらもトラック
コースではなく，「く」の字に曲がっています。ゴール
に向かう直線にはペレニアルライグラスが繁茂してき
れいなのですが，観覧席からは見えないカーブする手
前（図の右側部分）は大半がトールフェスキューとい
う欧州では雑草の部類となるものが繁茂しており，あ

図 2. 図 4.

図 3.
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芝の生育環境より，馬の走行に重点を置いた馬場管理
を行っており，考え方の相違を感じました。
ここまで海外の競馬場を紹介しましたが，それでは
我々が考える競馬場の馬場形状の理想形（図 8）につ
いてお話します。このように 1周が 1,800 mという距
離の競馬場が理想といえます。競走の基本距離である
1,200 m，1,600 m，2,000 mおよび 2,400 mのスタート
地点が配置しやすいからです。
一方，1周が2,000 m以上ある東京競馬場（図9）では，
芝 2,000 mの発走地点がトリッキーなポケット（図 9
の右下）になり，発走後すぐにカーブを描くことにな
ります。また，芝 1,200 mの競走では発走直後にコー
ナーとなることから設置することができません。
余談ですが，芝 2,400 mの発走地点のコースの幅員

の考え方では，ベースとなる野芝の根が縦に深く伸び
ることを推奨していましたが，近年はランナーライ
ゾームという，表層に近い根が横に伸びて隣の芝の根
と連絡することが大事だという考え方に変わってきて
います。したがって，ロンシャンの担当者に，根が深
く入っていることを自慢されても我々とは感覚が違う
かなと感じた次第です。
次にシャンティ競馬場（図 5）です。ロンシャンが
工事中のときには，ここで凱旋門賞が行われています。
馬場の硬さを調査させてもらったところ，ロンシャ
ンよりシャンティが少し硬めでした。フランスでは
オールウェザーを好む傾向にあり，芝コースの内側に
ニューポリトラック馬場があります。
続きましてアメリカの競馬場を紹介します。
ニューヨークのベルモントパークです（図 6・7）。
日本と同様に楕円形となっておりますが，特徴として
メインコースはダートコースであり，内側に芝コース
があります。馬場に関する過去の調査報告において芝
の含水率が 43％とあり，非常に驚きました。日本の芝
馬場は概ね 15 ～ 20％の含水率なので，43％というの
は極めて高い数値といえます。43％の含水率を得られ
るのは芝の下が「土」だからだと思われます。日本の
芝コースは，スポーツターフという考え方に基づき，
路盤を砂（サンド）にしているために水はけが良くな
ります。「土」というのは保肥性や保水性が高く，芝の
生育環境にとっては非常に望ましいのかもしれません。
しかし，我々は，あくまでも主役は馬であり，芝はそ
れを支えているフィールドだという考え方に基づき，

図 5. 図 6.

図 7.
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したがって，例えば 50 gの肥料を蒔くのであれば 25 g

を 2 回，5 分散水するのであれば 3 分を 2 回など，細
やかにケアすることで芝の生育を妨げないようにして，
スポーツターフを管理しています。一方でダートコー
スの構造といいますと，表層がクッション層とよばれ
る厚さ約 9 cmの砂の層になっており，その下は山砂路
盤となっています。芝馬場の路盤に比べると粒子が細
かく硬く締まった安定性が高い構造となっており，水
が浸透しにくいことから，路盤の表面を流れる排水方
法となります。
最後に，芝馬場の維持管理についてお話します。春
季にイタリアンライグラスを除草剤で茎や葉の部分を
除草した状態で，機械を用いて路盤の部分をほぐす作

が若干広くなっております。ここは日本ダービーの発
走地点となりますが，現在はフルゲート 18 頭ですが，
過去にはフルゲート 28 頭の時代があったことから，
ゲートを設置できるよう外側に広げた名残となってお
ります。
次に，馬場の構造と排水方式について，説明します

（図 10）。芝馬場では縦方向（真下）に浸透させる排水
方式となっています。芝の下は路盤という洗い山砂（水
洗いして直径 0.075 μ以下を取り除いた砂）の層があ
り，さらにその下は単粒砕石の層となっており，排水
性の高い構造となっております。排水性が高いことは，
すなわち肥料や水を蒔いても直ぐに抜けてしまうこと
になり，芝の生育にとっては過酷な状況といえます。

図 8.

図 9.

図 10.

図 11.
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ます。バーチドレンの筒で上下に，シャタリングマシ
ンの歯で左右にほぐすことになります。
世界中でこのような作業を実施しているのは日本だ
けだと思いますが，とにかく馬場を柔らかくというこ
とで，日夜努力し管理しております。先ほども申しま
したが，馬場は馬の肢に負けるように造っているとい
うことを，ぜひご理解いただければと思います。

業を行います（図 11）。まず，バーチドレンという機
械を使用し，内径約 20 mmの筒により，深さ 20 cmま
でコア抜きを行います。芝の根に対するエアレーショ
ン効果もあり，表面はそんなに変わらないのに，中が
ふっくらと柔らかくなります。続いて，シャタリング
マシンを使用して，少し湾曲した歯を回転させて地面
を切るような感じで深さ約 20 cmまで揺さぶりほぐし
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このような講演の機会を賜りまして，ウマ科学会の
事務局の方々をはじめ，関係者のみなさまに深謝いた
します。
この発表のタイトルの「安全な国際間移動の仕組み
づくり」の「づくり」は「つくる」という動詞の名詞
形です。
では，この「つくる」の主語は何なのかといいます
と，一義的には法律をつくり（立法），それを執行する
（行政）政府です。そして，そのニーズを考えるのは産
業ということになります。産業はニーズを考えて，そ
れを政府に伝達し，それを汲み取っていただくという，
双方向のコミュニケーションによって仕組みづくりは
動き出します。
ただし，それだけでは円滑に進んでいきません。ど
うしても，馬の移動は，伝染病と密接不可分な関係に
ありますから，獣医学的な新しい知見や技術開発が必
要です。それを担うのは学術，つまり大学などの研究
機関ということになります。産業や政府は，どのよう
な研究のニーズがあるのかを，学術側にお伝えする，
場合によっては研究資金を提供する必要もあるかもし
れません。そして，得られた研究成果を，政府と産業
にフィードバックしていただくという，この 3つのグ
ループ（政府，産業そして学術）間での双方向のコミュ
ニケーションが，仕組みを作っていくといえると思い
ます（図 1）。
いまさらですが，競馬であれ，馬術であれ，もうす
でに日本の文化として深く浸透していまして，参加す
る人も観る人も，ジョッキーあるいはライダー，そし
て日本調教馬が外国のそれらと比べてどうなのかとい
うことに興味が注がれています。産業としては，そう

いった興味を満たす努力をなくして，安定的・継続的
な発展が望みにくい時代になったと思います。
そういったことは日本に限ったことではなくて，海
外でも同じです。2014 年 3 月ですが，国際競馬統括機
関連盟（IFHA），これは JRAのような競馬主催者の国
際的な寄り合いですが，その IFHAと国際馬術連盟，
それぞれの国にあります馬術連盟を傘下に置く国際団
体ですが，それらの 2者がコラボしまして International 

Horse Sports Confederationという組織を設立いたしま
した。
設立の主旨としては，馬を使用するスポーツからの
ドーピングや虐待を一掃するとか，主に発展途上国に
おける馬伝染病のサーベランスを手助けすることや，
それらに掛かる資金提供などがありますが，もうひと
つ大事なものとして，高度衛生／能力馬（High health/
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1995 年 宮崎大学農学部獣医学科卒業
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競走馬診療所勤務
1999 年   競走馬総合研究所 常磐支所（競走馬のリハ

