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無処置のタテガミ

１．日常の躾と管理

１）手入れの仕方
（１）手入れ馴致
・馬が静止してブラッシングを楽しめるように、日々の

手入れを実施する。
・肢上げの馴致は、気長に反復する。
・裏掘り後は、テッピで蹄を叩いて装蹄時の釘打ちに慣

らす。
・慣れたら、右側の肢を左側からも挙げられるようにする。
・後肢も、蹄鉄の装着を念頭に置いて実施する。

（２）基本的な手入れの順序
①脱換する毛を抜くとともに埃を浮き立たせ、皮膚にこ

びりついた汚れを落とす。
用具：ゴムブラシ、ダンディーブラシ（根ブラシ）、コ
リーコーム（プラスチックブラシ）、金ブラシ

②汚れや浮き上がった埃を丁寧にふき取る。
用具：少量のシャンプーを混じた温湯、タオル、スポン
ジ

③ブラッシングは、毛並みを整えて艶を出すとともに、皮
膚の血行を良好にする効果をもつ。
用具：毛ブラシ、乾いたタオル

④タテガミは、水ブラシで右側に寝かせる。尾は櫛通りが
悪い場合は切れるため、最初は手でほぐす。
用具：根ブラシまたはコリーコーム

⑤裏掘り後は、蹄油を塗布する。
用具：テッピ、蹄油、はけ

２）トリミング
自然の状態で伸びている毛をカットしたり、抜いたり

して馬の身だしなみを整えることは、見る人に素軽い印
象を与える効果をもつ。男性が理髪店で髪を切り、毎日ヒ
ゲを剃ることと同様である。

（１）タテガミ
・首のラインは馬の第一印象に大きな影響を与えること

から、タテガミは必ず右側に寝かせ、馬の個性に合わせ
て毛を抜いて適切な長さに揃える。

・展示日に備えて、癖毛の場合は三つ編みなどにより右
側に寝る癖をつける。タテガミ全体が左側に寝ている
場合は、右側を馬の「表」として展示する場合もある（展
示における馬の「表」は、原則的にタテガミで頚ライン
が隠れない左側）。

＜トリミングのパターン＞

１．日常の躾と管理

①無処置→粗野に見える

頭部を長くしたトリミング

②頭部を長く→頭が重く見える

頭部を短くしたトリミング

③頭部を短く→頭が軽くすっきり見える

たてがみを抜いて長さを揃える。



7

（４）距毛
きょもう

・距毛は、くもずれの防止や繋をぬらさない働きをもつ。
しかし、長い距毛はだらしなく、馬が重く見える。

・この処置により肢がスッキリ見え、動きが軽快に映る。

距毛のカット

1．日常の躾と管理

（２）ブライドルパース（頭絡の通り道）
・無口頭絡や頭絡の項革が通る部分のタテガミを切るこ

とにより、これらを装着した際、タテガミのブラシ掛け
が容易になる。また、頭部が軽くスッキリ見える。

（３）尾
・ブラシが通る状態に管理されていることが重要である。
・尾の量が多いことは馬の美徴の一つとされているが、

先端を少し切り止めることにより豊富にみえる。

先端を切り止めた尾

ブライドルパースのカット後

トリミング実施前

トリミング実施後

ハサミによるトリミング

⑤ハサミによるカットは推奨できない。
・ハサミで切りそろえた場合、タテガミが重たく見え、

頚の滑らかなラインにマッチしない。

均一の長さのトリミング

④均一の長さ（一般的には 10～15ｃｍ程度）　
・左側（表）と右側(裏)で、馬の印象が大きく変わらな

いメリットをもつ。
・馬が軽く見える。
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1．日常の躾と管理

（７）クリッピング（毛刈）
・冬毛が伸びた馬に実施する。これは見せかけではなく、

冬季の調教による汗や洗った水の乾燥を安易にするこ
とにより、腹部の冷えを防止する。また、手入れ時間を
短縮できる。

・クリップした馬に対しては、馬服を着せるなどの防寒
対策が必要である。

・北海道の厳寒期の調教においては、腹まで汗をかかな
いことから、クリップは不要と考えてよい。

・バリカンの使用に際しては、必要に応じて鎮静処置を
実施するが、耳栓やメンコの装着も有用である。

育成馬、競走馬のクリッピングパターン

（×） （○）

（６）トリミング時の保定
しばしば、馬の保定には鼻捻子が用いられる。効果が大
きい半面、長時間に及ぶ場合は、逆に暴れて危険なこと
もある。

・トリミングは痛みを与えるものではないことから、あ
る程度の握力があれば、手で鼻をつかむことにより、容
易に落ち着かせられる。

・鼻先をつかんだら、馬の目がトロッとするまで、10 秒間
程度待って処置を開始する。大人しければ握る力を緩
め、動きそうになれば再度強く握る。この繰り返しによ
り、最初は嫌がる馬も、次第に慣れてくる。

