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アカールテケ

アハルテケは、トルクメニスタン原産の馬の
品種で、同国の国章にもあしらわれている。
スピードと長距離の持久力で知られる「黄金
の馬」は、過酷な気候に適応し、現存する最
古の馬種のひとつと考えられている。現在世
界で約 3,500 のアハルテケが、トルクメニス
タン、ロシアの他ヨーロッパ、オーストラリア、
北アメリカ、日本でも育成されている。
この品種はロシアで人気となり、国立牧場で

育成繁殖が確立した。多くのアハルテケが北
コーカサス山脈のテルスク牧場で生産され、
後にダゲスタン牧場にヘッドブリーダーのウ
ラジミール・ペトロヴィチ・シャンボラント 
Vladimir Petrovich Chamborant。
アハルテケは通常体高 14.2 ハンド（144 cm）
から 16 ハンド（163 cm）で、鮮明な金属光
沢のある金色の河原毛や、月毛の個体で有名
である。

The Akhal-Teke is a Turkmen horse. They 

have a reputation for speed and endurance, 

intelligence, and a metallic sheen. The shiny 

coat of the breed led to their nickname, 

"Golden Horses".These horses are adapted to 

rough climatic conditions and are thought to be 

one of the oldest existing horse breeds. There 

are currently about 6,600 Akhal-Tekes in the 

world, mostly in Russia, they are also found in 

Europe and North America. Akhal is the name 

of the line of oases along the north slope of the 

Kopet Dag mountains. It was inhabited by the 

Tekke tribe of Turkmens. There are theories 

regarding the original ancestry of the Akhal-

Teke, some dating back thousands of years. It 

is probable that Akhal Teke is a descendant of 

an older breed known as the Turkoman horse, 

and some claim it is the same breed. 

A khal -Teke
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頭絡（とうらく）とは馬あるいは牛などの頭
部に取り付ける、馬具または畜産用具の一種
である。
乗馬用の頭絡は、拳による騎手の扶助を手綱
から銜（はみ）を通じて馬に伝える役割を持つ。
別名「勒（ろく）」ともいう。
いくつかの革ひもと金具を組み合わせて作ら
れており、耳の後ろ、後頭部に回す「項革 

（うなじがわ）」、耳の前、目の後ろに来る「額

革（ひたいがわ）」、耳の下から口に向かい、
項革と銜を連結する「頬革（ほおがわ）」、鼻
の上に当たる「鼻革（はながわ）」、耳の下か
ら喉元を通る「喉革（のどがわ）」、そして銜
とそれにつながる手綱とで構成される。
乳牛や羊などの家畜の飼育には、銜（はみ、
口にくわえさせる金属部品）のない無口が用
いられる。

A bridle is a piece of equipment used to direct 

a horse. As defined in the Oxford English 

Dictionary, the "bridle" includes both the 

headstall that holds a bit that goes in the mouth 

of a horse, and the reins that are attached to 

the bit.

Headgear without a bit that uses a noseband 

to control a horse is called a hackamore, or, in 

some areas, a bitless bridle. There are many 

different designs with many name variations, 

but all use a noseband that is designed to exert 

pressure on sensitive areas of the animal's 

face to provide direction and control.

In western riding, some horses are taught to 

"ground tie" with a bridle, that is, to stand still 

when the reins are dropped on the ground. 

This can only be done with split reins, a horse 

can put a foot through reins that are attached.

頭絡
B ridle
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カウボーイは、北アメリカ大陸やオーストラリ
アなどの牧場で見られる、畜産業に従事する牧
場労働者のこと。牧童（ぼくどう）。また、同
種の職業に従事する女性をカウガールと呼ぶ。
メキシコや南米などのスペイン語圏における
vaquero、それを英語風にした buckaroo と
同じ意味である。元々 “ カウボーイ ” と言う単
語は “ 牛泥棒 ” を意味したとも言われ、牛飼に
対する単語は、スペイン語の vaquero が使わ

れていた。しかし、19 世紀後半に入ると、メ
キシコやテキサスなどを中心に大陸南部から、
西部、中西部にかけての原野で野生化してい
た “ 牛を駆り集め "、それを市場である東部や
ゴールドラッシュに沸く西部に届けるために
大陸横断鉄道の中継地である中西部や北部の
町へ “ 馬と幌馬車を連ね何日もかけて移送す
る業務 ロングドライブに従事していた労働者
を指す言葉に変化していった。

A cowboy is an animal herder who tends cattle 

on ranches in North America, traditionally on 

horseback, and often performs  other ranch-

related tasks. The historic American cowboy of 

the late 19th century arose from the vaquero 

traditions of northern Mexico and became a 

figure of special significance and legend. A 

subtype, called a wrangler, specifically tends 

the horses used to work cattle. In addition 

to ranch work, some cowboys work for or 

participate in rodeos. Cowgirls, first defined as 

such in the late 19th century, had a less-well 

documented historical role, but in the modern 

world work at identical tasks and have obtained 

considerable respect for their achievements. 