ビリに関する研究）
2001 年   馬事部防疫課係長
2003 年   競走馬総合研究所栃木支所（日本脳炎･ウエ

ストナイル熱･馬インフルエンザに関する研究）
2010 年から 1年間，英国留学（インフルエンザワクチ
ン株の選定に関する研究）
2018 年 馬事部防疫課長　現在に至る

講演

図 1.　 3者間における双方向のコミュニケーションが馬の円滑な国
際間移動に重要
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そして，国境を跨いでバブルからバブルに移動する
ことを，バブルトゥバブルとも表現され，これも定着
しつつあります（図 3）。このバブルトゥバブルとは，
どういったことかといいますと，ある国でバブルが設
定されて，そこの中にいる HHP馬が，行く先の馬術大
会とか競馬とか，そういったことが行われるバブルへ
直接移動する場合には，たとえ国境を跨いでいても，
到着地のバブルで隔離を伴う検疫を省略できるという
仕組みです。また，90 日以内であれば，1か所でも複
数か所でもかまわないとされています。このことによ
り，馬体への負担が軽減されることが期待されます。
こういった考え方が，OIEコードに記載されています。
さらに HHP馬の OIEが推奨するガイドラインとし
ては，個体識別が可能であることや，バブルに入る前
の 6ヵ月間は繁殖農場に立ち入っていないということ，
行った先の大会会場（バブル）における繁殖行為の禁
止なども書かれています。そして，交配は当然ですが，
それ以外のことでも，バブル以外の到着国の地元の馬
と，競馬や競技以外では接触しないということが大前
提となります。
その OIEコードにならって，2020 年の東京オリン
ピック・パラリンピックの検疫も行われます。具体的
には，相手の国で 7日間の隔離検疫をして，健康であ
り，かつオリンピックに出る馬であるということに
なって出発国のバブルに入ります。そして，それから
日本の大会会場，つまり世田谷の馬事公苑ですが，そ
こへは隔離検疫を経ずして，そのまま会場に入ること
ができます。そして，試合にそのまま出て，またその
まま帰ることになります。あるいは受入れてもらえる

High performance horse, HHP馬と略されることが多い）
の国際間移動の手続きの簡素化のために，国際獣疫事
務局（OIE）を支援するということが挙げられていま
す。この OIEという組織は，世界貿易機関（WTO）の
傘下にある組織でして，動物とか畜産物の国際間取引
のことに関する事務を司っている機関です。
その 1 つの成果として，この OIEの陸棲動物規約，
これは俗に OIEコードと呼ばれていまして，これに
HHP馬に関する新しいチャプターが付け加えられまし
た。この OIEコードというものは，けっこう重みのあ
るもので，自由貿易の基準となるものです。つまり，
この基準よりも厳しい検疫とか貿易のルールを輸入国
側が課した場合，それは保護貿易的ということになり，
相手国側から指摘を受けた場合は科学的に反論する義
務が生じます。
このチャプターの総則（general provision）には，ど
のように移動すれば検疫を簡素化して移動させられる
のかということについての一般論が書かれています。
まず，この HHP馬の定義ですが，ある国に馬科動物
がいまして，その中に馬がいるわけです。またその中
に FEIや IFHAの加盟団体に登録されている馬のグルー
プがいます。そして，FEIや IFHAが，この馬は国際大
会，国際競走に参加する資格のある非常に high health

で，high performanceな馬だということを認めた馬だけ
を隔離して飼うわけです。そうやって飼養されている
馬のことを，HHP馬というように定義づけています。
そして，その HHP馬だけが飼養されているエリアのこ
とは，比喩としてバブルとも呼ばれ，結構，用語とし
て定着しつつあります（図 2）。

図 2.　HHP 馬およびバブルの概念 図 3.　バブルトゥバブルの概念
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一方，繁殖馬だけに関係し，交配を行わなければリ
スクを無視できる病気の典型例として，馬伝染性子宮
炎（CEM）があります（図 5）。これは細菌感染症なの
ですが，これは交配で伝染します。あともう 1つ，馬
ウイルス性動脈炎があります。これは環境中の汚染し
た寝わらとか飼い葉桶とかを，感染馬と健康馬との間
で使い回すようなことがあれば，呼吸器感染で水平に
伝播することはあり得ますが，適切な衛生管理下であ
れば，そのリスクはほぼ無視できます。むしろ問題な
のは，感染してしまった種牡馬が精巣に生涯に渡って

ならば，第三国に行くことも可能です。ちなみに，日
本の馬も，同様の条件で会場のバブルに入り，大会参
加後，そのバブルを退去することになります。これら
に関しましては，単発のオリンピックのような国家的
イベント，このために OIEの最新の仕組みを応用した
例をご紹介したわけですが，次に既存の馬の輸入衛生
条件をわれわれ競馬産業側からニーズをお伝えし，新
しい仕組みを政府に作っていただいた，最近の事例に
ついてご紹介させていただきます。
既存している馬の輸入衛生条件には，60 日以内で
帰ってしまう一時的なものと，それ以上の期間，日本
に滞在する永久輸入の 2つに分けられます。一応，一
時的なもので，乗馬とか展示のために，単発で作られ
た衛生条件もありましたが，事実上「一時的」といえ
ばジャパンカップなどの国際交流競走のために，日本
に来て帰る競走馬用の衛生条件しか使われていないと
いうのが現状です。
一方，60 日間以上日本に滞在するものは永久輸入な
のですが，その用途は多岐にわたります。日本に着い
てからの検疫対応は用途により違いますが，輸入する
前に相手国に求める衛生条件は，別に区別されている
わけではありません。とはいえ，目的や一時的なのか
永久なのかによって，警戒すべき伝染病というのは共
通するものと異なるものがあります。
まず，どんな用途も目的も期間も関係なく警戒す
べき伝染病の典型が，馬インフルエンザです（図 4）。
1980 年代の後半ごろに馬の航空機による輸送が急速に
発達しました。馬インフルエンザの潜伏期間は 48 時間
なのですが，その潜伏期間内に地球上のどこからどこ
へでも馬が移動できるようになりました。馬にとって
地球が小さくなったわけです。このことにより，出発
時および到着時には何ともなかったのに，到着後しば
らくしてから発症し，ウイルスを環境中に排泄してし
まう馬が出現するようになりました。このことにより，
1980 年代前半までは，アメリカ大陸でしかほとんど流
行していなかったものが，ヨーロッパ大陸に渡り，そ
の結果，アメリカおよびヨーロッパで別々にウイルス
が進化するようになりました。最近では，インドや中
国などのアジアでもウイルスが定着して，H3N8 とい
う 1つの亜型しかないにも関わらず，異なる場所でウ
イルスの進化が別々に起きるため，ワクチンに含まれ
るウイルス株の選定も複雑化しています。

図 5.　馬伝染性子宮炎（CEM）に罹患し，膣に悪露がみられる

図 4.　馬インフルエンザを発症し，鼻汁が漏出
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送のみならず，馬主さんの経済的な負担の面において
も軽減されると考えました。
そこで，農林水産省に対して，競馬を走ってから

CEM検査をして，陰性であれば繁殖用として帰国せず
に転用できる仕組みのニーズをお伝えしたところ，汲
んでいただき，2018 年の秋に実現いたしました。
最後に，繰り返しになってしまいますが，検疫の仕
組みづくりというものは，政府と産業と学術とが，ロ
シアのトロイカ，3頭立ての馬車のように力を合わせ
て推進していくものであるということを強調させてい
ただきまして，私の話を終わらせていただきます。
ご静聴，ありがとうございました。