・この際、鼻先の表面を握るのではなく、上唇の内側に親
指を入れて握ると外れにくく、力を入れやすい。

トリミングの前後

・歯が湾曲した毛刈バサミではなく、普通の紙切りバサ
ミを用いることにより、直線的にカットできる。

・耳を手のひらでソフトに包み込むように保持し、大き
なアクションでハサミを使用する。耳を強く持ち過ぎ
た場合は、毛が不規則に飛び出し、仕上がりが不揃いに
なる。

・ハサミを入れる前には、耳元で空切りしてハサミの音
に慣れさせる。

・なるべく、ハサミの刃全体を使って切る。刃先のみで細
かく切り足すと、切り口が不整になって見苦しい。

（５）耳の毛
・耳の毛は異物の侵入を防止する役目をもつが、この部

分のカットにより、馬の顔が引き締まって見える。
・セールや展示に際して実施するが、放牧管理している

期間に実施する必要はない。

耳のトリミング
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１．日常の躾と管理

（２）引き馬馴致の手順
・声の合図で動けるように教育する。

①前進：「前！」「ゴー」（張りのある強い声）
②停止：「止まれ～」「ホーラ」「ホールト」（語尾を引き

伸ばし、やさしく下げる）
・この合図の理解は、その後の騎乗馴致に向けて極めて

重要である。

・最終的には、ムチによる物理的な推進合図がなくても、
発進・加速ができるよう反復訓練する。

・初期段階では、ムチの推進による後躯の右側への逃避
を防止するために、牧柵や壁を利用する。

・馬が求める行動をとった場合は、優しい言葉で褒めて
愛撫する。このことにより、馬は自信をもち理解を早め
る。

発進、加速の合図

①声による合図

②ムチによる推進

③発進、加速

④愛撫、優しい言葉

・人の立つポジションは、馬の肩の位置である（馬に前進
気勢を与え、人がついていくイメージ）。引っ張るので
はなく、ムチや声を用いて後肢からきびきび歩かせる

（快活な歩様）。

上から見たポジション（人は馬の肩の位置）

横からのポジション

チフニービット（ストレートなハミ芯を使用）

無口頭絡の上に装着したチフニー

３）引き馬
（１）引き馬の基本
・従順に引くことができる（収放牧時に確実なものにする）。
・収放牧時や馬を引き出す際は、チフニービットを装着し、

馬のわがままを許さず、常に制御できる状態を作る。

➤Point：人の立つポジションは馬の肩の位置



10

１．日常の躾と管理

・馬同士が蹴り合うことがない。
・最初は意識する必要があるが、習慣になれば、自然に実

施できる。
・車とすれ違う場合、馬と車の間に人が入る形となり安

全である。

すれ違う際は右側通行

○右側通行 ×左側通行

・英、愛、仏国の競馬場パドックでは、右回りが多い。
＜理由＞

①パドック中央で馬を見る馬主に対し、馬の全身を
見せられる。

②刺激がある側（外側の観客）に、信頼関係ができて
いる保持者が立つため馬は安心する。

③パドック外側の刺激により、馬は内側に逃げるこ
とから、左回りでは保持者が危険である。

・中央競馬のパドックでは、すべて左回りである。その理
由としては、馬を引きやすいこと、パドック外のファン
に全身を見せられること、パドックの構造によりファ
ンと馬の距離が十分離れており、両者の安全が確保で
きることがあげられる。

②通路や道路等ですれ違う場合
道路等で馬と馬、馬と車がすれ違う場合、馬は進行方向
に対して右側を通行する。

（３）状況に応じた引き馬
①円を描く場合
・人馬の安全

⇒馬と障害物（あるいは検査者）の間に、保持者が　入っ
て引くことにより、安全を確保する。

・検査者に馬の全身を見せる。
⇒保持者は、検査者の視線を遮らないようにする。

・引きやすさ 
右回り⇒　人が馬の外を歩くため引きづらい。

馬を内に押しながら引かなければならない。
きれいな円が描ける。

左回り⇒　人が馬の内側を歩くため引きやすい。
引き手を引くと、後肢が外側に振れる。
円が不整になりやすい。

競馬場での引き馬（ニューマーケット）

必要に応じて左手に長鞭を持つ。

減速、停止の合図

①声による合図

②引き綱を抑える、

頭を上げる

③減速、停止

④愛撫、優しい言葉

➤Point：馬のすれ違いは human to human
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１．日常の躾と管理