Cattle handlers in many other parts of the 

world, particularly South America and Australia, 

perform work similar to the cowboy.

C owboy
カウボーイ
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デ ィ ー プ イ ン パ ク ト (2002 年 3 月 25 日 - 
2019 年 7 月 30 日 ) は、日本のサラブレッド。
2005 年に日本競馬史上 6 頭目の中央競馬ク
ラシック三冠（無敗での達成は 1984 年の
シンボリルドルフに次いで 2 頭目）を達成、
2006 年には日本調教馬としては初めて芝部
門・長距離部門で世界ランキング 1 位となっ
た。種牡馬としては 2012 年から 2019 年の
日本のリーディングサイアーである。

また、2020 年には産駒のコントレイルが日
本競馬史上 8 頭目の中央競馬クラシック三冠

（無敗での達成は自身が 2005 年に達成して以
来の 3 頭目）を達成し、世界初の父子 2 世代
での無敗三冠を達成した。
このほか 2005 年に JRA 賞年度代表馬・最優
秀 3 歳牡馬、2006 年に年度代表馬・最優秀
4 歳以上牡馬を受賞し、 2008 年 には顕彰馬
に選出された。

Deep Impact (March 25, 2002 – July 30, 2019) 

was a champion Japanese  racehorse that 

won seven Japanese Domestic Grade 1 races, 

including all races of Japanese Triple Crown 

(Satsuki Sho, Tokyo Yushun and Kikuka Sho).

Deep Impact's sire Sunday Silence took over 

from perennial Japanese leading sire Northern 

Taste (10 time leading sire in Japan) and was 

leading sire in Japan 12 times. His dam, Wind 

In Her Hair, Group One winner, finished second 

in The Oaks to super-filly Balanchine and was 

out of Burghclere, a daughter of dual-Classic 

winner Highclere, who was owned and bred by 

Queen Elizabeth II. Burghclere was a three-

quarters sister to top filly Height Of Fashion, 

sold by the Queen to Hamdan bin Rashid Al 

Maktoum, and subsequently the dam of Epsom 

Derby winner Nashwan, another leading sire.

 D eep Impact
ディ ープイン パクト
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エポナは、ケルト神話、ローマ神話における、
馬・ロバ・ラバなどの女神。ユウェナリス（『風
刺詩集』）やアプレイウス（『転身物語』）、テ
ルトゥリアヌス（『弁明』『異教徒について』）、
ミヌキウス・フェリクス（英語版）（『オクタウィ
ウス』）がエポナ信仰に言及している。 
その名前は「ウマ科の動物」を指すケルト語 
Epu から派生している。馬の守護神であり
図象では横に乗った乗馬姿か馬の間で玉座に

座った女性の姿で表される。図象にはコルヌ
コピアや果物の籠を持った姿や子馬を従えた
姿もあらわされるため、豊かさや多産といっ
た豊饒の女神の側面も指摘される。エポナは
馬や騎手、馬丁のみならず旅人や死後の世界
の旅の守護者でもあり、死後の世界との関係
も指摘される。人気のビデオゲームシリーズ

「ゼルダの伝説」では、主人公の馬は女神にち
なんで「エポナ」と名付けられています。

In Gal lo-Roman rel ig ion,  Epona was a 

protector of horses, ponies, donkeys, and 

mules. She was particularly a goddess of 

fertility, as shown by her attributes of a patera, 

cornucopia, ears of grain and the presence of 

foals in some sculptures. She and her horses 

might also have been leaders of the soul in 

the after-life ride, with parallels in Rhiannon of 

the Mabinogion. The worship of Epona, "the 

sole Celtic divinity ultimately worshipped in 

Rome itself", as the patroness of cavalry, was 

widespread in the Roman Empire between the 

first and third centuries AD; this is unusual for 

a Celtic deity, most of whom were associated 

with specific localities. 

In popular video game series The Legend of 

Zelda, the main character's horse is named 

"Epona" after the goddess. 

 E pona
  エポナ
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フリージアンは、オランダのフリースラント
を起源とする馬の品種です。 品種のコンフォ
メーションは軽いドラフト馬のコンフォメー
ションに似ていますが、フリージアンはその
サイズの点で優雅で機敏です。 中世の間、フ
リージアン馬の祖先はヨーロッパ大陸全体で
軍馬として大きな需要があったと考えられて
います。 中世初期から中世中期にかけて、彼
らのサイズは彼らが鎧を着た騎士を運ぶこと

を可能にしました。 中世後期には、より重い
ドラフトタイプの動物が必要でした。 
この品種は何度も絶滅の危機に瀕していまし
たが、現代のフリージアンホースは、ハーネ
スとサドルの両方で使用され、その数と人気
が高まっています。 ごく最近、この品種は馬
場馬術の分野に導入されています。

F riesian
フリージアン

The Friesian (also Frizian) is a horse breed 

originating in Friesland, in the Netherlands. 