ウイルスを持ち，交配により相手の牝馬に伝播させて
しまうというのが非常に問題となります。
国際交流競走のジャパンカップなどに遠征してくる
外国馬については，交配は日本滞在中に行わないにも
かかわらず馬ウイルス性動脈炎の検査は行われていま
す。そこで，単純に繁殖用に輸入する馬と，衛生条件
上等しくなるためには，CEMが陰性であることの証明
を追加すればよいことになります。過去に，国際交流
競走に走るために 400 頭弱が日本に来て走ってから帰
国していますが，そのうちの 53 頭が繁殖用として日本
に再輸入されています。ということは，もしこれらの
馬に CEM検査を付け加えて行えば，獣医学的には一
旦帰る必要はなく，もしそうなれば，馬にとっての輸
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皆さん，こんにちは。本日は，日本語を話すアメリ
カ人のような気持ちで講演させていただきたいと思い
ます。私の実家は 4代続いた日本の生産者でして， 創
業してちょうど 120 年になります。私の曾祖父が馬の
牧場をやろうと決めたのは，当時の日本と外国の軍馬
の差が非常に激しくて，日本に貢献したいということ
で，日露戦争が終わった後に牧場業務を自分の生涯の
仕事としてやろうということだったと聞いています。
私の祖父も父も同じように海外の血脈を導入して，何
とか海外の馬に負けたくないというような気持ちで，
ずっと馬産に取り組んでまいりました。
私自身が競馬の仕事を通して，日本と海外とを比較
してどういった対応ができるのかと考えたのは，大学
を卒業して 1994 年にアイルランドに移ってからです。
まず，当時の日本の状況について，お話します

（図 1）。
私がアイルランドに行ったその年に，丁度アイルラ
ンドで国際生産者会議がありました。私の父が日本代
表で行ったものですから，上司（マイケル・オズボー
ン）から日本代表団のサポートをするためにお休みを

いただいて，日本の代表団の皆さんとこの会議に出席
しました。
当時，私がびっくりしたのは，まず会議に行ってみ
たら日本という国の評判が非常に悪い。なぜかという
と，軽種馬に関税をかけている非常にアンフェアな国
だというのが他国の考えでした。会議に行っても，こ
の点について大変厳しく糾弾されました。そのため，
会議の前の打ち合せの際に，日本の立場を理解してい
ただけるよう説明する必要がありました。
また，当時の日本は会議の正式なメンバーではなく，
オブザーバーという取り扱いでした。正式なメンバー
と認められたのは確か 2003 年であり，それ以降，各国
の方々が日本の馬産地，特に中小の牧場が国際化に向
かって準備期間がいるということを少しずつ理解して
いただけるようになり，現在に至っていると思います。
私自身がイギリスやアイルランドを拠点として仕事
をしていくなか，日本のことを理解していただけなく，
二流国としての評価を受けていました。本日はブラッ
クタイプのお話もありましたが，日本でいくら重賞を
勝ってもせり名簿上ではそれが評価されず，普通の条
件馬扱いでした。日本の研修生がヨーロッパに乗りに
来ても，現役の競走馬には騎乗させてもらえない。私
自身も，馴致を学ぼうと思っても，滞欧初年度は期待
の一流馬の担当はやらせてもらえないということがあ
りました。
当時の日本の状況を考えると，ヨーロッパの方には
理解していただけなく，そのことが私自身の反骨心を
生んだと思います。また，先ほど述べた国際会議での
厳しいご意見も踏まえ，将来は海外の馬に負けないよ
うな馬を何とかつくりたいというスタンスで，研修を
行うようになりました。
次に香港競馬との関わりについて，お話します（図2）。
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図 1.
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として初めて国際競走に勝ちました。2000 年の安田記
念にも遠征し，日本でも勝っています。そうはいって
も，当時の印象としては，短距離馬なら他国に通用す
るかもしれないけれども，香港カップは勝てないだろ
うと思っていました。ところが，我々が香港へ輸出し
た 2002 年のプレシジョンが同レースを勝ち，さらに近
年カリフォルニアメモリーも同レース連覇を達成して
おります。
そういうなかで，日本馬も今度は香港に輸出して，
香港という土俵で，特にヨーロッパ諸国の馬と競馬を
して，勝てば日本馬の販路が広がるのではないかとい
うのが，当時私たちが考えていた構想だったのです。
右上の写真は，香港の中心部にあるコンベンション
センターという所で，これは中国の返還に合わせて
造った大きな多目的な展示場です。当時はこの建物の
5階に仮設の厩舎を造って，シャティン競馬場から馬
運車をこのビルまで持ってきて，その馬運車ごと上の
階に持って行ける大きなエレベーターがありました。
このような市内中心で，香港ジョッキークラブが管
理する海外から輸入した競走馬をせりにかけて，地元
の馬主さんに買っていただいて，より国際化に向けて
の意識を養っていただこうという意図でやっていま
した。
私たちは香港ジョッキークラブの購入枠の中に何と
か日本馬を組み込んでいただいて，そして毎年このせ
りに上場することができれば，国際競走に合わせて香
港を訪問しているほかの国の競馬界の人たちにも，日
本産馬のアピールになるのではないかということで，
しばらくそういった構想について関わっていました。
当時，日本のせり主催者や生産者団体の方が，まず
せりそのものを活発にしていこうと働きかけている段
階だったので，海外に販路を拡大するという一歩手前
の段階だったのです。ですから，生意気なことを言い
ますと，あまり協力してくれないなと思いながら，日
本馬の輸出を働きかけていたのですが，浦河で行われ
た 2 歳のせりで，ようやく 1 頭購入することができ，
それが香港向けの第 1号となりました。
ところが，私も不勉強だったので，買った後にこの
馬を香港に持って行くための衛生条件が結ばれていな
いことに気がつきました。日本の馬が香港に遠征して
いるのはわかっていましたから問題ないだろうと思っ
ていたのですが，当時は遠征のための輸出条件と，永

アイルランドでの研修 2年目となる 95 年に，実家の
生産馬が香港カップに優勝しました。優勝馬はテンポ
イントと同じ血脈ですが，香港のレースを勝ったこと
でワカクモの牝系が全てブラックタイプになります。
そこで，この牝系の産駒を海外に売って走らせようと
考えました。当時はそのようなことを考える日本人は
それほどいませんでしたが，ヨーロッパにおける日本
馬の低評価を覆したくて私自身はそのように考えてい
ました。
そのころ，当時フランスの生産者団体の海外マーケ
ティングを担当していた妻と結婚しました。妻は，香
港の馬主に対して正確な情報を与えるエージェントが
少なかったという理由で，退職して馬の輸出入を行う
会社を香港に立ち上げました。私自身もその仕事をサ
ポートするように香港の業務と関わることになります。
私たちが香港で仕事を始めた 90 年代後半は，ちょう
ど香港ジョッキークラブの国際化計画がありました。
人馬のレベルを上げ，将来的には香港の在厩馬で海外
馬を負かしたいという思惑がありました。それで非公
式ながらジョッキークラブを色々とサポートしたわけ
です。
以前の香港では，かつての日本の抽選馬制度のよう
に，ジョッキークラブが比較的安価な馬を各生産国か
ら購入して，馬主さんに売却した歴史があったのです
が，90 年代後半からは馬主さん用に予算を確保して，
そしてより各馬主さんに良質な馬を他国のせりで購入
していただくというコンセプトに変化していく段階
だったのです。
そのような時期に香港に関わるようになり，フア
リーキングプローン（図 2の写真左端）が香港在厩馬

