
◎◎◎　第 33回学術集会の一般講演応募について　◎◎◎

※第 33回学術集会は，状況によって中止や講演方法の変更等になる可能性がございます。予めご承知おきくだ
さい。最新の情報は日本ウマ科学会 HP にて更新させていただきます。

1．一般講演の募集期間：2020年 9月 1日（火）～ 2020年 9月 30日（水）（厳守）
2．  演　題：ウマに関するものであれば，分野を問いません。原則として先着順に受付けます。
3．  演　者：1人 1題。ただし会員に限ります。
4．  講演時間：発表は 7分以内，討論は 3分以内です。持ち時間（10 分）を厳守してください。
5．  講演の申込方法：6.の作成要領に従ってMicrosoft® Wordで作成した講演要旨を下記学会事務局宛にご送付願
います。

【学会事務局】
　　　　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
　　　　Tel: 0285-39-7398　　Fax: 0285-44-5676
　　　　e-mail: kondo@equinst.go.jp

　　　　学術集会担当：近藤高志（JRA総研　企画調整室）
6．講演要旨作成要領
 1）講演要旨の作成には，書式の雛形（日本ウマ科学会 HPよりダウンロード）を使用してください。
　　（ファイル名の【○○】に演者名を入れてください）
 2）雛形の規格
　　（1）用紙サイズ：A4 縦，横書き
　　（2）余白：上下 20 mm，左右 20 mm

　　（3）文字数・行数：本文は 28 行（タイトル，担当者，その下の空白行を含めて 33 行）
　　　　※講演要旨【雛形】のWordファイルは，以下の設定になっております。
　　　　「ページレイアウト」－「ページ設定」－「文字数と行数の指定」－「行数だけを指定する」
　　（4）文字の大きさ：演題名はMSゴシック 13 ポイント
　　　　　　　　　　　演者名はMS明朝 Century11 ポイント
　　　　　　　　　　　　　　　所属名はＭＳ明朝 Century10 ポイント（所属番号は上付き）
　　（5）本文の字体：ＭＳ明朝，英数字は Century，12 ポイント
　　　　ただし，【背景と目的】【材料と方法】【結果】【考察】などはＭＳゴシック
　　（6）文字揃え：演題名，講演者名，所属は中央揃え，本文は左揃え
 3）発表者の書き方
　　（1）演者名の前には「○」　担当者間は「、」で区切る
　　（2）名前の右上に所属番号を付し，番号に該当する所属を名前の下に記載
　　　　例）　○日本太郎

1
、東京次郎

2
、大阪志郎

3
、福岡吾郎

1

　　　　　 　
1
日本ウマ研究所、

2
世界大学ウマ科学部

　　　※所属が 1ヶ所のみの場合は，右上の所属番号は表記しない。
 4）本文の書き方
　　（1）  【背景と目的】【材料と方法】【結果】【考察】（後 2者は【結果と考察】でも構わない）に分けてください。

症例報告やその他の場合については，これに限らず適宜工夫してください。
　　（2）Windows®10 以外で作成した場合は，Windows®10 で上記の規格に体裁を整えてください。
　　　　＊氏名と，連絡先の住所，電話番号，メールアドレスを明記してください。



7．  発表スライド：液晶プロジェクター 1 台（スライドサイズ 4:3）および PC（Microsoft® PowerPoint® 2019: 
Windows®10）を事務局で準備します。円滑な進行のため，発表スライドを添付した電子メール（8 MB程度
まで添付可能），インターネットによる大容量ファイルの無料送付サービスの利用，または発表スライドを保
存した電子媒体（CD，USBメモリ等）を 11 月 12 日（木）までに下記学会事務局宛にご送付願います。

8．  優秀発表賞への応募
　一般講演の中から，講演要旨により優秀発表賞候補講演を選抜し，最優秀発表賞ならびに優秀発表賞を審査し
て表彰します。応募を希望する方は，申込用紙に必要事項を記載し，講演要旨と一緒に提出してください。なお，
優秀発表賞候補講演は，学術集会 2日目（12 月 1日）の午前の時間帯に行われる予定ですので，この時間帯に発
表できることが応募の条件となります。ご不明な点がございましたら，事務局までメールでお問い合わせください。
　（申込用紙は，HPよりダウンロードしてください。）
9．  第 33 回日本ウマ科学会学術集会について
　会期：2020 年 11 月 30 日（月）～ 12 月 1 日（火）
　会場：KFC Hall & Rooms（国際ファッションセンター）
　＊ プログラムの詳細は決まり次第，HP（jses.equinst.go.jp）に掲載致します。

（講演要旨書式の雛形）



日本ウマ科学会「認定馬臨床獣医師」認定のための
第二回認定試験のご案内

　日本ウマ科学会は，我が国の馬臨床獣医師が備えるべき専門知識と臨床技術に関する最新の水準を明示し，馬
臨床獣医師の質的レベルを一般社会に広く開示することを目的に，会則第 3条 5項に基づき，2019 年から馬の臨
床を専門とする獣医師の認定を行っております。つきましては，第 2回認定試験を下記のとおり実施します。

1 試験の日時
2020 年 12 月 1 日（火曜日） 13:10-14:10（60 分間）
第 33 回日本ウマ科学会学術集会に付帯して開催

2 試験の場所
KFC Hall & Rooms (Room 103, 10F)

〒 130-0015 東京都墨田区横網（よこあみ）一丁目 6番 1号
（都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1 出入口より徒歩 0分）

3 試験の種類等
（1）試験の科目

試験科目は別に定める認定馬臨床獣医師モデル・コア・カリキュラム項目（Competences for VETCEE 

accredited equine programs）ならびに関連項目より出題する。
（2）試験の出題数

試験は合計で 50 問とする。
（3）試験の方法

多肢選択方式による。

4 受験資格
次の各号に示す条件をすべて満たした者について受験を認める。
（1）本会の会員であること
（2）馬専門の臨床獣医師として 5年間以上の職歴を有すること

5　認定登録
認定試験に合格した者については，本会会長が認定証を交付し，認定馬臨床獣医師台帳に記載登録する。

6　認定の効力
認定は 5年ごとに更新手続きを行わなければ，その効力を失う。

7　受験手続
（1）提出書類等

ア　受験申込み票
イ　履歴書（研究歴を含む市販 A4 版，写真添付）
ウ　受験料を所定の銀行口座に振り込み，その振込みを証明する書類のコピー



（2）受験手数料
① 受験手数料は，10,000 円とする。
② 提出書類等を受理した後は，受験手数料は返還しない。

（3）振り込み先
みずほ銀行
山口支店（店番号 643）
口座番号：（普通）3003142
名義：日本ウマ科学会臨床委員会

（4）提出書類等の受付期間及び提出場所
① 提出書類等の受付期間は 2020 年 9 月 1 日（火曜日）から同年 10 月 30 日（金曜日）までとする。
②   提出書類等の受付場所は認定事務局株式会社アイペック（〒 170-0002　東京都豊島区巣鴨 1-24-12）とす
る。2020 年 10 月 30 日（金曜日）までの通信日付印のあるものに限り，受け付ける。

（5）受験票の交付
受験票は，2020 年 11 月 13 日（金曜日）までに送付する。この送付日を数日過ぎても受験票が届かなかった
ときは，認定事務局である株式会社アイペック（TEL：03-6822-9767（直通））まで連絡すること。

8　合格者の発表
試験の合格者は，2021 年 1 月 6 日（水曜日）以降に認定証を郵送する。不合格者にはその旨を郵送する。

9　その他
（1）  やむを得ない事由が生じたときは，試験の場所若しくは期日を変更し，又は試験を中止することがある。そ

の場合は，その旨を公示し，又は通知する。
（2）問い合わせ先：  認定事務局株式会社アイペック（〒 170-0002　東京都豊島区巣鴨 1-24-12，  

TEL：03-6822-9767，E-mail：okawa@ipec2.jp）



※　受験申込み票

日本ウマ科学会認定馬臨床獣医師認定試験

第 2回：2020 年受験申込み票

受付番号：

（記入しないこと）

日本ウマ科学会会員番号： 獣医師免許番号：

ふりがな

氏　　名

男・女 生年月日 年　  　月　  　日   生

本　籍 都・道・府・県

現住所等

（連絡先）

〒

所属（職名）

最終学歴 年　 　　月　　            　　　　大学　　　            　　　　　　学科卒業

＊馬臨床履歴

証明獣医師　氏名

（所属・役職）

馬臨床従事期間　　　年　　月～　　　年　　月；学部在学期間除く

　上記の従事期間に間違いないことを証明します。

　　　氏名：　　　　　　　　　印　　所属：　　　　　　役職：

　証明者の獣医師免許番号：

学位

博士号／修士号

博士（　　　　　年　  　月，　          　　　　大学）

修士（　　　　　年　  　月，　          　　　　大学）

事務局使用欄
確認済／要照会

※　（注意：年月日はすべて西暦で記入，原寸コピーして使用のこと）

※　＊馬臨床履歴の証明者は，すでに認定馬臨床獣医師の資格を取得した者に限られます。



　日本ウマ科学会では，海外におけるウマ関連の学術的・文化的活動を目的に渡航する会員に対して，海外渡航
支援事業内規に基づき，その経費の一部を支援しております。下記の募集要項のとおり，当該事業の支援対象者
を毎年公募致しておりますので，支援を希望する会員は所定の方法によりご応募ください。

＜募集要領＞
支 援 目 的　：  海外で開催されるウマの科学や文化等に関する学会への参加や学術的ならびに文化的調査等のた

めに渡航する会員の経費の一部を会費の一部から支援し，国際交流の促進ならびに最新のウマ科
学・文化情報の収集と共有化を図ることを支援目的とします。

 

支 援 対 象　：（1）  ウマに関する学術，文化あるいは技術の情報交換を目的とする海外の諸行事への参加を目的
とした渡航

　　　　　　　（2）ウマに関する学術的並びに文化的調査等を目的とした渡航
　　　　　　　（3）その他，本学会が必要と認めた渡航
 

応 募 締 切　：前期：11 月 1 日～翌年 4月 30 日　締め切りは 9月 30 日
　　　　　　　後期： 5 月 1 日～ 10 月 31 日　締め切りは 3月 31 日
 

支 援 者 数　：前後期いずれも 2名以内（自然科学系 1名，文科系 1名）
 

支　援　額　：1件につき 10 万円
 

支援者の義務：  この支援を受けた方は，参加した諸行事の内容あるいは調査した成果等を，本人顔写真およびプ
ロフィール（200 字以内）とともに，帰国後 1ヵ月以内に本学会和文誌『Hippophile』あるいは本
学会機関誌『Journal of Equine Science』に投稿する義務があります（本文 3,000 ～ 15,000 字）。

 

応 募 方 法　：支援希望者は申請書に必要事項を記入の上，事務局へ送付してください（FAX・メール可）。

　　　　　　　申請書（Word）は以下 URLよりダウンロード可能です。
　　　　　　　http://jses.equinst.go.jp/common/sysfile/finder/files/app%281%29.docx