タイチェーンにより後ろ向きにつながれた育成馬

タイチェーン

張り馬での手入れ

ヒモから取った張り綱をつけた洗い場

理由： 
・出入り口に向けてつないだ場合、馬は出口に向かって

出ようとする。
・馬が驚く刺激は、入り口側に存在する可能性が高い

⇒ソッパする。
・声をかけて馬に近づくことにより、後方から近づいて

も蹴らないマナーを身に付けさせる。

＜張り馬の馴致＞
トレーニングセンターでは、馬を張って管理すること

が多いことから、その馴致として、洗い場では張り馬での
手入れを実施する。この際、馬を張る環には、あらかじめ、
切れてもよい紐からとった張り綱を装着しておく。この
ことにより張り綱と引き綱を区別し、通常の引き馬は１
本の引き綱で実施する。

４）馬房内でのつなぎ方
・馬房内で手入れ等を実施する場合、馬は出入り口の方

向ではなく、壁に向けてつなぐ（できれば、入り口から
見て後ろ向き）。最初は引き綱を壁の環に結ばず、通す
のみにして断端を手で持って実施する。馬がつながれ
ている状態を理解して、リラックスできるようになっ
たら、タイチェーン（Tie Chain）を用いてつなぐ。

・タイチェーンの一方の断端には、紐などの切れやすい
素材を用いる。このことにより、馬が突然強く引いた場
合は紐部分が切れ、外傷や馬具の破損を防止できる。

参考）タイチェーン：ナイロン紐とチェーンをビニール
被覆したもの（全長約 60cm）であり、両側にナス
環が付いている。JRA 育成牧場では、適当な長さに
切ったホースにチェーンを通し、手作りしている。

後ろ向きにつながれて手入れされる育成馬
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（２）馬服馴致の注意点
①最初に馬服の胸前にはクリボックスを塗布し、かじる

ことを防止する（かじることを覚えてから、クリボック
スを塗ったのでは、効果が少ない）。

②馴致用の馬服は新品ではなく、十分に使用したものを
選択する。

③数時間から徐々に、装着時間を延長させる。
④最初は、馬から長時間目を離さないことが重要である。

興奮による発汗が認められる場合は、脱がす。

（参考）
育成馬に馬服を着せて放牧する習慣がなかったわが国

において、ニュージーランドラグは、日高育成牧場が最初
に導入した馬服である。当初は外傷や様々なアクシデン
トが危惧されたが、現在では冬毛の伸びを抑制して皮膚
を薄く保つこと、手入れを簡素化することなどを目的と
して、民間でも広く使用されている。

馬服の脱がせ方

５）馬服の着脱
いずれのタイプの馬服であっても、馬が動いて後方に

ずれた場合は危険であるため、着脱時は以下の手順を厳
守する。

着せる時　：留め具を 胸前  ⇒ 後肢の順で留める。
脱がせる時：留め具を 後肢  ⇒ 胸前の順ではずす。

（１）ニュージーランドラグの着脱方法
＜着せ方＞

馬服を前後二つに折りたたみ、キ甲～背に載せる。
①折りたたんだ馬服を後躯側に広げる。
②胸前のストッパーを留める。
③腹帯を留める（拳が入る位の余裕をもたせ、締め過ぎ

ない）。
④後肢のストラップを留める（必ず左右のストラップ

を交叉させる）。

ストラップは股間で交叉させる。

１．日常の躾と管理

馬服の着せ方

＜脱がせ方＞
着せ方の逆であるが、馬服が後方にずれないように、胸

前の尾錠は必ず最後にはずす。また、後肢のレッグストラ
ップが垂れ下がった状態で脱がせると、金具部分が馬の
肢などに当たり、驚かせたり受傷させる原因になること
がある。このため、必ず後肢の外側からストッパーに留め
なおして脱がせる。

➤Point：馬服着脱の注意点
１．馬服を脱がせるときは後ろから
２．馬服を着せるときは前から
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１．日常の躾と管理

６）馬の展示
（１）駐立展示

馬を展示する時は、検査者に馬の左側を向けた左表（ひ
だりおもて）で、四肢が重ならないように立たせる（下写
真参照）。頚のラインを露出させるために、タテガミは右
に寝かせる。