図 2.
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依頼を受けて，日本の 1歳馬のせりにもここ数年参加
しています。日本の馬はいま非常に高くなって，残念
ながら少頭数の購入実績しかありませんが，エージェ
ントとして日本産馬の海外への輸出を促進するために，
これからも取り組んでいきたいと思います。
それから，私たちとしては欧米のようなレベルの高
いレースで，JBBAの松田さんが言ったように JPNが
ついた馬が1頭でも多く活躍することで，日本をアピー
ルできるのではないかと思っています。
ただ，私自身がせりに来て，これはセレクトセール
とセレクションセールを指しますけれども，いまの日
本馬というのはかなり改良されて，アメリカの牧場の
同時期の 1歳馬と比較しても，遜色はないと思います。
ただ，せりが終わった後，日本で報道されているよ
うに，日本馬の質が非常に良くなったということに素
直に「イエス」とは言えません。他国でも非常に高い
レベルの生産をしている所もたくさんありますので，
日本の馬が良くなったという報道に踊らされることな

久に輸出するための条件が違うということを知らずに
最初の馬を買ってしまったのです。
それで JRAの香港事務所に連絡して，困っているの
だがどうしたらいいだろうかと相談したのです。防疫
課に訊いたらいいと言われて，今度は防疫課に電話し
ました。そうすると，うちでは動けないので農水省に
連絡してくれと言われて，農水省の関連部署に連絡し
ました。
非常に困っているし，これから日本の販路を広げた
いので，何とか香港政府に働きかけてもらえないかと
陳情に 1人で伺いました。非常によく対応していただ
いて，2～ 3 週間ですべての作業を終えて，ようやく
日本馬を持って行くことができました。
当時，私は JRAというのはなんと不親切なのだろう
と思ったのです。後で伺ったら「いや，実は現場の人
が直接言ったほうがインパクトがある。あなたは生産
者なのにいつも JBBAや JRAを頼っているような意識
ではだめなんじゃないですか」と，強く言われたので
す。同様のことを，農水省の方からも言われました。
「日本の生産者が，どういうことをしたいのかというこ
とを，もう少し直接いろいろな声を聞けばわれわれも
動きやすい面はあるのですよ」というのが，当時の農
水省の皆さんの説明だったのです。
実際の香港へ輸送にあたっては，私が厩務員として
対応しました。図 3の写真は飛行機の中の様子です。
残念ながら，私たちの日本馬を香港に売るというプ
ロジェクトはその後中断しました。この一番の原因は
輸送費です。もともと香港の皆さんは，オーストラリ
アから購入することが多く，その理由として，芝馬や
スピード馬が多いオーストラリア産馬は香港の競馬の
ニーズに合うからです。地図で見ると，日本とオース
トラリアの概ね中間に香港があるのですが，日本から
香港への輸送代はオーストラリアからの輸送代の約 7
倍かかります。我々も色々と手を打ちましたが，結局
コストの差額を是正することはできませんでした。そ
の後，私自身がアメリカに移ってしまったこともあり
まして，日本の馬を宣伝するという働きかけは中断し
ております。

それでは，アメリカから見た日本について，最後に
お話ししたいと思います（図 4）。
現在はアメリカベースということで，欧米の馬主の

図 3.

図 4.
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況にあるわけです。ですから，単純にランドネはちょっ
とかわいそうだなという気持ちもありますが，ランド
ネのオーナーは，将来の日本での繁殖のことも考えて
牝馬を導入されたのです。
同じように，サンデーサイレンス系は日本で非常に
栄えて，その血があまり濃縮する前に別系統の牝馬を
輸入したいという生産者，もしくは馬主の方もいらっ
しゃると思うのです。そういう方が他国で牝馬を導入
したときに，日本の牝馬と同じような条件で競走でき
なければ，やはりちょっと高い投資になるのではない
かとは思います。
次に，私から見た日本で，日本の皆さんが将来どの
ようにビジョンを描いていくのかということも気にな
るところです。皆さんが馬の輸出国として，もう少し
いろいろな方策を持っていくのか。もしくは，あくま
でいまの形をある程度維持して，そして先ほど山野辺
さんがおっしゃったとおり，内国産ベースで，そして
馬の品種を守りながら今後も競馬を維持していくのか，
選択肢はいろいろあろうかと思いますが，われわれ外
部の人間に，日本の皆さんが今後の 10 年をどのように
競馬を考えていくのかというようなことを，教えてい
ただきたいと思います。
今後，私たちが考えなければいけないのは，他国と
どういう関係を作っていくかということです。例えば
私はジャパンカップというレースを非常に大切に思っ
ていまして，このジャパンカップに海外から多くの馬
が参加していただければ，日本という国をより紹介で
きるチャンスが増えると思っています。今後も JRAの
皆さん，特に海外駐在員の皆さんに奮闘していただい
て，より良質の外国馬を確保するようお願いしたいと
思っています。
ジャパンカップは，ブリダーズカップと香港国際の
間にありますから，この 2つの主催者の皆さんも同じ
ような考えで，何とか自分たちの所に海外遠征馬をと
いうスタンスで，各国の主要なせり会場に代理人もし
くは職員を派遣して，有力関係者にコンタクトをとっ
ていますから，JRAも彼らに負けないようなマーケ
ティング活動をしていかなければいけないと思います。
それと，私たち自身が民間牧場主としてジャパン
カップを売り込むことがあるわけです。そうすると，
ヨーロッパの面々は，日本の馬場は固くて，日本で競
馬をしたら故障しやすいと言うのです。先ほど高田さ

く，より力強い馬づくりに励んでいただきたいという
のが私の正直な気持ちです。
それと，例えばアーモンドアイが強くなって凱旋門
賞を勝てるのではないかと。他国の招待競走で日本馬
が優勝して，皆さんは日本の馬は強い，世界に通用す
るとおっしゃいます。たしかにそうなのですが，欧米
で仕事をしていると，向こうの人たちの取組みとか馬
づくりについていろいろ考えるところもあります。
例えば，私は凱旋門賞で日本の馬が勝てるかという
質問をよく受けるのですが，勝てるチャンスはあると
思っています。ただ「勝てる」とは，なかなか言い切
れない面があるのです。というのは，このレースを勝
ちたくて長く馬産に取り組んでいる方は，2,400 mのス
ペシャリストをつくるための配合を，もう数十年やっ
ているわけです。アガ・カーン殿下やニアルコスファ
ミリーもそうです。その 2,400 mのスペシャリストを
つくるための基準があって，それに合わない繁殖牝馬
はどんどん切ります。体型的にも，長距離の芝をこな
さないものもどんどん外して，その遺伝子の固定化を
図って，何とかダービー，オークス，凱旋門賞を勝つ
という取組みを長くやっているわけです。
どちらが生産者にとって良いかはわかりません。で
すから，ヨーロッパの人たちが積み上げてきたたゆま
ない努力を考えれば，そう簡単に日本の馬が凱旋門賞
に勝てるとは，言い切れない部分もあると思います。
それと，皆さんがもし日本の馬が良くなったとお考
えになるのであれば，外国産馬に対する関税など，様々
な障壁をなくし，そして日本に輸入する馬と同じ土俵
でレースをできるようにしたほうがいいのではないか
なと，私は思います。
因果なもので，私自身はずっと日本で外国馬に負け
ないようにと考えていましたが，いまは逆にケンタッ
キー産馬で何とか日本の馬を負かしたいと思うように
なりました。できれば同じ土俵でレースをさせたいと
思っているのです。私の生産馬を少し紹介します（図
4の写真）。上が 2歳牝馬のスプラシーキスイズでブリ
ダーズカップ・ジュベナイルに出走しました。下はラ
ンドネで，こちらも今年デビューで，オークス，秋華
賞に挑戦しました。スプラシーキスイズのほうは，ずっ
と牝馬限定競走を使いながら重賞クラスになりました。
ところが，日本にいたランドネは，牡馬と走りながら
少しずつ条件を上げていかなければいけないという状
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に持っていっちゃうのか」と思う方もいるようなので
す。競馬学校の施設を見れば，馬にとってそれほど問
題はないということもわかっていただけるのですが，
日本と海外のコミュニケーションはまだまだ不足して
いるのではないかと考えています。
今日は施設の面でもいろいろな話を聞かせていただ
きましたが，施設とか技術面でも JRAのノウハウを伝
授する機会があってもいいのではないかと思います。
例えば先ほど紹介したグッドウッド競馬場で，カター
ルのアルサーニ殿下とお目にかかりました。それで将
来新しい競馬場をカタールに造るときに，どこか良い
業者を紹介していただけないかという話になりました。
だったら芝の造成技術は JRAに聞いたらどうですかと。
競馬場建設を持っている建設関係とタイアップして。
それから，技術も日本でやっていることを海外に発信
していけるような時代になったのではないかと思いま
す。
というように，私自身にとって，最近は日本に帰っ
て来ることが非常に楽しみですし，日本から海外に対
して発信したいことがたくさんあります。ただ，先ほ
ど言いましたとおり，レベルが上がったという認識は，
油断も生みますので，今後も海外とどう対決していく
のかということを考え続けることが大事だと思います。
私自身の生産馬が日本に来ることがありますので，日
本の現場の皆さんと対話を続けて，これからも強い馬
づくりに励んでいきたいと思っています。
久しぶりにこのような機会をいただいて，本当にう
れしく思っています。今後ともどうぞよろしくお願い
いたします。