支援者選考　：申請内容を基に支援者を審査選考し，本人に連絡します。
 

問い合わせ先：日本ウマ科学会事務局（電話・FAX・メール可）
 

　　　　　　　〒 329-0412　栃木県下野市柴 1400-4
　　　　　　　JRA競走馬総合研究所内・日本ウマ科学会事務局
　　　　　　　TEL. 0285-39-7398　FAX. 0285-44-5676　
　　　　　　　e-mail: e-office@equinst.go.jp

お知らせ
ウマに関する海外渡航支援希望者の募集
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 Hippophile No. 81

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）
  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）
  近藤　高志（JRA競走馬総合研究所）
  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. 81

1

はじめに
猪熊弦一郎（1902-1993）（図 1）は未知の可能性を
求めて，生涯現役でカンヴァスに向き合い続けた画家
である。およそ 70 年にわたる画業の中で，時代の移り
変わりや環境の変化，様々な人との出会いに呼応する
ように，柔軟かつ大胆に画風が変化し続けた。そして
晩年には，具象や抽象の枠組みにとらわれない独自の
画境に到達している。また，絵画制作以外にもパブリッ
クアートなどに積極的に取り組み，JR上野駅中央コン
コースにある壁画作品≪自由≫（図 2）や，終戦直後
から昭和 62 年（1987）まで 40 年間にわたって手がけ
た雑誌「小説新潮」の表紙絵，白地に赤の楕円が印象
的な三越の包装紙「華ひらく」のデザインを手がけた
ことでも知られている。
猪熊の作品は，形に対するこだわりや色のせめぎあ
い，少年のような好奇心と探究心に満ちている。その
眼差しは，人の顔，動物，都市，そして宇宙に至るま
で様々なモチーフに注がれた。なかでも，画家が生涯
にわたって好んで描いたモチーフのひとつが「馬」で
ある。そして，馬はしばしば「女性」の姿とともに描
かれた。猪熊は馬について「神様が作られた作品の
中でも傑作の中の傑作 1）」と述べ，また女性について
も「あんなに完全にバランスをもった美しい立体はな
い 2）」と語っている。猪熊にとって両者は魅力に満ち
たモチーフであり，組み合わせて描くことで両者が呼
応する美しさを見出したのである。
平成 30（2018）年秋，こうした猪熊の美意識にもと
づく作品を集めた展覧会「猪熊弦一郎展 馬と女性た
ち」を馬の博物館で開催した。本稿では，この展覧会
に出品された作品の一部とともに，自らの可能性を勇
敢に追い求め続けた猪熊の画業をご紹介したい。

初期作品
猪熊弦一郎は，明治 35 年（1902）香川県に生まれた。
幼い頃から絵を描くことが好きで，小学校時代には図
画の時間に先生に代わって絵を教えるほど上達してい
た。この頃，猪熊が馬を好きになるきっかけがあった。
それは，善通寺尋常高等小学校の窓から陸軍第十一師
団の騎兵隊の様子が見えたことだった。この経験につ
いて，猪熊は次のように語っている。「学校の窓から
騎兵隊の訓練の様子が手にとるようにわかる。私はそ
の馬の美しい姿が好きでたまらなかった。そして馬の
持っているあの独特のにおいが好きだった。そのころ，
姿の美しい馬ほどよく駆けよく跳ぶことを私は知った。
むずかしくいえば様式美と機能美は一致するものだと
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猪熊弦一郎と馬

廣瀬　薫

廣瀬　薫（ひろせ　かおる）
1987 年福岡県生まれ。JRA競馬博物館 学芸員。2009
年立命館大学文学部人文学科卒業後，筑前町立大刀洗
平和記念館勤務を経て，2015 年に公益財団法人馬事文
化財団へ入職。2018 年に馬の博物館秋季特別展「猪熊
弦一郎展 馬と女性たち」を担当。2019年6月より現職。

馬事往来

図 1.　 猪熊弦一郎　平成 3年（1991）アトリエにて
（撮影：高橋　章）
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いうことを目のあたりに納得したのである 3）」この文
章から，猪熊少年が遠目から馬の姿や能力の良し悪し
を判別できるほど，熱心に馬を観察していたことがう
かがえる。後年，猪熊の絵画にはたびたび馬が登場す
るようになる。
大正 11 年（1922），東京美術学校（現 東京藝術大
学）に進学し，日本洋画壇の重鎮である藤島武二に学
ぶ。在学中に妻，文子をモデルに描いた≪婦人像≫
（図 3）が帝展初入選を果たすと，その後も妻をモデ
ルとした女性像を中心に順調に入選を重ね，昭和 8年
（1933）に晴れて帝展無鑑査となった。ところが，同
10 年（1935）に美術界の国家統制を目論んだ帝展改組
が行われると，猪熊ら若手芸術家は翌年帝展を脱退し
「反アカデミックの芸術精神」を掲げた新制作派協会
（現 新制作協会）を旗揚げする。中央画壇と距離を置
いたことをきっかけに，猪熊の人物表現は鮮烈な色彩
と強調された輪郭線による形態の簡略化が進んでいっ
た。この新制作派協会の記念すべき第 1回展には≪馬
と裸婦≫（図 4）が，第２回展には馬がモチーフとなっ
た≪夜≫（図 5）が出品されている。≪馬と裸婦≫は，

図 2.　JR 上野駅中央コンコース壁画≪自由≫　昭和 26年（1951）完成，現在も観ることができる（撮影：高橋　章）

図 3.　 ≪婦人像≫　大正 15／昭和元年（1926）油彩・カンヴァス
117.4× 91.3 cm
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のであり，この頃からすでに馬と女性という二つのモ
チーフを組み合わせることが意識されていたことがわ
かる。

縞馬と裸婦が互いに輪郭線を強調し堂々たる存在感で
描き出された作品で，≪夜≫についても≪昼≫≪黄
昏≫という女性群像とともに三部作として描かれたも

図 5.　≪夜≫　昭和 12年（1937）油彩・カンヴァス　197.5× 289.5 cm

図 4.　 ≪馬と裸婦≫　昭和 11年（1936）油彩・カンヴァス　182.3× 291.5 cm   
※馬の博物館での展覧会には不出品（所蔵および写真提供：愛知県美術館）
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ろうか。しかし，戦火が迫る中で最後まで描き続けた
≪マドモアゼルM≫（図 7）は猪熊の写実表現におけ
る代表作となるなど，画家として大きな収穫を得たパ
リ留学であった。

色と形の模索
戦時中の猪熊は，軍部からの命令で中国やフィリピ
ン，ビルマなどに派遣され，現地の風俗や鉄道建設の
記録画などを残し，疎開先の神奈川県吉野町（現相模
原市緑区）で終戦を迎えている。戦争という暗い時代
に対する反動なのか，戦後間もない時期の作品は鮮や
かな色彩の女性像が多く見られる。パリ時代に熱心に
学んだマティスの影響が色濃く残る作品であり，のち
に猪熊自身が語っている通りこのマティスの影響は長
年尾を引いていた。しかし，猪熊が自分自身と向き合
うにつれ，徐々にその鮮烈な色彩はくすみ始め，次第
に具象を離れて形態を分割したような抽象へと転じて
いく。そして，≪馬と道化≫（図 8）においては，完
全にキュビスムに振り切った画風を試みている。キュ

憧れのパリへ
昭和 13 年（1938）7 月，35 歳の猪熊は長年の夢で
あったパリ留学を果たした。現地で面会したフォービ
スムの画家，アンリ・マティス（1869–1954）に深い感
銘を受け，この時期の作品にはその影響が顕著に表れ
ている。また，パリ滞在中「三度の飯よりシルクが好
き」と日記に記すほど，猪熊は大のサーカス好きであっ
た。フランスのサーカスでは馬による曲芸が行われて
おり，猪熊が特に魅せられていたのは騎乗する女性の
姿であったという。≪馬と女性≫（図 6）においては，
曲馬用の長鞭を手にしていると思われる女性たちが，
まるで舞台裏のような薄暗い空間に馬とともに描かれ
ている。
滞欧中，様々な画風を試すなど充実した留学生活を
送っていたのも束の間，昭和 15 年（1940）6 月，戦争
の激化によりわずか 2年で帰国を余儀なくされる。当
時の画家にとってパリへ行くということは，単なる憧
れではなく生涯の目的のようなものであったというか
ら，その地を去ることはどんなに無念の思いだっただ

図 6.　 ≪馬と女性≫　昭和 15年（1940）油彩・カンヴァス
72× 60 cm

図 7.　 ≪マドモアゼル M ≫　昭和 15年（1940）油彩・カンヴァス  
81.2× 65.4 cm
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馬と女性
ところで，ニューヨーク時代にはカンヴァス作品に
馬や女性が描かれることはなかったようである。しか
し，渡米後も担当し続けていた雑誌「小説新潮」の表
紙絵には，馬と女性を描いたものがあり（図 9），以下
はその絵に寄せた猪熊の文章 4）の一部である。
「馬を描いていると若い女性の肢体を考える事があ
る。頭につけたゆたかなたてがみ，美人を思わせるよ
うなととのった顔（長い顔は姿態全体からの釣合い），
やわらかくはりを持った胴体の曲線，延びた前脚。美
しく創作された立体である。私は競馬に時々行ったが，
これは美しい馬を見るためであった。」
この文章から，猪熊が馬を描く際に女性の姿を連想
していたことがわかる。そのため，必然的に馬と女性
を組み合わせた構図が多いのである。それは，初期作
品のみならず，晩年にあたる昭和 61 年（1986）から
翌年にかけて描かれた馬と女性の大量のドローイング
（図 10）にも見られる特徴であることから，生涯変わ
ることのない美的感性であったことがうかがえる。

具象も抽象も越えて
昭和50年（1975）夏，体調不良のためやむなくニュー
ヨークのアトリエを閉めると，寒さを避けるためにハ
ワイと東京を拠点とする生活に変わった。すると，ハ
ワイの美しい自然や明るい陽光の中に身を置いたため
か，ニューヨーク時代には直線的だった線や形はゆっ
たりした不定形へと移ろい，色彩もより明るく鮮やか
に変化した。やがて猪熊の関心は宇宙へ向かい，自由
自在な色や形でカンヴァスが満たされるようになった。
再び具体的なモチーフが描かれるようになるのは，
昭和 63 年（1988），最愛の妻文子の死去の前後である。
猪熊は文子を失ったその空虚を埋めるように顔を描き
始めた（図 11）。そして，晩年にかけて次第に鳥，犬，
植物などのモチーフが再び登場するようになり，馬や
女性も描かれるようになった（図 12）。しかし，それ
らは猪熊にとって意味を持ったモチーフではなく，「形
の集まり」であった。それらを画家自身が最も美しい
と感じるバランスで描くことで，具象や抽象といった
枠組みを超えた猪熊独自の自由闊達な絵画表現に到達
したのである。