＜検査者の位置に伴う保持者の位置変化＞
・保持者は検査者の立つ位置により、

①なるべく馬を見渡せ、
②検査者が確認でき、
③検査者にとって安全なポジション

で保持することが望ましい。

保持者の位置
①検査者が馬の左側に立つ場合
・保持者は左手でレーンを保持し、検査者の動きに気を

配りながら、馬を左表で立たせる。
②検査者が正面に回る場合
・検査者は右手でレーンを保持し、前望をさえぎらない

ように、両前肢を揃えて立たせる。
③検査者が右側に回る場合
・検査者は馬の右側に移動し、右手でレーンを保持して、

馬を右表で立たせる。
④検査者が後方に回る場合
・再び馬の左側に移動し、左手でレーンを保持する。両後

肢を揃えて立たせる。

理想的な立ち姿

駐立展示における保持者の位置変化

➤Point：馬を保持する際は、検査者が
見やすいように配慮する。

（２）駐立写真の撮り方
馬の管理者は、その馬のベストの状態を写真に収めら

れるよう努力する必要がある。きれいに手入れし、無口、
頭絡などは清潔なものを使用する。撮影場所は背景も考
慮して事前に決定し、整備しておく。

撮影時の注意事項と手順
①光線

・順光で立たせる。
・光線が強すぎる場合は、影が強く出て見苦しくなる。
・撮影時刻は、光線がやわらかく、斜めから光が入る午

前中が望ましい。
②撮影場所

・平坦で蹄まで明瞭に見える場所を選択する。
・背景が煩雑にならないように注意する。

③風向き
・無風が望ましいが、風のある場合には、尾が股間に巻

き込まれない方向に立たせる。
・タテガミが落ち着く方向を考慮する。原則としてタ

テガミの垂れていない側、左表で駐立させる。

余ったレーンを写真のように保持し、馬との距離を保つ
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１．日常の躾と管理

④立たせ方
・駐立展示と同様、頭部（顔）を若干撮影者に向け、額

の白徴が見えるようにする。
・引き綱は長めに保持する。

⑤撮影テクニック
・心臓に対して水平に狙う。
・絞りを開ける（被写界深度を浅くする）、ズームを使

って引き寄せるなどして、背景を軽くぼかす。
・馬に接近しすぎると写真の周囲が歪むため、少し離

れた場所から撮影する（距離：５～10ｍ）。

シャッターを押す前の確認事項
①馬（四肢）が画面に平行に収まっていること
②しっかり立っていること（肢を休めたり、蹄が地面か

ら浮いたりしていないこと）
③保持者の手が画面に入っていないこと
④助手が馬の前で注意を引くことにより、両耳が前方

に向けて立っていること

（３）引き馬展示
引き馬は、常歩、速歩ともにキビキビ歩かせる。
＜展示の手順＞
①検査者に馬の左を向けて立たせる。
②検査者から常歩で遠ざかり、右回りで回転して真っ直

ぐ検査者に向かって戻る。
③右回りでおにぎり形に速歩を実施する。
④馬の左側を向けて駐立させる。

この方法により、検査者は移動することなく、馬の全身
を観察できる。
・速歩検査は、事前練習が必要である。
・購買者にとって速歩検査は、歩様の闊達さや跛行の有

無を確認するうえで、極めて有用である。
・速歩では、頭頚部の動きを阻害しないように、引き綱を

少し長めに保持する。

引き馬展示の仕方

右回りのコツ：内側に押しながら

右回りで引かれる馬

常歩を要求された場合は、直線的に 10m 程度遠ざかり、
右回りで回転して検査者の方向に戻る。右回転で実施す
る理由は、馬を制御しながら、検査者に回転時の運歩を見
やすくするためである。また、廊下などで回転する際は、
人が馬と壁の間に入ることにより、無用な受傷を防止す
る。



15

１．日常の躾と管理

常歩：直線的に検査者に向かって戻る。

速歩：直線的に検査者に向かって戻る。

（４）セリ会場での展示
セリ会場での展示は、ステージ方式とパレードリング

方式の２種類がある。一般的に、アメリカではステージ方
式、ヨーロッパではパレードリング方式である。ここで
は、JRA ブリーズアップセールで実施しているステージ
方式の展示方法を示す。
・上場者（ハンドラー）は、背広・ネクタイを着用して身

なりを整え、上場馬を引き立たせる。
・セリ会場は騒々しく、馬が落ち着かないことが多い。こ

のため、事前に会場のスクーリングを実施し、新しい環
境に馴れさせておく。

・ステージ内での馬の回転は、購買者と上場馬の間にハ
ンドラーが位置する右回りを基本とする。馬が暴れた
際、前列の購買者に恐怖を感じさせないよう配慮する。

・入場後は右回りでステージを一周し、鑑定人台前で購
買者に対して左表で駐立させる。その際、なるべく鑑定
人台に寄せる。

上場馬の入場手順

・セリ上げ中、馬が落ち着かない場合は、ステージのスペ
ースを活用し、一度右回りに回転させて再び駐立させ
る。

・ハンドラーは、馬が落ち着かない場合でも、常に礼儀正
しく、背筋を伸ばして堂々と振舞う必要がある。

立ち位置の修正方法

入場後は、鑑定人台に寄せて左表で立たせる。

後肢旋回の要領で回転し、再度、左表で駐立させる。

落ち着かない場合、右回りでステージ内を回転する。