んが言ったとおり，そういうスタンスで JRAは芝馬場
を造っていないはずです。ところが，それが海外の人
に伝わっていないので，そういう面でもウェブサイト
もしくは駐在員，それから遠征する職員を通して啓発
していかなければ，いつまでたっても勝ち時計を見て
喜んでいる競馬開催国という見方を払拭できないと思
います。
皆さん，昔と比べていまは非常に高いレベルで馬に
接していると思うのです。例えばかつては日本馬が海
外に遠征すると，パドックから本馬場に入ると馬が抑
えきれなくて，どこかに走って行ってしまうことも見
受けられました。そのため，他馬と一緒にパレードが
できない，もしくは，そうなるのがわかっているので
日本馬だけ最初に本馬場に出して，ゲートのほうに追
いやって，そして残った馬がパレードをするというこ
ともありましたが，いまはそういう心配は全然なくな
りました。
しかも，輸送減りしたというような話もほとんど聞
かなくなりましたし，海外から日本に遠征した馬の体
重減少の値がずいぶん減ったなと感じています。です
から，こういうことも含めて日本の皆さんの管理に対
する意識がかなり高くなったのではないかと思います。
そういう考えを海外の人に伝えていくためにも，ジャ
パンカップをはじめ日本の国際競走に参加するように，
何とか働きかけたいと思っています。
もう 1つは，競馬学校で一度検疫をして，そこから
競馬場に行くというその過程も，海外の皆さんに敬遠
される要因と思われます。競馬学校，つまり「レーシ
ングスクール」というように英訳すると，「えっ，学校
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【質疑応答】

【松田（芳）】それでは，各演者にご質問がございまし
たらお受けしたいと思います。
まず，私から山野辺さんに質問があります。国際化
に向けた様々な取組みについて，ステージごとに詳し
くお話しいただきましたが，何が一番大きく影響した
のかを教えていただけないでしょうか。
【山野辺】様々なファクターが総合的に働いたのだと思
いますが，第 1回ジャパンカップにおける日本と海外
との力の差を痛感したことにより，競馬サークルが一
体となって「強い馬づくり」という言葉をもとに，レ
ベルアップに取組んだことが大きいと感じております。
馬の取り扱い方にしても，以前は日本の馬はうるさく
て扱いにくい面がありましたが，今日のセリの状況を
みると十分に躾けができているのがわかります。
また，安心で信頼性の高いセリの開催を目標に，国
内で初めてレポジトリーをブリーズアップセールに導
入しました。レントゲンの撮影や内視鏡検査など労力
と経費がかかることから，生産界に広めていくには困
難ではないかと思っておりましたが，北海道市場への
導入など，瞬く間に国内すべてのセリに拡大し，正直
驚きました。
また，サンデーサイレンスという種牡馬の導入が日
本の競馬サークルに絶大な影響を及ぼしたことは間違
いありませんが，地道な努力という下地があったから
こそ，短期間でのレベルアップが可能であったと思い
ます。

【マツダ】東京農工大学のマツダと申します。高田さん
へ質問します。巷では日本の馬場は高速馬場というこ
とで，事故が起こる可能性が高いというようなことを
よく聞きますが，お話を聞きますと，芝馬場の管理で
はいかに柔らかくするかということでしたので，噂を
打ち消すような事故に関するデータとかはありますか。
それから，海外はほとんど自然に任せていて，あま
り手を加えていないような印象を受けました。スポー
ツという観点から考えると，国際交流が盛んになるほ
どグローバルスタンダードというのが重要になるかと
思います。日本独特の馬場は硬くてスピードが出やす
いなどの風評が広まると，国際化が後退するのではな
いかと心配します。国際社会に対して日本主導で馬場

の硬さや弾力性に関して，何か提案できないものかと
感じましたが，いかがでしょうか。
【高田】事故に関しましては，私は専門ではございませ
んが，日本は非常に少ないと聞いています。競馬場の
構造としても東京競馬場の高低差は 2.7 mしかないの
に対し，英国のエプソム競馬場は 10 m以上の高低差
があり，走行タイムだけで単純に比較はできないと思
います。
馬場を管理するうえでの大原則として，我々は意図
的に時計を操作しないということでやっています。す
なわち，散水は芝の生育に必要な分だけしか行ってお
りません。また，ファンの皆さま，厩舎の方々に誤解
を与えないように散水は原則として木曜日までと決め
ております。乾燥が著しいために金曜日や土曜日に散
水が必要な場合には，ホームページで公表して信頼性
を失わないようにしております。さらに，今年から馬
場の含水率を金曜日，土曜日および日曜日に公表する
ことにしました。海外の散水方法とは考え方が少し異
なりますので，グローバルスタンダードにするために
は，意見交換などをしっかり行う必要があると思いま
す。
【マツダ】ありがとうございます。
【松田（芳）】先ほどの質問に少し補足しますが，事故
率につきましては，日本は世界的に見ても低いといえ
ます。また，スピードと事故の関連性に関しては競走
馬総合研究所や外部の大学の先生に検証してもらって
おり，スピードと事故は関係ないということがわかっ
ています。

【オダ】北海道浦河のオダと申します。アメリカのダー
トコースはどういう構造になっているのか，教えてい
ただけますか。
【高田】アメリカは，赤土で単一構造です。競馬を開催
していない時はローラーで締めています。競馬開催に
合わせて十分に散水したうえ，規定の深さでハローが
けをしてふっくらさせるという方法をとっています。
日本の場合は，ダートという表現ですが，実際はサン
ド（砂）です。以前の砂厚は 6～ 7 cmでしたので走行
時に蹄の先端が路盤にかかり，三日月形の跡形が路盤
に残りました。蹄が路盤にあたりますから，当然音が
していました。現在は 9 cmあるので良馬場の場合は
路盤に達せず，音もでません。しかし，不良馬場にな

Hippophile No. 78, 28-31
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動しておりますので，今回のルールができたからと
いって，大きく変わるわけではありません。