ビスムは，マティス同様猪熊が最も尊敬する芸術家の
ひとりであるパブロ・ピカソ（1881-1973）が中心と
なった芸術運動である。敬愛するマティスの影響から
脱しようと，猪熊は様々な画風を試しながら自分自身
の色と形を模索し続けた。

ニューヨークでの転換点
やがて終戦から10年後の昭和 30年（1955）に猪熊は

自らの画業を見つめ直すため，再びパリへ旅立った。し
かし，途中立ち寄ったニューヨークの街の熱気に魅せら
れ，思いがけず同地で 20 年間制作を続けることになる。
渡米時すでに 50 歳を過ぎていたが，ニューヨークで一
から勉強し直せることに大きな喜びを覚えるとともに，
世界中から集まった現地のアーティストたちと盛んに
交流を持ちながら精力的に制作活動を行っている。こ
の間の作風は，埴輪などの日本的モチーフにインスピ
レーションを得たものや，「混乱と秩序」をテーマに幾
何学形を用いて都市のエネルギーを表現したものなど，
日本にいた頃とは大きく異なる抽象表現を展開してい
る。この頃には，マティスの面影もなくなっていた。

図 8.　 ≪馬と道化≫　昭和 30年（1955）油彩・カンヴァス
117× 91 cm
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図 10.　 題名不明　昭和 62年（1987）アクリル・紙　17.7× 16.1 cm 図 11.　 ≪顔 80≫　平成元年（1989）アクリル・カンヴァス　194× 194 cm

図 9.　 七月の馬　「小説新潮」表紙絵原画　昭和 41年（1966）7月号掲載　水彩・紙　15× 14.7 cm



Hippophile No. 81

7

無事開館を見届けると，2年後の平成 5年（1993）5 月
17 日，90 歳で最愛の妻文子のもとへ旅立った。

〔註〕
 1） “七月の馬” 「小説新潮」1966 年 7 月号．
 2） “人体デッサン（1）”「教育美術」（11巻5号）1950年5月号．
 3） 猪熊弦一郎「私の履歴書」日本経済新聞　1979 年 1 月．
 4） 註 1に同じ

全ての猪熊弦一郎作品：Ⓒ公益財団法人ミモカ美術振興財団
作品の所蔵先および写真提供：丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
（図 4を除く）

参考文献
・ 『私の履歴書』（日本経済新聞 1979 年 1 月連載）丸亀市猪
熊弦一郎現代美術館，公益財団法人ミモカ美術振興財団，
2003 年 4 月．
・ 『猪熊弦一郎遺作展―青春の軌跡―』丸亀市猪熊弦一郎現
代美術館，1994 年．
・ 『生誕 100 周年記念 猪熊弦一郎回顧展』丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館，2003 年．
・ 『新装開館 20 周年 猪熊弦一郎展～絵には勇気がいる～』鹿
児島市立美術館，2005 年．

晩年の作品は，一見すると子どものように無邪気な
表現に思われるが，よく観察すると色の強弱や形の大
小など様々な要素を注意深く選択しながら画面を構成
していることがわかる。それでいて，この上なくのび
やかな表現ができるのは，生涯をかけて何度も画風の
変化を繰り返しながら，ようやく手に入れた境地なの
かもしれない。画家が一度完成させた画風を手放すこ
とは，とても勇気がいることである。しかし，猪熊は
それらを固持することなく，何度でも新しい可能性に
挑戦する勇気と，揺るぎのない美的感性を持っていた。
平成 3年（1991），故郷に丸亀市猪熊弦一郎現代美術
館（図 13）が開館した。猪熊自身がデザインした正面
エントランスの巨大壁画≪創造の広場≫には，猪熊が
幼い頃からその美しさに魅了され続けた馬が「生き物
の代表」として描かれ，現在も美術館の顔として広く
親しまれている。猪熊はこの美術館の設立に尽力し，

図 12.　 ≪黒い裸子と馬≫　平成 3年（1991）  
アクリル・カンヴァス　111.5× 96 cm

図13.　丸亀市猪熊弦一郎現代美術館　©Tadasu Yamamoto
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はじめに
ウマ属が家畜として順応するためには，まず人間や
使役に対する「慣れ」を獲得するための初期馴致を経
る必要があり，これは現在に至るまで数千年続いてい
る。筆者らは初期馴致が，ストレスを伴う学習として
エピジェネティック制御をもたらし，「慣れ」の獲得を
容易にしているという仮説をもとに調査・研究を始め
た。ニワトリやイヌを対象にした，家畜化におけるエ
ピジェネティック遺伝研究の進展 1，2）に後押しされた
ことは言うまでもない。
まず，伝統によって粗放的なウマ属家畜の管理を継
承する各地の牧畜民（移牧・遊牧），あるいは家畜を古
代よりほぼ同じ方法で馴致し続けてきたと思われる定
住民族らの手法を，ストレス管理の視点から解析した。
これは，馴致の効果あるいは達成を数値で表すと共に，
家畜化における人の介在方法の擬似的再現としても参
考になり得ると思われる。
本稿では，絶滅危惧種（CR, Red List）であるアフリ
カノロバがいまだ僅かに生息し，ロバ家畜化の原点と
もいえるアフリカ東部のスーダン，エチオピア，ソマ
リランドの 3カ国で 2016 ～ 2019 年にかけて調査した
ロバのそれぞれ興味深い馴致のあり方を報告したい。
ちなみに，家畜化は，紀元前 3000 年頃までにはアフ
リカ北東部で行われるようになったとされ，関与した
野生種は主にヌビアノロバ（Equus africanus africanus）
であるが，その他，絶滅種のロバやソマリノロバ
（E.a.somaliensis）の関与も mtDNAの解析から示唆され
ている 3）。

ヌビア：囲い込み拘束する―孤絶の馴致　 
エジプト南部からスーダン南北を縦断するように流
れるナイル川沿いは，砂漠の中のオアシス地帯の様相

を呈し，農業を営むヌビア人が居住している。家畜化
されたロバの野生原種がヌビア地方に多く生息したヌ
ビアノロバであることから，彼らがロバの家畜化を
行った人々の末裔であるとする説も広くとなえられて
いる。彼らはロバを駄載用ばかりでなく騎乗にも用い
ている（図 1）。ナイルの恵みを充分に受けて農業を営
む定住民らしく，彼らの性情は警戒心が薄く友好的で，
ストレスの少ない余裕の表情をいつも浮かべている。
自らのロバに対する知識に誇りがあり，こちらの聞取
りに答える様子にも迷いがない。
彼らが初期馴致を施すロバの年齢は 1.5 歳前後であ
る。馬における「人に対しても馬に対しても，警戒心
なく接することのできる年齢」は 1.5 歳とされ 4），い
わゆる「社会化期」と捉えることができるが，ヌビア
人の家畜ロバに対する理解も同様であることが分かる。
また，使役される母親と離されることなく行動を共に
することで，十分に人馴れした子ロバは，しばしばこ
の初期馴致の過程を省略することもあるという。
初期馴致は，前肢に綱を結び杭に繋ぐことから始ま
る。次にその縄で頸を結び付け，最後に頭部に端綱を
つけて杭に繋ぎ，拘束したまま小屋に隔離する（図 2）。
初期馴致には個体差はあるが約 3日から 1週間を要す
る。この間に水を飲ませるために端綱を引いて歩かせ
るなどしながら徐々に人に慣れていく 5）。彼らはこれ
を「人を知る段階」と表現する。拘束というストレス
から解放された快感時（水飲み）を人と共に過ごさせ
る点も重要なのだろう。次に，約 1週間の駄載訓練を
行い，最後の段階である乗用訓練に入る。乗用訓練は
必ずしもすぐに行われることはなく，体躯の成長を
待って 2歳以降に行う場合も多い。
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家畜化の原風景
―野生ロバの聖地にみる初期馴致―

木村李花子

木村李花子（きむら　りかこ）
1959 年生まれ。農学博士，学芸員。東京農業大学農学
部農学科卒業，名古屋大学大学院生命農学研究科後期
課程修了。東京農業大学・学術情報課程　兼　東京農
業大学「食と農」の博物館　教授。財団法人馬事文化
財団・馬の博物館，馬事文化研究所（インド）を経て，
現職。長く，野生・再野生ウマ属動物の社会構造やコ
ミュニケーション行動の研究に従事。現在は牧畜民の
家畜管理や，馴れと家畜化をテーマにしている。

馬事往来
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ド野生ロバ保護区が設立されている。牧畜民アファー
ル人が約 90％を占める州であり，遊牧，定住両スタイ
ルの生活様式が混在する。
ウシ，ヤギ，ヒツジ，ラクダが主な飼育家畜であ
るこの社会において，ロバは専ら水運び用に供され
る。ここでは遊牧，定住両牧畜民から聞き取り調査を
行ったが，馴致について共通していたのは，その開始
時期と，紐使いであった。馴致に適した年齢は概ね 1
～ 3 歳と認識されていた。初めに紐で前肢を縛り，次
に口に紐を通して下顎を縛る。抵抗する個体は耳も縛
る。「口縛り」は「AFITO」，「耳縛り」は「JORO」と
呼ばれる（図 3）。「口縛り」はハミのような拘束効
果を与えているが，一方で「耳縛り」がストレスを
神経生理学的に麻痺させていることは，馬の「NOSE 

TWITCH」，「EAR TWITCH」の解析 6，7）で明らかにさ
れている。これは未調教の馬の捕獲や診療・装蹄時の
保定に鼻捻子などを用いて行われる，世界中に見られ
る手法であるが，アファール族の初期馴致においては，
拘束によるストレスを麻痺によって軽減させていると
解釈できる。初期馴致の過程は，駄載馴致を含まなけ

アファール：縛りでストレスを麻痺させる―繋縛の馴致
エチオピア北西部のアファール州は，世界で最も暑
いといわれるダナキル砂漠に連なるアファール盆地が
ほぼ全域を占めている。ここには絶滅危惧種であるア
フリカノロバが少数生息し，1969 年にはマイル-セル

図 2.　石囲いの中で初期馴致される若ロバ（スーダン）

図 1.　ロバ騎乗が日常にみられるヌビア人の村（スーダン）
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いる。夕方，飼い主の女性が呼ぶと，ロバたちは撫で
てもらいたそうに目を細めながら戻ってきた（図 4）。
ここでは，ロバは女性と共にある家畜なのだ。