【総合討論】

【松田（芳）】それでは総合討論という形で，全体を通
してのご質問を受けたいと思います。
私からまずお聞きしたいことがあります。先ほど吉
田さんや山野辺さんの発表でもありましたが，日本馬
のレベルが上がったということも要因かもしれません
が，ジャパンカップへの外国産馬の参加が今年も 2頭
のみであり，ここ数年 2～ 3 頭と小頭数になっていま
す。我々 JRAとしてはジャパンカップを盛り上げてい
きたいのですが，参加を促すための良いアイデアがあ
れば教えていただきたいと思います。
【吉田】海外の主催者がどうしているかというと，ま
ず関係者が集まる行事に職員を派遣しています。例え
ば私たちの国で言うと，レキシントンにおいて上場
馬 4,000 頭規模のせりが 9月と 11 月に開催されるので
すが，そこに香港ジョッキークラブやブリダーズカッ
プの職員が貼り付いて，有力馬の関係者にコンタクト
をとっている姿を良く見かけます。そのような場所に
JRAも，駐在員だけではなく国際部の職員も派遣して，
関係者にコンタクトをとることが重要だと思います。
また，私は自分を売り込むわけではないのですが，し
かるべきエージェントと契約して，それから招待馬の
誘致を図るということも，他国の主催者はやっている
と思います。これも 1つの方法だと思います。
私たち日本人は本当に社交が苦手で，競馬サークル
に限らず自動車，鉄鋼など様々な企業の海外駐在員が
現地の社交の場に入っていくのが非常に下手だといわ
れています。私自身も馬の売買あるいは契約をとるう
えで，欧米の人たちのコミュニティに入っていくのに
労力をとられるのですが，一旦，認めてもらえれば，
色々な選択肢が出てくるので，一番良い方法だと思い
ます。
繰り返しますけれども，競馬場の馬場を含めた施設
面をきちんと理解していただけたら，安心して日本に
遠征していただけると思うので，JRAの方々もあらゆ
る手段を講じて勧誘することが重要と感じているとこ
ろです。
【松田（芳）】貴重なご意見，どうもありがとうござい

ると路盤に達して音がでます。一方，アメリカのダー
トは単一層であり，路盤というものがありません。し
たがって，深層から表層に向かって柔らかくなってい
ます。
【オダ】アメリカのダートも表層は柔らかいのですか。
【高田】十分に散水したうえでほぐしていますので，表
層に向かって柔らかい構造になっています。
【オダ】日本に搬入された米国産種牡馬の産駒が日本の
ダート（サンド）に適応しないケースが散見されたり，
米国のダートコースの走行タイムが日本の芝コースと
同等のタイムであったりして，構造が違うのではない
かと疑問を持っていたので納得できました。

【タナカ】「競馬友の会」のタナカと申します。山中さ
んに質問です。HHP馬の考え方は非常にすばらしいと
思います。しかしながら，オーストラリアやニュージー
ランドなどの独特な防疫体制をとっている国もあるし，
技術的な水準も国によって様々だと思います。考え方
はいいけれども，具体的な認定の方法がしっかりして
いないと，防疫の面から危なくてしょうがないという
ことになろうかと思います。その辺をお願いします。
【山中】本当におっしゃるとおりです。2014 年にこの
コードが設定された時に問題視されました。このコー
ドの性質を考えると，結局のところ先進国向けではな
く，いわゆる発展途上国向けに考えられたものです。
発展途上国とは言えないかもしれませんが，中国本土
を例に挙げると，国土が広すぎてどのような病気が流
行しているかわかりません。したがって，国内で国際
馬術大会を開催する場合には，バブル（きれいな泡の
イメージ）という考え方，すなわち中国ではあるけれ
どこのエリアは衛生状態が良いという考え方をしない
と，国際的な交流は事実上できないことになります。
したがって，このような国にとってはニーズが非常に
高かかったと思います。
このバブルの考え方ですが，先ほどは総論的な話し
かしていませんが，詳細な規定は決まっておりません。
細かい規定を作れば作るほど，発展途上国を前提にし
た非常に厳格なルールになってしまいますので，先進
国にとっては逆に迷惑なルールができてしまうことに
なります。したがって，OIEコードには総論的なこと
しか書いてありません。日本を含めた競馬先進国では，
これまでも良いルールがあり，それに従って国際間移
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くことによって顔を覚えていただき，日本のせりのこ
とを真剣に聞いてもらえるようになります。このよう
に時間をかけることによる積み重ねが一番大事ではな
いかと思います。
【中西】どうもありがとうございました。
山野辺さんに 1つお聞きします。今日の講演内容は，

JRA入会後ご自身が取り組んできた様々な仕事であり，
色々と思い入れのある内容であったと感じております。
何か皆さんに追加でお話しするようなことがあれば，
一言お願いします。
【山野辺】私の JRAの入会年度は 1982 年であり，前年
に第 1回のジャパンカップが開催され，東京競馬場で
観戦しました。当時の悔しさが私の仕事の原動力の 1
つにもなっており，ジャパンカップとともに歩んでき
たというところもあります。 

入会後 10 年目から育成の仕事に移りました。入会直
後に先輩から注意されたことは「馬はうるさいから絶
対に後ろに行くな，蹴られるからな」というものでし
た。育成牧場に勤務するようになって，実際に自分で
育成調教などを始めてみると，馬というのは怖い思い
さえしなければ人間に対して非常に親和性が高く，む
やみに蹴る動物ではないということがわかりました。
その当時，せりに行くと，上場馬が藁で作った頭絡
を着けて，馬体の手入れも行き届いていませんでした。
触ろうと思っても，うるさくてなかなか触れないこと
も良くありました。「これは躾ができていないな」と感
じたことを覚えております。まず，人間と馬との関わ
り合いをどうしていくか，そこから始めなければいけ
ないのではないかと思いました。特にせりに関しては，
生産育成の仲間と一緒に「せりでもっと売れるように
したい」という想いで，馬の取り扱いをしっかりして
いったことが，現在のせりの活況につながっていると
思います。
先ほど申しましたが，お客様にどうやって若馬のす
ばらしさ，良い面をアピールするかということも，非
常に大事なことだと私は思っています。その延長線上
として，BTCをはじめとした屋内の坂路馬場が日高地
区にできたことによって，調教育成技術が一気にレベ
ルアップしました。このように精神面と調教面で日本
の強い馬づくりが進められてきたと感じております。
しかし，ここがゴールではなく，まだまだ改善して
いかなければいけないポイントはたくさんあると思い

ました。基本的なところですが，勧誘活動がやはり大
事だということですね。
また，競馬学校で検疫を実施した後，東京競馬場に
移動するシステムがボトルネックになっていると耳に
しますが，その辺の仕組み作りについては，山中課長，
何かお考えがあればお願いします。
【山中】まさに私の仕事でして，我々もその点に関して
は真剣に取り組み始めたところであり，農水省動物衛
生課や動物検疫所と相談しながら進めていこうと考え
ております。現行の競馬学校でワンクッション置く検
疫方法と同等の安全性を担保する必要があります。そ
のためには，東京競馬場における配置場所や施設の構
造等に関して，役所の方々と検討を進めているところ
です。
【松田（芳）】ジャパンカップにかつてのように多頭数
の外国馬の参加があれば，非常に盛り上がると思い
ます。
【山野辺】JRAでは 1983 年に競走馬事故防止対策委員
会という委員会を発足させ，毎年事故のデータをとっ
ております。日本の競馬の芝は固く，高速馬場であり，
故障が多いというイメージを持たれがちなのですが，
実際にデータをとってみると，馬場の安定性や均一性
は非常に高く，タイムは出るけれども事故は起こりに
くい馬場であることがわかっております。このような
データも活用しながら，日本の馬場は安全な馬場とい
うことを，世界にもっとアピールするべきだと思いま
す。
【中西】海外と交流を深めていくのに，先ほど吉田さん
からもあったように，コミュニケーションというのは
非常に大事になってくると感じているのですが，短期
間で海外に行ってもなかなかコミュニケーションがと
れない。何年も何年もやっていくことによって，コミュ
ニケーションがとれるようになると感じるのですが，
松田薫さんはその辺はどのように思っておられますか。
【松田（薫）】コミュニケーションは，なかなか簡単に
はとれないものなのです。やはり何度も何度も繰り返
し連絡を取り合う，情報交換を長い期間かけて何度も
行うということが基本ではないかと思います。
種牡馬の購買に関する情報をいただく場合も，やは
り何度も会って，顔見知りになってはじめて，色々と
話していただけるようになります。日本産馬のプロ
モーションをする際も，例えばシンガポールに毎年行
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他国の開催も盛り上げなければならないと思います。
日本の競馬産業に色々な課題があるように，他国の競
馬産業にも課題があります。一方，日本で成功した点，
例えば JRAが取り組んできたマーケティング戦略はす
ばらしい。競馬場に行くと，家族連れや女性客を含め，
競馬ファンの多さに驚かされます。このような日本が
行ってきたマーケティング戦略について，フランスや
ケンタッキーの主催者に関心を持っていただくことで
自国の競馬産業の発展につながればと思います。その
ためには，公式な国際会議だけではなく，非公式な機
会においてもお互いに交流を図る必要があり，そのよ
うな交流の場を増やすことによって，より国際化が進
むのではないかと思っています。
【松田（芳）】どうもありがとうございました。
日本の国際化に向けた課題は残されており，人の国
際的交流，コミュニケーションが重要と感じました。
本日は長時間にわたり，ご聴講いただきまして誠に
ありがとうございました。最後に 5名の演者への拍手
をもって終わりたいと思います。

（編集・監修：松田芳和，石田信繁）

ますが，日本人というのは何か目標に向かったら本当
に一生懸命やる人種だと思っていますので，目標を見
つけて 1つ 1 つクリアしていくことで，さらに強い馬
作りの環境ができるのではないかと思っています。
【松田（芳）】どうもありがとうございました。
今回，国際化に向けた取組みについて，5名の方々
にお話を聞かせていただきました。最後に私からズバ
リ 1つお聞きしたいのですが，日本の競馬というのは，
現段階で真の国際化に至ったのかどうか。吉田さん，
持論で構いませんのでお願いします。
【吉田】国際化が進んでいるかと考えて，確実に進んで
いるという印象はあります。印象はあるのですが，海
外から見た日本競馬という観点からは，やはりまだ見
知らぬ国という側面はぬぐいきれていない，したがっ
て，取り組むべき課題は色々とあるのではないかと思
います。
それから，いま全世界的に競馬産業に関わる人材が
不足しつつあります。この傾向はイギリス，アイルラ
ンドに限らず，アメリカでもそうです。したがって，
国際競走を開催するにあたっては，日本だけではなく
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『ばんえい競馬今昔物語』
著　者：古林英一
発行所：クナウマガジン
定　価：680 円（税別）　A6 判　218 頁

デビュー戦から無傷の 7連勝，2着 1回を挟みさらに 19 連勝を記録
した名馬サカノタイソン。生涯勝鞍 3,299 勝，最高峰のレース「ばん
えい記念」を 6回制覇した騎手金山明彦。重種の馬がパワーを競い合
う世界的にも希有な競馬，ばんえい競馬の歴史を彩るスターホース，
スタージョッキーたちです。おまけに，ばんえい競馬の歴史を変えた
とされる偉大な輸入種牡馬まで存在しています。ばんえい競馬は，サ
ラブレッドによる競馬にも匹敵しうる豊かなストーリーにあふれてい
ます。
さてこのたび，ばんえい競馬の全体像を俯瞰できる，大変わかりや
すい書籍が出版されました。著者はヒポファイル編集委員でもある古
林英一氏。ご存知のように氏は本誌にも何回か，ばんえい競馬に関す
る論考を寄稿されてきています。著者はそうした論考を基礎に，より
幅広い読者に向けて文庫サイズのこの本を書き下ろしました。
まずは入門書風に「ばんえい」の意味の解説から始まります。そして馬装，コースの形状，ルールについて要
点をもらさない記述が続きます（たとえば，ばんえい競馬のフィニッシュは，馬の鼻先がゴールラインに到達し
たときではなくソリの後端がラインを過ぎたときですが，その理由にもなるほどと納得させられます）。
本書にはそのあと，ばんえい競馬黄金期の名馬，名ジョッキーの数々のエピソードが綴られます。ばんえい競
馬は最盛期，帯広，旭川，岩見沢，北見の４競馬場で巡回して開催され，売り上げは 323 億円に達しました。
ところが日本経済のバブルが崩壊し，売り上げが急速に落ち込み，ばんえい競馬の存廃問題が浮上します。こ
の経緯についても，詳細が記されています。ばんえい競馬の廃止が現実問題となると，各地で存続への運動が始
まりました。帯広での活動の中心を担った著者の筆は特に熱がこもっています。最終的には行政の創造力と決断
で，帯広市だけで継続されることとなり現在に至っています。廃止の瀬戸際までいったことの反省，今後に関す
るいくつもの提言も読みどころといえます。
本書は，ばんえい競馬をテーマにしたものですが，著者が前書きでも述べているように，馬券検討の材料には，
ほぼなりません。しかし，ばんえい競馬を見る目を変え，行ったことのない人をこの競馬に強く誘い込む力を持っ
ているといえるでしょう。また，版元が帯広の出版社というところも好感されます。

（楠瀬　良）
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原　著

日本の健康なサラブレッド競走馬から分離された
基質拡張型β- ラクタマーゼ産生大腸菌 ― Eddy 
SUKMAWINATA1，佐藤　航 2，三苫修也 1，神田卓弥 1，
草野寛一 3，上林義範 4，佐藤　岳 4，石川裕博 4，後藤義
孝 1,2，上村涼子 2，末吉益雄 1,2,5（1宮崎大学大学院医学
獣医学総合研究科，2 宮崎大学農学部獣医学科，3日本中
央競馬会栗東トレーニングセンター，4日本中央競馬会美
浦トレーニングセンター，5 宮崎大学産業動物防疫リサー
チセンター） …………………………………………… 47

基質拡張型 β-ラクタマーゼ産生大腸菌（ESBLEC）
は，医療および獣医療域において将来的に脅威となり
うる。馬の獣医療においても同様であるが，これまで
国内の馬を対象にした ESBLECの分離調査報告はない。
そこで，我々は日本における健康なサラブレッド競走
馬から ESBLECの分離を試み，その性状について調査
した。2017 年 3 月～2018 年 4 月に，JRA日本中央競馬
会のトレーニングセンターに収容された 147 頭から糞
便を採取した（美浦トレーニングセンターから 103 頭
および栗東トレーニングセンターから 44 頭）。採取し
た糞便を 1 µg/mlセフォタキシム添加マッコンキー寒
天培地に塗抹接種し，ESBLECを分離した。分離株の
ESBL遺伝子を PCR検出し，保有株についてシークエ
ンス解析を行った。さらに，接合試験を行い，伝達頻
度を求めた。本調査において，12 頭の馬（8.2％）から
24 株の ESBLECが分離された。すべての ESBLECで
blaCTX-M-2 の保有を認め，そのうち 9株では blaTEM-1 の保
有も認めた。13 株中 8 株で，接合試験により blaCTX-M-2