イサック：プレ・トレーニングを重視する―装着の馴致
ソマリアの民族は，氏族への帰属意識が高く，日本
でいえば武士団が群雄割拠するような様相である。そ
の中で，人口の殆どをイサック氏族が占め，最も治安
の良いソマリランド共和国で調査を行う機会に恵まれ
た。ロバと人の福祉 NGOを運営するアリ博士によれ
ば，近年産業の振興によって町の数が増え，遊牧民が
生産物を売るために町と放牧地を頻繁に往来するよう
になり，さらに町での一時的な仕事に従事する機会も
増えたという。そうなるとラクダに比較して小回りが
利き，管理に手のかからないロバの飼育頭数が増加す
るという。
昨年はひどい旱魃でロバを失ったと，ブラオからの
帰路に立ち寄った「枯れ川」という名の場所で牧民た
ちの話を聞いた。働けるロバの死は痛手だが，老齢で
働けないロバの遺棄もまた彼らの日常の出来事である。
ソマリランド西部，中央部，北部の計 19 地域からの
聞取りの結果からは，エチオピアのアファール族のよ
うな，耳縛りや顎縛りの実施は一例も確認できなかっ
た。端綱のように曳紐を頭部に強く絡せる「KEENO」
を用いた拘束方法が専ら主流である。この紐使いはラ

れば遊牧民が 3日程度，定住民でも 5日程度で終了さ
せている 8）。
今回の調査では初期馴致中の個体のストレスを計測
し，馴れの達成とストレス変化の関係を把握する検査
を試みた。10 頭のロバを対象とした初期馴致実施中の
3日間，ノルアドレナリン分泌の指標となる唾液アミ
ラーゼ活性度を，日に数回の馴致訓練の前と後に唾液
採取用チップで採取し簡易計測した。数値は訓練時に
上昇していたが，初期馴致が成功した個体は，最終的
にはアミラーゼ活性度が低い状態，つまりストレスに
慣れる，あるいはストレスを感じなくなる傾向を示し
ていた（木村私信）。アミラーゼ活性度が低くならない
個体は，実際の馴致作業でも，次の段階である駄載訓
練が先延ばしになるか，あるいは駄載の道具を着けて
も訓練を続けられなかった。
余談ではあるが，ロバ初期馴致における拘束の技法
については，第二次エチオピア戦争（1935-1941 年）
時の，エチオピア軍のラクダ調教師から，自分の体を
縛りながらの教示を受けることができた。日常生活の
中でも初期馴致は行われている。アファールの少女た
ちは毎日ロバを連れて水汲みに行くが，この時，子ロ
バは母ロバに 1日中従う。0歳時からこのような人と
の交流を経験したロバに対して，初期馴致はごく短い
か，あるいは行う必要がない場合もあるという。慣れ
の構築は女性たちとの日常生活や遊びの中でなされて

図 4.　遊牧民のロバは女性が管理する（エチオピア）図 3.　口縛りと耳縛りによる初期馴致（エチオピア）
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時に麻痺させる。この最もシンプルな道具と技による
圧倒的な効果は，大型動物の家畜化において，「慣れ」
を現出させる決定的な人的介入となったことは明確な
ようである。

謝辞　エチオピア調査の一部は，一般財団法人家畜学
研究所平成 29 年度一般研究補助金により実施された。
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クダの初期馴致と同様である。
また，女性達は，本格的な水運搬の訓練を行う以前
の，1～ 2 歳時に行うプレ訓練の重要性を強調してい
た。0歳時から母ロバと水運びに同道させる「プレ馴
致」と言えよう。背に布またはジュート製の鞍下風
「APCHAD」を載せて慣らす。その後，3～ 4 歳で水の
駄載運搬訓練が始まる。訓練に使用するのは大きな背
枠様の荷鞍で「KABAAL」（図 5）と呼ばれ，これに水
運び用プラスチックボトルを付けて運ぶ。プレ馴致で
馴れたロバはこの荷鞍をほぼ抵抗なく受け入れ，1日
程度で十分に使用に供されるようになる。ここでも，
労働（拘束）後の水場での「水飲み」という快感報酬は，
人と共に行動することで与えられるため，人への慣れ
を獲得し易い構造になっていると理解できる。

おわりに：結ばれるというストレス　
スーダン，エチオピア，ソマリランドにおいて，遊
牧民を含む牧畜民を対象に，初期馴致方法についての
聞取り調査と，一部，初期馴致中のストレスの計測実
験を行った。初期馴致の特徴はいずれも具体的な方法
や道具に若干の相違はあるが，1）「社会化期」とみな
される 1.5 歳前後での実施，2）紐や縄を用いた拘束と
軽減，3）拘束後や労働後の解放時（報酬時）を人と共
に過ごす，などの共通点がみられた。また，初期馴致
による馴れの獲得は，唾液アミラーゼ活性度の低さで
把握できる傾向が示唆された。
紐や縄を結んで動物を繋ぎ拘束し，ストレスを与え

図 5.　特徴的な荷鞍「KABAAL」で水運びをする（ソマリランド）



12

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの馬術競技
の舞台である JRA馬事公苑の会場準備はいよいよ佳境
に入ってきた。そこで，JRA馬事公苑の歴史を振り返
りながら，新しい施設について紹介したい。
平成 2年に発行された JRAの記念誌「馬事公苑の 50
年の歩み」を見ると，馬事公苑の誕生のきっかけには
日本でのオリンピックの開催が深く関与していたこと
がわかる。過去に3回，そのうち1回は中止になったが，
そのときどきでオリンピックは馬事公苑に関わってき
た（図 1）。
日本の馬術界において，馬術競技に特化した特別な
施設を造りたいという願いが，とても長い間あったと

聞いている。この思いは，1936 年にベルリンで開催さ
れたオリンピックにおいて，次回 1940 年の第 12 回の
オリンピックを東京で開催することが決定されたこと
で前進した。この機会を利用して臨時競馬の開催等に
より財源を確保し，世田谷の地に約 5万坪の土地を買
収し馬術競技場を急遽整備することとなった。ところ
が 1940 年の東京オリンピックは，日中戦争（支那事変）
の影響等から日本政府が開催権を返上し，開催実現に
は至らなかった。しかし，馬事公苑はそのまま築造さ
れ，1940 年に開苑した。
戦後 JRAの事業所となった馬事公苑の当初の目的は
競馬の騎手の養成と，馬術の振興・技術向上というこ
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東京オリンピック馬術競技の見どころ
～夢舞台，新しい馬事公苑を
　紹介しよう！～

間　弘子

間　弘子（あいだ　ひろこ）
JRA馬事部参与。平成 3年日本中央競馬会入会。競走
馬総合研究所，日高育成牧場，美浦トレーニング・セ
ンター等の勤務を経て，現職。平成 18 年 9 月からは，
オリンピック・パラリンピック組織委員会に出向し，
東京 2020 大会の馬術大会の準備に従事。

学術集会記事

図 1.　馬事公苑と馬術競技
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の高い，少し硬い馬場となっている。この馬場を使っ
て 2019 年 8 月にはテストイベントが行われた（図 5）。
なおこのときは大会用のスタンドは建築途中であった。
図 6はテストイベント時の，メインスタンドから見
た馬場の様子で，テストイベントに参加した選手が馬

とであった。この目的を維持しつつ，1964 年に第 18
回のオリンピックの馬術会場となったことをきっかけ
に，さらに苑の施設は全面的に改築され，念願のオリ
ンピックを無事迎えた。オリンピックの開催後は，多
くの国際大会，国内の馬術大会を経て，馬事公苑は東
洋の馬術のメッカとなった。
馬術の普及業務はその後さらに飛躍的に増大したこ
ともあり，馬事公苑が担っていた騎手の養成業務は現
在の JRA競馬学校（千葉県白井市）に移行した。また，
周囲の環境の変化に合わせて都市化，緑を守りながら，
世田谷百景の 1つに選ばれるようになった馬事公苑は，
世田谷の地で市民にも喜ばれる施設となった。
そして 2015 年，第 32 回東京オリンピック・パラリ
ンピックの会場として三度目の選出を受けた。現在，
馬事公苑は全面的な改築を行って，会場としての整備
をしているところである（図 2）。
馬事公苑の改築にあたり，オリンピックの要件が
様々あり，馬場，厩舎，その周辺の建築にはいろいろ
な条件がつけられている。それらの条件を満たすため
に，JRAとオリンピック組織委員会とが力を合わせ，
競技場としての整備を進めている。
さて馬事公苑は世田谷の住宅街の中にある公園で，
南エリアに一部離れ地がある（図 2）。今回のオリン
ピックに向けて，馬事公苑は全面的に改修することに
なっている。ちなみに図 3は 2017 年 10 月のものであ
るが，改修作業が進められた結果，2019 年 5 月 15 日
時点では図 4のようになっている。競技が行われる馬
場は Field of Playと呼ばれるが，白い砂に衝撃緩和剤，
水分の保持のためにフェルトを混入したクッション性

図 2.　改修されつつある馬事公苑

図 3.　  建物のあったところはほぼ更地になっている
（2017年 10月 12日撮影）

図 4.　  競技場、インドアアリーナ、厩舎などが建築
（2019年 5月 15日撮影）

図 5.　テストイベント時の俯瞰図（インドアアリーナから撮影）
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場馬術に臨んでいるのがわかる。また採点するジャッ
ジが入るジャッジボックスも見ることができる。
馬を収容する厩舎（図 7）は，東京大会は暑いとい
うことでエアコンが設置されていおり，参加国は厩舎
に自国の国旗を飾ったりして使用した。
図 8は，表彰式の様子である。テストイベントでは，
馬事公苑が新しい施設であることから，施設の使用状
況，不備がないかの確認，役員等の競技に関係する人た
ちの動線，馬の動線，機械類のチェック等が実施された。
このようにテストイベントを経て，2019 年 10 月に
は建築はさらに進み（図 9），まさに本番に向けた設備
が整いつつある。なお，図 10 はオリンピック・パラリ
ンピック時の馬事公苑の全体像のイメージ図である。

図 6.　テストイベント時　馬場の様子

図 7.　テストイベント時　厩舎内

図 8.　テストイベント時　競技風景

図 9.　2019年 10月 15日撮影

図 10.　オリンピック・パラリンピックイメージ図



Hippophile No. 81

15

ら 40 ～ 50 人が来日する予定である。
図 12 は厩舎の外観，図 13 はインドアアリーナの内
部，図 14 は夜の風景である。
クロスカントリー競技が実施されるのは，海の森ク
ロスカントリーコースだが，ここでは会場全体を使っ
て競技が行われる（図 15）。また，水上・カヌー競技

馬の診療所には，オリンピックの特徴として各チー
ムの馬に帯同して来日するチーム獣医が，競技馬の健
康状態を維持するために治療等に使用する馬房を備え
ている（図 11）。馬の治療は，獣医規定により，厩舎
では実施できないことになっている。また，チーム獣
医の依頼により，レントゲン検査，内視鏡検査，超
音波検査は実施可能であり，そのための施設および
スペースも確保してある。日常の馬の健康を保つのは
チーム獣医の仕事であるが，彼らの要望に応えるため，
または事故の発生に備えるのがオリンピック・パラリ
ンピックの獣医ボランティアの仕事である。また，国
によってはチーム獣医師を帯同させないところもある
ため，それらの国の馬は獣医ボランティアが健康管理
をすることになる。獣医ボランティアは，様々な国か

図 11.　馬診療所内部

図 12.　厩舎（夜間）

図 13.　インドアアリーナ内部

図 14.　オリンピック・パラリンピックイメージ図（夜間）

図 15.　海の森クロスカントリーコース
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輸出元の国に戻ることが可能となる。このバブルツー
バブルという仕組みを国に作ってもらえたことにより，
オリンピック・パラリンピックの円滑な実施が可能と
なったと言える。
オリンピック・パラリンピックの開催を控えている
ため，会場は様々な規制を受けており，詳細な紹介は
できなかったが，JRAの大きな支えの基素晴らしい施
設になることは確実で，すでに，今までのオリンピッ
クのどの会場よりも素晴らしいという声も上がってい
るところである。大いに期待していただきたい。
最後に，今回の発表でご協力いただいた JRA，馬事
公苑連合体の皆さま，それからオリンピック組織委員
会の皆さまに感謝したい。

と会場を共用するが，クロスカントリーコースでは，
競技馬は 4 km～ 5 km走破する。
入国検疫については，EDFZ（Equine Disease Free 

Zone）を国に設定してもらい，このゾーンに指定され
る馬事公苑と海の森クロスカントリーコースの 2つの
会場を競技に用いる。このことにより，各国の競技馬
は日本に輸出される前 7日間，検疫を繋養国で実施し
て，健康状態の証明・検疫上の資格を持って馬事公苑
に入厩することで，日本の輸入に課せられている通常
の検疫は免除される。そのため日本に輸入された競技
馬は，すぐに運動・調教を実施することができ，馬へ
の負担が軽減され，実力を十分発揮することが可能と
なる。また，競技馬は，特別な検疫を受けることなく
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馬事公苑および海の森クロスカントリーコースにお
いて，2020 東京オリンピック・パラリンピックが開催
される予定である。世界のトップホース・ライダーが
集い，人馬一体となって最高の演技，能力を出し切る
競技が，目の当たりにできる。その競技会の舞台裏を
支える獣医師の役割を紹介したい。

国際馬術連盟：FEI
馬術競技を管轄するのは，国際馬術連盟（FEI）であ
る。FEIは，1921 年に，ベルギー，デンマーク，フラ
ンス，イタリア，日本，ノルウェー，スウェーデン，
アメリカ合衆国の 8 ヵ国によって設立され，およそ
100 年経った 2020 年現在 134 カ国が加盟している。こ
こでは，世界中の馬術競技を管轄しており，「馬スポー
ツ憲章」を制定し，馬のウェルフェアを遵守すること
を進めている。各競技種目のルールや獣医規定なども
制定する。現在 272,000 頭の競技馬，102,000 名の選手
が登録されている。

輸送
各国の競技馬は，現在のところ馬場馬術 75 頭，総合
馬術 80 頭，障害馬術 95 頭，パラ馬場馬術 78 頭が，そ
れぞれの競技開始の約 10 日前に入国する予定である。
各地で出国検疫が 7日間行われた後，ヨーロッパはリ
エージュ（ベルギー），アメリカはシカゴおよびニュー
ヨーク，オーストラリアはメルボルンから出発し，羽
田または成田に到着し，直接馬事公苑へ移動する。飛
行機では，Horse Stallという馬専用ケージに 2頭積み
にして輸送される（図 1）。機内は，エアコンで 15 ～
18℃，比較的空気の流通が良い状態で管理されている。
乾草を自由採食できるようにして，定期的に飲水をさ
せている。馬運車の輸送より，快適である（図 2）。

しかしながら，各国の出発地から馬事公苑までは，
Horse Stallに入れられたまま概ね１日かかるため，馬
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天谷友彦

天谷友彦（あまや　ともひこ）
乗馬クラブクレイン馬事部部長・大和高原動物診療所所長
1961 年 4 月 28 日生まれ。1988 年 3 月麻布大学修士
課程修了。大井競馬場，㈲最上牧場，を経て Gilltown 
Stud（アイルランド）で研修。1994 年 乗馬クラブクレ
イン入社。アジア大会日本チーム獣医師（1998 バンコ
ク，2002釜山，2006ドーハ）。2000 年オリンピック（シ
ドニー）日本チーム派遣獣医師等を等を歴任。2020 年 
オリンピック（東京）獣医師団長。

学術集会記事

図 2.　Horse Stall内での自由採食

図 1.　空輸用の Horse Stall
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④ 検体採取獣医師
　ドーピング検査対象馬の選定とサンプリング等を行
う（図 4）。
〈チーム獣医師・プライベート獣医師：選手サイドの獣
医師〉
競技馬の輸送，日常の馬体管理（コンディショニン
グ）や治療など，大きな競技会では競技種目ごとに各
国馬術連盟から任命され，チームおよび個人成績の責
務を負う。

馬のパスポート
国際間を移動するためには，馬の移動に必携するも
ので，健康手帳に類似する。
各国の馬術連盟が窓口になり，FEIに登録されて発
行される。馬のオーナー，血統，馬体特徴図，マイク
ロチップナンバー，競技会での馬体検査履歴，ワクチ
ン接種履歴，ドーピング採材履歴などが記載されてい
る。4年おきに更新する（図 5）。

インスペクション
競技開始の 24 時間前までに，審判長（審判団）と獣
医師代表（獣医師団）で構成するインスペクション団
で，参加馬匹の競技参加適正の判断をすること。選手
は，競技に出る馬を常歩および速歩で全長約 30 mの
直線上を曳き運動する形式で行う（図 6）。インスペク
ション団は，その馬の前後方向から歩様を観察し，合

の負担は大きいと思われる。昨年 8月に行われたテス
トイベントでは，輸送の前後で 2％程度の馬体重の減
少がみられた。一昨年のトライオン（アメリカ）の世
界選手権では，ヨーロッパから輸送された馬の数頭に，
発熱や膿性鼻汁が認められた。長時間輸送による馬の
コンディションの低下の早期回復が，良い競技成績に
繋がる鍵となる。

国際馬術競技会に携わる獣医師
オリンピックや世界選手権のような国際馬術大会で
は，FEIの資格を持つ多くの獣医師が競技場でそれぞ
れの任務に就いて業務に当たっている。
〈オフィシャル獣医師：競技会サイドの獣医師〉
① 獣医師団（獣医師代表）
　入厩時の馬体検査・パスポートチェック・インスペ
クション・競技場内での治療行為の許可およびチェッ
ク，厩舎環境やセキュリティなど運営面のチェックを
行い，FEIへレポートを提出する。
② 救護獣医師
　競技期間中の競技施設内における急患対応を行う。
③ 検査獣医師
　四肢の知覚反応検査を行う。サーモグラフィーを用
いることがある（図 3）。

図 3.　四肢下部が過敏になっていないか確認する 図 4.　尿のサンプリング
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アンチドーピング
馬術競技がクリーンで公正に行われるために，FEI

は規定を作成し，厳しい監視体制をとっている。禁止
薬物は，約 1,200 品目がリストアップされおり，JRA

が規定している禁止薬物よりはるかに多い。
馬術競技においてのドーピングは，FEIから任命さ
れた検体採取獣医師によって尿と血液の採材が行われ
る。対象となる馬は，①順位，②無作為，③何らかの
理由で指定，の方法で選定される。選定された馬は，
指定された場所において，まず尿の採材が行われる。
制限時間は 30 分で，この間に尿が規定量に満たない場
合は，血液のみ採材される。これら尿および血液の検
査は，FEIの公認検査施設によって行われる。現在は，
イギリス・フランス・香港・オーストラリアの 4ヵ所
だが，本年より日本の競走馬理化学研究所も認定され
るとのことである。

競技期間中の治療
以前は，競技期間中の治療行為はかなり制限されて
いたが，現在では馬のウェルフェアのために治療規制
が緩和される傾向となった。例えば，
・脱水に対する処置
　電解質（10 L以上）の投与（補液・経鼻投与）
・外傷処置（禁止薬物を含まない）
・抗生物質（禁止薬物を含まない）
・  回復を目的とするもの（ビタミン剤・関節保護（ヒ
アルロン酸，PSGAG，PPSなど））
・発情抑制剤（雌馬のみ）
などは，許可を受ければ治療ができるようになった。
競技馬のコンディショニングを任されるチーム獣医師
やプライベート獣医師は，運動後にこのような対処で
忙しくしている姿を見かける。
理学療法機器については，以下の治療器具が競技会
で使用できる。
磁気治療器具，低周波治療器，レーザー治療器（ク
ラスⅠ～Ⅲ），マッサージ器，冷却器具，LED治療器，
冷却および発熱パッド，キネシオテープ（図 7，厩舎
内のみ），バイブレーションプレート。
また，FEIの認定治療獣医師および認定馬療法士に
よる以下の処置が許可されている。
通電治療器，超音波治療器，吸引療法，透熱療法（マ
イクロレーダー），理学療法（マッサージ，整体，物理

否判定を行う。明らかな歩様の異常（点頭運動など）
が見られた場合は，失格とする。疑義があると思われ
た場合は，保留の判定となり，検査獣医師が触診およ
び歩様を確認し，インスペクション団にその結果を報
告する。その後，疑義の判定を受けた馬は，再度イン
スペクションを行い，最終判断を受ける。

図 5.　馬のパスポート

図 6.　インスペクション（競技適正の確認）
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競技会でのアクシデント対策
トップライダーとトップホースでも，ちょっとした
ミスから人馬転倒などの大きなアクシデントが起きる
場合がある。競技場内あるいはクロスカントリーコー
ス上でアクシデントが生じた場合，救護獣医師は迅速
に駆けつけ，その場で治療するか，救急車で搬出する
かの判断や，観客から見られないように遮蔽処置が必
要と思われた場合の指示を行う。そのため，運動が許
可されている時間帯は，競技場内のすべての練習場に
救護獣医師が配置される。馬事公苑では，暑熱対策と
して朝は 6時から 11 時，午後は 17 時から 23 時の運動
時間を予定している。また，メインアリーナや練習場
から厩舎へ戻る間に，クーリングダウンができる場所
を 2カ所所準備している（図 9）。
クロスカントリー競技では，コースエリア・クーリ
ングダウンエリア・厩舎エリアに分けて，それぞれの
担当獣医師を配置する。また，コントロールルームに
も競技進行を統括する獣医師が配置され，競技中に
コース上のアクシデントが生じた場合は，一旦走行を
中止するかどうかの判断や各エリアに待機する獣医師
や救急車の出動などの指示を行う。走行中止の指示が
出た場合は，コース上のストッピングポイントで走行
中の馬は停止しなればならない。そこにはテントが設
営され，飲料用水，冷却用の水が用意されている。ま
た，リタイアする馬を運ぶための救急車を配置してい
る。東京オリンピックでは，競技場に 6台の救急車が
用意される予定である（図 10）。