遺伝子の水平伝達を認めた。ESBLECは供試した βラ
クタム系抗生物質に全て耐性を示し（100％），トリメ
トプリム（66.7％），ストレプトマイシン（62.5％），テ
トラサイクリン（25.0％），オキシテトラサイクリン
（25.0％）の順に耐性を示した。本研究では，競争馬が
ESBLECのレゼルボアとなることを明らかにした。

ドーピング検査を目的とした LC-HRMS による運動後ウ
マ血漿中代謝物の変動解析―植田俊樹 1，戸崎晃明 2，
野澤聡司 1，木下賢治 1，側原　仁 1（1競走馬理化学研究
所薬物分析部，2競走馬理化学研究所遺伝子分析部） … 54

近年，競馬産業では遺伝子・細胞治療といった新規
技術を違法に利用することへの懸念が高まっている。
それらへの抑止力として生体試料中の代謝物を網羅的
に解析するメタボロミクスに注目が集まっている。し
かし，一般的に安静時と運動時ではウマ生体中の生理
的条件が異なると考えられるため，適切なバイオマー
カーの発見が困難となる可能性がある。そこで，安静
時（Resting state）とレース後ドーピング検査採材時
（SAD）の 2つの条件下のウマ血漿代謝物の相違を理解
するために，それぞれ 30 サンプルを LC-HRMSで分析
して血漿中代謝物を比較した。血漿から 5,010 ピーク
が検出され，その内 1,256 ピーク（約 25％）に KEGG

番号が付加された。主成分分析の結果，Resting state群
と SAD群の群間で代謝物の組成が異なることが示唆
された。特にイノシン，キサントシン，尿酸，アラン
トインといった激しい運動によって誘発される代謝物
が SAD群で顕著に増加していた。また，激しい運動に
よって影響を受けない代謝物も多数同定された。これ
らの結果は，従来法で検出が困難なドーピング物質を
検出するためのバイオマーカーの探索に寄与するもの
と考えられた。

短　報

馬増殖性腸症の臨床診断指標としての血清総タンパク濃
度基準値―上野　泰 1,2，上村涼子 2，丹羽秀和 3，樋
口　徹 4，関口　敏 2，佐々木羊介 5，末吉益雄 2（1KM 
バイオロジクス株式会社，2 宮崎大学農学部獣医学科，
3日本中央競馬会競走馬総合研究所，4みなみ北海道農業
共済組合，5 宮崎大学農学部畜産草地科学科） ……… 61

馬増殖性腸症（EPE）は Lawsonia intracellularis感染
に起因する馬の消化器疾患である。本疾病は離乳後の
子馬に好発し，本疾病を強く示唆する臨床病理学的所
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野間馬における血液および血液生化学検査の基準値―
小野哲嗣 1，山田　裕 1，畑　明寿 1，下川（見山）孝子 1，
芝野健一 1，岩田恵理 1，大澤恵美 2，北川　均 1（1岡山
理科大学獣医学部，2 野間馬保存会） ………………… 67

野間馬は，今治市野間地方に限定して飼育される日
本在来馬の一種である。我々は，基準値を設定する目
的で，今治市公共牧場で飼養される 39 頭の臨床的に健
康な野間馬の成馬において血液および血液生化学検査
を実施した。野間馬の血液学的および生化学的検査結
果は，概ね米国の馬の正常値の範囲内であった。野間
馬は，日本の競走馬に比べて赤血球項目が低値であり，
木曽馬の報告と同様に肝胆汁酵素活性が低かった。木
曽馬との比較では，野間馬の赤血球項目およびトリグ
リセリド濃度は高値で，クレアチニン濃度は低値を示
した。本研究は，野間馬の血液学的および生化学的検
査基準値に関する最初の報告であり，野間馬の管理の
向上に寄与することができる。

見として低タンパク血症がある。ただし，EPEの臨床
診断指標としての血清総タンパク（TP）濃度基準に関
する信頼できる報告はない。本研究では，EPEの臨床
診断指標としての TP濃度の基準値を統計学的に算出
することを目的とした。北海道日高地方のサラブレッ
ド馬牧場 65 戸由来の有症状馬 99 頭と無症状馬 35 頭か
ら採取した糞便と血液を本研究に供試した。糞便に対
しては分子生物学的検査として quantitative polymerase 

chain reaction assay（qPCR），血清については TP測定
および血清学的検査として間接蛍光抗体法（IFA）を実
施した。その結果をもとに，ロジスティック回帰分析
で TP濃度基準を統計学的に求める最適モデルを決定
し，当該モデルにおいて受信者動作特性（ROC）曲線
解析を用いて TP濃度基準を算出した。臨床症状を呈
す子馬における EPEの診断指標としての最適な TP濃
度基準値は 4.8 g/dl以下と決定された。また，本研究
で決定した基準値を評価する各スコア（感度：95.1％，
特異度：90.9％，カッパ係数：0.77）は全て優れた値を
示した。つまり，子馬が臨床症状を呈し，かつ TP濃
度が 4.8 g/dl以下であった時に，EPEを発症している
可能性が高いことが示唆された。我々の TP濃度基準
は，EPEの臨床診断において効果的なアプローチとな
ると考えられた。
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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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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。

投稿原稿送付先
Hippophile編集事務局宛に e-mailもしくは郵送でデータを
送付のこと。（投稿された原稿は返却しませんので予めご
了承ください。）
e-mail: hippo@ipec-pub.co.jp

〒 170-0002　東京都豊島区巣鴨 1-24-12
（株）アイペック内　Hippophile編集事務局

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



Hippophile, No. 78, 2019
2019 年 9 月発行

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

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

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

編集後記

本誌冒頭にあるように，本学会 2代目の会長上原伸美氏が逝去されました。数年前にある会合でお会いしたと
き，編集子が「JRAをこのたび定年になりました」とご挨拶したら，「君が定年とは俺も年取るわけだ。ハハハハ」
とおっしゃったときのあたたかい笑い顔を思い出します。若かりし筆者が JRAに採用されたとき，氏は馬事部長。
壮年期でばりばり仕事をされていました。つつしんでご冥福をお祈りします。
　
さて今号は，第 31 回学術集会において本学会と JRAの共催で開催されたシンポジウム「競馬産業の国際化
―これまでの取り組みと将来―」の講演録を特集しました。それぞれの演者の講演録を読んでいただければ，一
口に国際化と言っても，日本の競馬が今の姿になるまでに，いろいろな施策や取り組みが行われてきたことがよ
くわかります。ところで編集子が JRA競走馬総合研究所で仕事を始めたのは 1982 年，第 2回目のジャパンカッ
プの年でした。当時研究所では運動科学研究室が中心になって，ジャパンカップで来日した一流の競走馬たちが
競馬に向かってどんな管理がなされているかを調査していました。しつこいと思われるほど時間をかけるウォー
ミングアップやクーリングダウンなど，さまざまなことが話題になりましたが，特に筆者にとって印象的だった
のは，海外の競走馬はなんておとなしいのだろうということでした。この印象が，その後の筆者の仕事の原点に
なったような気がします。

書籍紹介として古林英一さんの『ばんえい競馬今昔物語』をとりあげました。ばんえい競馬のゴールインは，
馬の鼻先でなくソリの後端がフィニッシュラインを通過したときなのですが，その理由は，この競馬がもともと
荷物を運ぶ競走にあったためです。すなわち目的地点まで荷物を運びきったときがゴールインとされているので
す。

 （編集委員長　楠瀬　良）