療法など）（図 8）。
東京オリンピックでは，海外の認定馬療法士が数名
来日することになっている。

図 7.　キネシオテープの貼付（厩舎内の許可される）

図 8.　理学療法士によるマッサージ

図 9.　競技場のクーリングダウンエリア
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運動時の馬体データ（TPRや体重など）のモニタリン
グ，クロスカントリーコースの分析，サーモグラフィー
による体表温度と直腸温度との相関などが調べられた。
FEIから委託された Dr. David Marlin獣医師が分析し，
東京オリンピックでの暑熱対策について，以下の提言
があった。
・クロスカントリーコースの再考：
東京オリンピックで想定されるWBGT28 ～ 32℃の
条件では，涼しい条件（WBGT20～ 23℃）での同じコー
スより 22 ～ 35％増のエネルギー消費が推測された。
走行距離の短縮や競技時間帯の変更などの再考が示
唆された。
・サーモグラフィーの実用性の検討：
体表のサーモグラフィーから直腸温を推定すること
により，運動後の体温のモニタリングやコンディショ
ニングの判定の簡便化，検査ストレスの軽減につなげ
る（図 12）。
その結果，クロスカントリーコースは，当初 5,700 m
で計画されていたが，4,500 mに短縮され，競技開始
時間を早めることになった。

最後に
今回の東京オリンピック・パラリンピックには合計
300 頭以上の世界のトップホースが一堂に集まる予定
である。これだけの頭数の馬が日本へ輸送されるのは，
史上初のことだ。7月中旬から 8月下旬までの猛暑の
中で，競技馬が健康で良いコンディションを維持する

クーリングダウン
クロスカントリーコースを走行後には，体温が 40℃
前後まで上昇する。そのため，ゴール直後にはクーリ
ングダウンエリアが設置され，冷水やミストファンが
用意されている。各チームは完走した馬をここで迎え
ると，数名のグルームによって水を掛けたり，スクレー
ピング（汗こき）をしたり，ミストファンに当てたり，
曳き運動をして沈静させたりする（図 11）。チーム獣
医師は，馬体のチェックや検温を行う。テストイベン
トではクーリングダウンエリア担当獣医師が，ゴール
後から 10 分おきに TPR（体温，脈拍数，呼吸数）の
測定，馬の状態のチェックを行い，回復傾向（TPRが
下降し，落ち着いた状態）を確認後に厩舎へ戻る許可
を出した。ほとんどの馬は，20 分後には回復傾向を示
した。コンディションの良い馬は，回復も早い傾向で
あった。
従来のクーリングダウンは，冷水を掛けてからスク
レーピングを行い，水分の気化により体温下降がある
とされていた。しかし最近の研究結果などから，その
効果はあまりないという報告があり，冷水を何度も掛
けるほうが効率よく体温を下げることが示唆された。
すでにその方法を取り入れているチームも見られ，今
後はこれが主流になるだろう。

テストイベントのデータ分析
テストイベント期間中，馬事公苑や海の森クロスカ
ントリーコースの環境データ（暑さ指数：WBGT）や

図 10.　牽引するタイプの馬用の救急車 図 11.　クロスカントリーコース後のクーリングダウンエリア
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ためには，
・輸送前に馬を良好なコンディションにしておく
・輸送後の疲労回復のために充分な時間を確保する
・トレーニングやウォーミングアップを再検討する
・効果的なクーリングテクニック
が重要で，選手・トレーナー・チーム獣医師の課題
である。

WBGTが 30℃を超える厳しい環境条件が予想される
中で，馬術競技を安全に実施することは，獣医師にとっ
ても大きな試練でもあり，挑戦でもある。各国の代表
として日本へ来る人馬が，安心して競技に集中できる
環境を作るとともに，不正がないクリーンな大会とな
るように全力で取り組みたい。

図 12.　サーモグラフィーによる体表温度の測定

競技会を支える獣医師たち
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これまで日本ウマ科学会「臨床委員会」は，馬臨床
において国際的に著明な専門家を招聘して，招待講演，
症例検討会，講習会，ラボなどを開催してきました。
2019 年はカタールより Florent David 先生を招待いたし
ました。11 月 23 日および 24 日には日本ウマ科学会と
連携のもと，JRA栗東トレーニング・センター競走馬
診療所にて VetPD（Veterinary Professional Development）
が開催されました。11 月 27 日および 28 日には，軽
種馬生産技術総合研修センターにて生産者ならびに
獣医師に対する講習会と実習をしていただきました。
11 月 26 日に国際ファッションセンター（KFC Hall & 

Rooms）にて開催された日本ウマ科学会第 32 回学術集
会では，症例検討会および招待講演を開催いたしまし
た。本稿では，その概要をご紹介いたします。

招聘講師紹介
Florent先生は 2001 年にフランスリヨン国際獣医大
学を卒業後，アメリカ（ACVS）とヨーロッパ（ECVS）
で外科学の専門医を取得し，モントリオール大学（カ
ナダ）およびダブリン大学（アイルランド）の病院で
外科医として勤務していました。その後もユトリヒト
大学（オランダ）で画像診断の専門医（ECVDI）を取
得し，Mid-Atlantic Equine Medical Center（アメリカ），
Bjerke Dyrehospital（ノルウェー）で外科医およびスポー
ツ内科の専門医として勤務した後，現在はカタールに
あるEquine Veterinary Medical Centerで勤務しています。
国際的に活躍され，臨床経験が非常に豊富な先生です
が，臨床活動しながらも 25 以上の論文を執筆し，国際
学会で 50 題以上の発表を行うなど研究業務にも非常に

精力的に活動されています。
Florent先生の奥様である Tatiana先生は 2002 年に
フランストゥルーズ国際獣医大学を卒業後，モントリ
オール大学で博士号を取得し，ダブリン大学で講師に
任命され，筋骨格疾患，軟骨損傷，および組織工学
の研究に従事されました。現在はカタールの Equine 

Veterinary Medical Centerで研究部長を担当されていま
す。今回は生産地生産者向け講習会をしていただきま
した。

JRA栗東トレーニング・センターにおけるVetPD開催
VetPD（Veterinary Professional Development） と は，
馬臨床技術の底上げや普及を目的に，ヨーロッパ（ケ
ンブリッジ），北米（フロリダ），オーストラリア（ク
イーンズランド）を拠点に，馬の臨床に特化した研修
を提供する団体です。研修内容は，すぐに臨床応用で
きる技術を少人数制で実施することが特徴で，日本ウ
マ科学会と連携することにより，日本で初めてとなる
VetPDコースが JRA栗東トレーニング・センターで開
催されました。今回のテーマは，スポーツホース医療
と整形外科（Sports Horse Medicine ＆ Orthopaedics）と
して，Dr. Florentに加え，Dr. Emmanuelle Van Erck（内
科専門医，ベルギー），Dr. Kevin Keegan（外科専門医，
ミズーリ大学，アメリカ）の 3名が講師陣として来日
しました。日本各地からの馬臨床獣医師の参加に加え，
韓国，中国，台湾などアジア各国からも参加がありま
した。座学講習として，跛行診断，上気道疾患の診断，
競技馬で問題となる心雑音，および整形外科分野にお
ける最先端技術など，スポーツホースに重要な講義が
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日本ウマ科学会2019年臨床委員会
招待講演および講習会について

栗本慎二郎 1，安藤邦英 2，
前田昌也 3，佐々木直樹 4

1 日本中央競馬会　栗東トレーニング・センター診療課，
2 BTC軽種馬診療所，3日高軽種馬農協，4山口大学共同
獣医学部大動物臨床学研究室

栗本慎二郎（くりもと　しんじろう）
1999 年日本獣医畜産（生命科学）大学卒業。同年，日
本中央競馬会入会。これまで，栗東・美浦トレーニン
グ・センター競走馬診療所，馬事部防疫課，競馬学校
診療所にて勤務。現職は栗東トレーニング・センター
診療課長。

特別記事
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臨床委員会症例検討会
11 月 26 日（火）は両国の国際ファッションセンター
において症例検討会が行われました（図 3）。症例検討
会では，「馬の運動器疾患に対するリハビリテーショ
ン」をテーマに，各地で活躍されている 6名のパネリ
ストが，臨床現場で遭遇した症例に対する診断，治療
およびリハビリテーションについて発表しました。各
パネリストの発表に対して，Florent先生より豊富な経
験や知識を基にした多くの意見やアドバイスをいただ
きました。
各演題とパネリストは以下の通りです（敬称略）。
1．  競走馬における浅屈腱炎と腕節構成骨剥離骨折に対
するリハビリテーションプロトコルについて  

飯森麻衣（JRA栗東トレーニング・センター）
2．  浅屈腱炎を発症した競走馬に対する超音波検査と再
生医療について  

田村周久（JRA競走馬総合研究所）
3．  育成期における繋靭帯炎  

佐藤大介（追分ファーム）
4．  四肢の骨折において X線検査上残存する骨折線の
臨床的意義  

日高修平（軽種馬育成調教センター）
5．  骨疾患に対するビスフォスフォネート製剤を用いた
治療  

浮田悦子（カワタ エクワイン プラクティス）
6．  乗用馬の指節関節炎のマネージメント  

齋藤芳裕（大和高原動物診療所）

行われました。また，実習は各参加者が実践できるよ
うに各 10 数名の 3グループに分かれ，跛行診断，超音
波検査（図 1），運動負荷試験，運動時内視鏡検査，気
管支肺胞洗浄（図 2）などが行われました。参加者か
らは，講義や実習の内容だけでなく，各専門分野に精
通した講師達と直接ディスカッションができたことで，
より深く学ぶことができたと非常に好評でした。

図 2.　  VetPD における盲目的気管支肺胞洗浄の様子
（Dr. Emmanuelle Van Erck）

図 1.　VetPD における画像診断実習の様子（Dr. Florent David）

図 3.　症例検討会の様子
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数多くの画像を解説していただきました。体表からの
腸骨翼や腸骨体，および股関節など我々がこれまで数
多く診断してきた部位においても，対象馬の年齢の違
いによる画像の特徴等，これまで注視していなかった
事象についても解説していただき，新たな知見を得る
ことができました。また，経直腸からのアプローチに
ついては，検査手順の重要性について解説していただ
いた後，仙腸関節，横突起関節等の超音波画像につい
て，症例を交えて詳細に紹介していただきました。紹
介していただいた症例は，生まれたての仔馬から老齢
馬に及び，用途もサラブレッド競走馬，競技馬，ショー
ホース等，バラエティに富んでおり，様々な立場の
聴講者にとって非常に有益な招待講演となりました
（図 4）。

静内における生産地生産者向け講習会，獣医師向け  
講習会
2019 年の生産者向け講習会は 11 月 27 日，新ひだか
町の静内エクリプスホテルにて，Florent先生のご夫人
である Tatiana先生を迎えて開催されました（図5）。「後
肢跛行をどのように診断するか？」という（我々獣医
師も触るのを嫌がり経過観察で済ませがちと言われた
ら身に覚えがある）テーマで，体型の分析に始まり後
躯の解剖学，原因究明に向けたアプローチの手順，跛
行パタンの総論，動画での参加者への呼びかけに至る
まで，生産者の楽しめる内容で講演していただけまし
た。Tatiana先生が準備した動画を横から拝見していて
「？」と思い，「全部後肢の跛行ですか？」とこっそり

紙面の都合上，個別の発表について詳細に触れるこ
とはできませんが，全体を通して印象的だったのは，
「なぜその疾患が発症したのかを考えることがリハビ
リテーションにおいて重要である」ということでした。
再発を防止するために，発症時の運動メニューや馬の
コンフォメーション等を検討し，疾患につながる要因
を取り除くことがリハビリテーションにおいて重要で
あり，個々の馬に応じたメニューを組む必要があると
強く感じました。時間の関係で会場からの質問をお受
けできなかったことはとても残念でしたが，参加者
の皆様にはとても有意義な検討会となったことと思い
ます。

臨床委員会招待講演
招待講演においては，Florent先生に「骨盤の超音
波検査法」について講演していただきました。競走馬
および馬術競技馬において骨盤の疾患は頻繁に発生す
る疾患であり，超音波検査は極めて有用な検査法とし
て知られています。特に近年ではポータブル型超音波
検査機器が進歩しており，患馬を移動させることなく
牧場や厩舎においてリスクを負うことなく実施するこ
とが可能であるため，多くの獣医師が診断に用いて
います。しかしながら，検査画像の正確な解釈には十
分な知識が必要となることから，今回の講演において
は，体表および経直腸による一般的な検査手順に加え，
Florent先生ご自身が経験した症例について，部位毎に

図 5.　JBBA での生産者を対象とした講習会の様子図 4.　招待講演の様子
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し上げます。来年度も国際ファッションセンター（KFC 

Hall & Rooms）で企業展示スペースをゆったりと確保
できる予定です。会員の皆さまへのサービス提供を充
実させて参ります。

おわりに
2020 年の臨床委員会では，寄生虫を専門とする講師
を招聘して，招待講演，症例検討会を予定しておりま
す。会員の皆様のご参加をお待ち申し上げております。

聞いたら「黙っていて」と言われました。参加者に「ミ
ギデスカ？ ヒダリデスカ？」と日本語で聞いて，「実
は前肢です」と言った途端に会場は笑いに包まれまし
た。さらには「実は跛行していません」という動画も
出してすっかり参加者の心をつかみながらも，腰痿や
鶏跛に関する質問にも詳しく誠意的に答えてくださる
姿が印象的でした。
翌日 28 日には日本軽種馬協会軽種馬生産技術総合
研修センターにて午前に座学，午後に実習というメ
ニューで，Florent先生から膝関節周囲に絞って超音波
検査の講習をしていただきました。来道される前に関
係者から「膝だけでいいのかな？」という懸念の声も
届いておりましたが，先生は一つ一つとにかくすべて
を説明してくれるスタイルでその不安を一蹴。座学は
前もって「2時間でお願いします」と依頼しておいて
（計算通りに）3時間を要するほどの内容になりました。
午後の実習でも先生の「とにかく一つでも多くの情
報を伝えたい」気持ちが前面に現れ（図 6），参加者に
よる実地も一人でも多く経験してもらおうと，飛行機
の時間ギリギリまで熱心に指導してくださいました。
実習に用意した馬も鎮静剤を使用したとはいえ，我慢
強く触らせてくれたので，大きな事故もなく終えるこ
とができました。

企業展示
今年度は，国際ファッションセンター（KFC Hall & 

Rooms）においてプラチナ・スポンサーの EBMトレー
ディングジャパン株式会社ならびに国内 16 社の協賛に
よる企業展示が行われました（図 7）。また，昼食時に
は協賛各社の企業紹介において各種製品の紹介をして
いただきました。今年も，企業展示会場では，スタン
プラリーを企画させていただき，企業ブース 10 ゾーン
でのサインを集めると，ロンシャン バッグなどの豪華
賞品の当たる抽選会を開催いたしました。また，今年
から絵画展示コーナーに彩鮮やかな絵画が展示され，
日本ウマ科学会会員の作品を愛でるようになりまし
た。協賛いただきました企業関係者に衷心より感謝申

図 6.　JBBA での獣医師を対象とした講習会の様子

図 7.　企業展示会場（国内 14社の協賛による企業展示）
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騎手を背に乗せ，速く，力強く，そして，優雅に競馬場を駆け抜
けるサラブレッド。独特の静寂に包まれたパドックの緊張感を味わ
い，ゴール直前の大歓声を耳にすれば，競馬ファンならずとも，競
馬とその主役であるサラブレッドに興奮と感動を覚えずにはいられ
ないと思います。
サラブレッドは，アラブ系品種と英国在来系品種を交配させ，約
300 年間にわたって「競馬」による選抜，すなわち勝利した個体の
みが子孫を残せるという環境の中で確立された品種です。そして，
300 年間（約 30 世代）にわたる品種改良の痕跡は，遺伝情報として
ゲノム配列中に刻まれています。どの遺伝子に，どのような情報が
刻まれているのかを知ることは，多くの者の興味をかき立てるので
はないかと思います。
サラブレッドは生まれながらに速く走ることを運命づけられていますが，実は，生まれながらに騎手を背に乗
せて競馬場を疾走できるわけではありません。これは，ディープインパクトやキタンサンブラック，アーモンド
アイなどの JRA年度代表馬もしかりです。すべてのサラブレッドは，誕生後に，馴致，育成，調教などの様々な
ステップを経て，競走馬であるサラブレッドとなり，競馬場を疾走できるようになります。
また，勝利を得るためには，望む種牡馬と交配させ，丈夫な子馬を産ませ，健康な競走馬に育てる必要があり
ます。しかし，サラブレッドの生産には，受胎率などの課題が存在するのも事実です。このため，「すでに競走
は腹の中から始まっている」とも言われています。

今回，科学雑誌の一つである『生物の科学　遺伝』（写真）の企画として「サラブレッド競走馬の科学―サラ
ブレッドが速く走れる秘密について」を特集する機会を得ました。サラブレッドの一生（誕生，育成，調教，競走，
繁殖）をテーマに，先に述べた点も踏まえ，サラブレッドがスーパーアスリートである秘密について，運動科学，
繁殖学，認知学，遺伝学などの視点から迫りました。以下は，テーマと執筆者の一覧です。

『生物の科学　遺伝』特集：サラブレッド競走馬の科学
（発行：（株）エヌ・ティー・エス，発売日：2020 年 5 月 1 日，定価：1,600 円＋税）
 ・「総論」競馬とサラブレッド ・ウマの感覚機能と競馬への集中
  戸崎晃明（競走馬理化学研究所）  楠瀬　良（日本装削蹄協会）
 ・サラブレッドの定義 ・サラブレッドの競走能力と遺伝子
  栫　裕永（競走馬理化学研究所）  印南秀樹（総合研究大学院大学）
 ・サラブレッドの育成と調教 ・サラブレッドの繁殖と生産
  頃末憲治（日本中央競馬会）  南保泰雄（帯広畜産大学）
 ・サラブレッドの走能力 ・サラブレッドの一生（巻頭グラビア）
  大村　一（日本中央競馬会）  佐藤文夫（日本中央競馬会）

本特集は，サラブレッドと競馬をテーマにしたものですが，馬券検討の直接的な材料にはなりません。しかし，
サラブレッドが如何にして競走馬に育っていくか，なぜ速く走れるかについて本書をとおして理解いただくこと
で，競馬とサラブレッドの魅力をさらに感じていただければ嬉しい限りです。

戸崎晃明
（公益財団法人競走馬理化学研究所遺伝子分析部）

会員通信

『生物の科学　遺伝』の特集企画 
～サラブレッド競走馬の科学～の紹介
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はじめに
JRA日本中央競馬会の関連団体である，公益財団法
人 軽種馬育成調教センター（以下 BTC）では，牧場
に就労するために必要な知識と実践的な技術を備えた
競走馬の育成者を養成することを目的に，育成調教技
術者養成研修（以下 BTC研修）を実施しております。
BTC研修では，競馬先進国の知識・技術を取り入れる
ため，アイルランドの人材養成機関と提携してそのカ
リキュラムを導入し，現在では，アイルランド方式に
独自のアレンジを加えた「BTC方式」を確立し研修を
実施しています。開講からこれまでに 500 名以上の修
了生が牧場へ就労し，軽種馬産業界を支える人材とし
て活躍しています。今回はこの BTC研修についてご紹

介させていただきます。

年間スケジュール
研修期間は一年間で，前半は基本的な馬の取扱いな
どの基礎を学ぶため，競走馬を引退した「BTC教育用
馬」を使用して，牧場に就労する上で欠かせない基本
的な内容を学びます。後半では，JRA日高育成牧場の
全面的な協力のもと，実際の育成馬である「JRA育成
馬」を利用して，「若馬の取扱い」，「若馬が競走馬に
なるための基礎トレーニング（馴致実習）」，「若馬の
実践的な騎乗」等を学ぶカリキュラムとなっています
（図 1）。研修は，常に「人馬共に安全であること」を
念頭に行います。

Hippophile No. 81, 28-32

競走馬を育てる技術を学ぶ！　
BTC育成調教技術者養成研修について

会員通信

図 1.　BTC 育成調教技術者養成研修　年間スケジュール概要

BTC研修Twitter & Instagram 始めました！
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また，競走姿勢と並行して，前傾姿勢での正しいバラ
ンスと騎座の安定を図る訓練（馬の動きに随伴するた
め）も行い，最終的には騎乗馬に併せた柔軟なコント
ロールスキルを身につけます。角馬場で，駈歩でのス
ピードコントロールが自由にできるようになると，い
よいよ走路騎乗（写真 5）へと進みます。

BTC研修の最大の特徴は，教官も併走騎乗（写真 6：
左の白帽子）しながら研修生を指導することです。
【教官が併走するメリット】
・研修生に騎乗姿勢の見本を示すことができる
・研修生の間近で，的確な指導ができる
・  研修生のリードホースとしての役割の他，突発的な
事象に迅速に対応できる

騎乗訓練（前半）
最初は騎乗経験別に複数のグループに分け，個々の
騎乗レベルに応じた騎乗訓練を行います。入講から
2～ 3 ヵ月間は，研修専用エリアの小さな角馬場で基
本馬術（鐙上げ，前傾姿勢等（写真 1，2））を中心と
した訓練を行います。駈歩でのコントロールができる
ようになると，競走姿勢（写真 3）も同時に訓練し，
広い馬場でのスピードコントロールに備えます。さら
に電動木馬（写真 4）での練習により，騎乗姿勢の確
立も図ります。
騎乗経験の浅い騎乗者は，馬をコントロールするス
キルが未熟なため，馬をシンプルにブレーキする方法
として，研修の早い段階から競走姿勢を訓練します。

写真 2.　前傾姿勢

写真 1.　鐙上げ

写真 4.　電動木馬

写真 3.　競走姿勢
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このような方法は，トランシーバーを使用して指導
する訓練では難しいため，BTCではこの指導方法を導
入し，人馬の安全と騎乗技術の向上に効果を発揮して
います。

騎乗訓練（後半）
9 月から JRA日高育成牧場での馴致実習（写真 7）
と並行して，教育用馬での騎乗訓練を行います。BTC

調教場の広大な施設をフル活用した訓練に加え，若馬
に騎乗するための騎乗バランスを習得するため，障害
飛越訓練（写真 8）を多く取り入れています。
11 月からは JRA育成馬騎乗実習（写真 9）が始まり
ます。この研修では，実際に育成調教中の JRA育成馬
に騎乗し，ブリーズアップセールまでの実践的な騎乗
訓練を行います。

写真 6.　BTC 調教場グラス坂路馬場での騎乗訓練

写真 5.　BTC 調教場 800 m 砂馬場での騎乗訓練 写真 7.　JRA 日高育成牧場での馴致実習

写真 8.　障害飛越訓練

写真 9.　実際に若馬を扱う JRA 育成馬騎乗実習
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厩舎作業
入講してから 2週間は，学科や実技により正しい馬
の触り方，引き馬，馬体の手入れ方法等といった基本
的な馬の取扱いや厩舎作業（写真 10）を学びます。そ
の後，教育用馬で馬の習性や安全な取扱いを習得し，
後半からは JRA日高育成牧場および民間育成牧場の協
力で，実際の育成馬および競走馬の取扱い等を学びま
す。厩舎作業については，「三乗七厩」の精神を大切に
し，厩舎作業の重要性を学びます。

学科・実技
教官，BTC獣医師のほか，外部講師を招いて，馬
に関する基本的な知識から専門的な知識まで幅広く
学習します。座学のみの学科もありますが，多くは 1
時限目の座学で受けた講習内容について 2 時限目に
実習を行い，3時限目の試験で学習状況を確認します
（写真 11）。
実技では馬の肢を保護するバンテージの巻き方から
セリ市場での馬の展示方法等，日常の取扱いに必要な
技術はもちろん，草刈り機実習，厩舎内外の維持管理，
用具の取扱い等，環境整備や牧場管理の重要性につい
ても学びます。

課外研修
種馬場，民間牧場，セリ市場，競馬場（写真 12）と
いった軽種馬関連施設の見学だけではなく，釣りや
スキーなどレクリエーションとして楽しめる研修や，
BTCの研修期間中だからこそできる様々な課外研修を
実施しています。

おわりに
BTCでは，ホースマンとしての技術はもちろん，社
会性や協調性についても養うことのできる研修の実施
に取り組んでおります。また，今後の研修がより良い
ものとなるよう，修了生や研修生の就労先へのアン
ケート調査を行い，結果やご意見を次回の研修内容に
フィードバックするよう努めています。今後とも皆様
からのご協力をお願いいたします。

写真 11.　外部講師による専門的な講義

写真 12.　JRA 札幌競馬場での開催見学

写真 10.　厩舎作業
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 育成調教技術者養成研修　体験入学会 ＆ 第 39期生募集のお知らせ 

〇 BTCでは，下記日程で体験入学会の開催を予定しております。
　（第 1回：7月 31 日（金），第 2回：8月 7日（金），第 3回：8月 27 日（木），第 4回：9月 11 日（金））
　※新型コロナウイルス対策のため，日程について変更する場合があります。
　詳細につきましては，BTCホームページをご確認ください。

〇令和 3年 4月からの研修生（第 39 期生）を募集しております。
　詳細につきましては，BTCホームページ上にアップされておりますが，応募条件は以下のとおりです。
　　・研修修了後，必ず軽種馬の生産・育成に 3年以上携わることのできる者
　　・入講時，中学校卒業以上の学歴を有する者
　　・厩舎作業および騎乗訓練を行うのに支障がない者 ※乗馬経験は問いません。

＜お問い合わせ＞　詳しくは下記にお問い合わせいただくか HP（「BTC　研修」で検索）をご覧ください。
　　　　　　　　　教育課　教育係　TEL　0146-28-1001  9：00～ 17：00（土日祝休）
　　　　　　　　　メールでのお問い合わせは　kyoiku@b-t-c.or.jp までお願いします。

小林光紀（公益財団法人軽種馬育成調教センター業務部）
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原　著

エジプトにおける作業用ロバ（Equus asinus）の蹄
形の検討 ― Mohamed B. MOSTAFA1, Ahmed I. 
ABDELGALIL1, Shaaban F. FARHAT2, Zoe RAW3 and 
Laura M. KUBASIEWICZ3（1Department of Veterinary 
Surgery, Anesthesiology and Radiology, Faculty of 
Veterinary Medicine, Cairo University, 2Egyptian 
Society for the Protection and Welfare of Working 
Animals (ESPWWA), 3The Donkey Sanctuary, Slade 
House Farm, UK） …………………………………… 17

使役用のウマ科動物の健全な活動には適切な蹄の管
理が重要であるが，使役用ロバの肢蹄の形状に関する
報告は少ない。そこで，使役用の健康な 20 頭のロバの
前肢と後肢について，蹄の幅，負重面の縦径，蹄踵部
の幅，蹄尖背壁の長さ，内外蹄踵壁の長さ，蹄尖角度，
蹄踵角度，蹄―繋軸角度（側望趾軸），蹄冠ラインの側
望傾斜，蹄下面のサイズを計測し，比較検討した。蹄
下面の形状は，後肢に比べて前肢では丸く，明らかに
大きかった。蹄の内側と外側の蹄踵壁の長さの違いや
蹄尖と蹄踵の角度の違いは，馬で健全性の指標として
推奨される値の範囲内であった。また，側望趾軸は前
方破折を呈しており，これはロバにとって側望趾軸の
前方破折が正常であるという報告と一致していたが，
ロバの自然な趾軸についてはさらに検討する必要があ
る。また，概算した体重と前後蹄の横径との間には相
関が認められた。このことは，ロバの蹄が体格と関連
しており，今回の結果が使役用のロバの削蹄や護蹄管
理の参考になることを示唆している。今後，さらにロ
バの自然な蹄形を確認するための研究が必要であろう。

サラブレッド障害馬術馬の筋骨格傷害に関連する形態
測定値― Mohamed B. MOSTAFA1 and Yahya M. 
ELEMMAWY1（1Department of Veterinary Surgery 
Anesthesiology and Radiology, Faculty of Veterinary 
Medicine, Cairo University） ………………………… 23

サラブレッド障害馬術馬の筋骨格傷害の原因につい

ての知識は限定的である。この研究の目的は，体の特
定の位置にマーカーを取り付けたウマの写真から計測
した四肢の長さおよび角度と筋骨格傷害との関係を説
明することである。前肢または後肢において診断され
た筋骨格傷害は，屈腱炎，繋靭帯炎，足根間関節，足
根中足関節および手根中手関節における骨関節炎で
あった。臨床的に正常なサラブレッド障害馬術馬17頭，
筋骨格傷害を持つ 34 頭において，各部の長さおよび角
度を測定した。筋骨格傷害を持つウマは，首，肩およ
び骨盤の長さが有意に短く（P＜0.05），前方から見た
上腕および前腕部の長さが有意に長く（P＜0.05），前
方から見た肩部および肘部の角度が小さく，後肢球節
の角度が小さかった（P＜0.05）。その結果，この研究
はサラブレッド障害馬術馬における筋骨格傷害と長さ
および角度に関する形態測定値との有意な関係を示し
た。これらのデータは整形外科的傷害を発症する危険
性の低い障害馬術馬を選択するための指標となるだろ
う。

日本の重輓馬における初乳中と子馬血清中の免疫グロブ
リンG濃度，および周産期の異常との関連性―滄木 
孝弘 1，2，千葉暁子 2，3，伊藤めぐみ 2，南保泰雄 1，2，山岸
則夫 1，2，芝野健一 2，5，Soon Hon CHEONG4（1帯広畜
産大学グローバルアグロメディシン研究センター，2帯
広畜産大学臨床獣医学研究部門，3岐阜大学大学院連
合獣医学研究科，4Department of Clinical Sciences, 
College of Veterinary Medicine, Cornell University，
5現所属：岡山理科大学獣医学部） …………………… 29

本研究の目的は，日本の重輓馬において，初乳およ
び子馬血清中の免疫グロブリン（IgG）濃度を明らか
にすること，および母馬の分娩前後の状況が初乳免疫
に及ぼす影響を調べることである。初乳（n＝178）は
分娩後 1時間で子馬が吸乳する前に採取し，子馬の血
液（n＝147）は生後 24 ～ 48 時間に採取した。73 頭
の母馬の分娩状況を記録した。初乳の平均 IgG濃度は
10,540 ± 3,190 mg/dl（中央値：10,928，最小値～最大
値：1,434 ～ 17,514 mg/dl）であった。生後 24 ～ 48 時
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度は難産で生まれた子馬の方が低かった（P＜0.05）。
本研究により，日本の重輓馬における初乳および子馬
血清 IgG濃度の基準値が明らかとなり，難産が初乳免
疫の移行を阻害する可能性があることが示された。

間の子馬血清の平均 IgG濃度は 1,750 ± 919 mg/dl（中
央値：1,890，最小値～最大値：0～3,510 mg/dl）であっ
た。初乳中の IgG濃度は正常産（n＝59）と難産（n＝
14）の間に有意な差はなかったが，子馬の血清 IgG濃
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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
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

前号の編集後記を書いてから早 3か月。相変わらず世間はコロナで終始しています。この間いろいろなことが
ありましたが，ヒポファイル的には 2020 東京五輪の延期決定が最も大きな出来事だったと思います。コロナ禍の
もと怒濤のように言葉が生み出されています。いわく，クラスター，3密，ソーシャル・ディスタンス，ステイ・
ホーム，テレワーク，東京アラート，ウィズ・コロナ，ニュー・ノーマル，8割おじさん，コロナの女王，アベ
ノマスク。五輪は中止になりませんように。

さて本号もいろいろな方に執筆いただきました。
馬事文化財団の廣瀬薫さんには，洋画家猪熊弦一郎についての論考を寄稿していただきました。馬に特別な親
近感を抱いていたこの画家の一生が，美しい図版とともにわかりやすい文章で活写されています。
馬事往来のもう一編は，うって変わって木村李花子さんによるアフリカでの調査概要です。奇しくも木村さん
は，廣瀬さんが現在所属している馬事文化財団の元学芸員です。さて駄載や騎乗のための伝統的なロバの馴致法
は，馬のブレーキングとは大分様子こそ違いますが，本質は同じと感じました。
学会記事は昨年のシンポジウムで講演いただいた間弘子さんと天谷友彦さんに，それぞれの講演の内容を文章
化していただきました。シンポジウムのあった昨年の 11 月は，新型コロナウイルスは，まだ影も形もありません
でした。

 （編集委員長　楠瀬　良）