Although the conformation of the breed 

resembles that of a light draught horse, 

Friesians are graceful and nimble for their 

size. It is believed that during the Middle Ages, 

ancestors of Friesian horses were in great 

demand as war horses throughout continental 

Europe. Through the Early Middle Ages and 

High Middle Ages, their size enabled them to 

carry a knight in armour. In the Late Middle 

Ages, heavier, draught type animals were 

needed. Though the breed nearly became 

extinct on more than one occasion, the modern 

day Friesian horse is growing in numbers and 

popularity, used both in harness and under 

saddle. Most recently, the breed is being 

introduced to the field of dressage.

17
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キャンターとギャロップは、馬が行う最速の歩
き方のバリエーションです。 キャンターは制
御された 3 ビートの歩行ですが、ギャロップ
はより高速な4ビートのバリエーションです。 
これは、すべての馬が所有する歩行であり、ほ
とんどの馬の速歩よりも速く、または歩き回っ
ています。 ギャロップは馬の最速の歩き方で、
平均時速 40 〜 48 キロメートルです。 キャン
ターの速度は時速 16 〜 27 キロメートルの間

で変化します。 西部の乗馬で見られるキャン
ターのバリエーションは、ロープと呼ばれ、一
般的に遅く、時速 13 〜 19 キロメートル以下
です。キャンターとギャロップは関連する歩き
方であるため、キャンターからギャロップする
ように馬に依頼することで、ライダーは単に
馬に歩幅を長くするように依頼します。 スト
ライドが十分に長くなると、対角線のビート 2
ペアが中断し、4 ビートの歩行になります。

The canter and gallop are variations on the 

fastest gait performed by equine. The canter 

is a controlled three-beat gait, while the gallop 

is a faster, four-beat variation. It is a gait 

possessed by all horses, faster than most 

horses' trot, or ambling gaits. The gallop is the 

fastest gait of the horse, averaging about 40 

to 48 kilometres per hour. The speed of the 

canter varies between 16 and 27 kilometres 

per hour. A variation of the canter, seen in 

western riding, is called a lope, and is generally 

slow, no more than 13–19 kilometres per hour. 

The canter and gallop are related gaits, so by 

asking the horse to gallop from a canter, the 

rider is simply asking the horse to lengthen 

its stride. When the stride is sufficiently 

lengthened, the diagonal pair of beat two 

breaks, resulting in a four beat gait.

 G allop
ギャロップ 
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『オーシャン・オブ・ファイヤー』は、2004
年のアメリカ映画。実在した伝説の騎手ホプ
キンスとマスタングの愛馬ヒダルゴの人生を
映画化した。競馬映画であるが、競技として
はエンデュランス競走の類である。 
19 世紀末、アメリカ西部のカウボーイだった
ホプキンスと野生育ちの愛馬ヒダルゴはエン
デュランス競走で無敵を誇りながらも、普段
はウエスタン・ショーのドサ回りをして暮ら

していた。そんな時、アラブの族長シーク・
リヤドが主催するエンデュランス競走「オー
シャン・オブ・ファイヤー」に誘われる。
1000 年以上の歴史を誇り賞金は 10 万ドル、
4800km のアラビア砂漠を横断するという壮
大かつ過酷であり、代々由緒正しき血統のア
ラブ種が制するという伝統の競走に、アメリ
カから初の参加者となったホプキンスとヒダ
ルゴは、道中幾多の妨害を受けることになる。

Hidalgo is a 2004 epic biographical western 

film based on the legend of the American 

distance rider Frank Hopkins and his mustang 

Hidalgo. It recounts Hopkins' racing his horse 

in Arabia in 1891 against Bedouins riding 

pure-blooded Arabian horses. The movie was 

written by John Fusco and directed by Joe 

Johnston. It stars Viggo Mortensen, Zuleikha 

Robinson, and Omar Sharif. 

Several American Paint horses were used to 

portray Hidalgo. The actor Viggo Mortensen 

later bought RH Tecontender, one of the 

horses used in the film. The screenwriter John 

Fusco bought Oscar, the main stunt horse, and 

retired him at Red Road Farm, his American 

Indian horse conservancy. Another one was 

bought by a ranch near Steamboat, Colorado.

 idalgo
ヒダルゴ

H



22 23

アイスランドの馬は、アイスランドで開発さ
れた馬の品種です。 馬は小さいですが、時に
はポニーサイズですが、アイスランド人のほ
とんどのレジストリはそれを馬と呼んでいま
す。 アイスランドの馬は長命で丈夫です。 彼
らの母国では、彼らはほとんど病気を持って
いません。 アイスランドの法律は、馬が国に
輸入されることを禁じており、輸出された動
物は帰国することを許可されていません。 ア

イスランド人は、他の品種で一般的に表示さ
れる典型的な歩行、速歩、および駆ける / ギャ
ロップに加えて、2 つの歩行を表示します。 
アイスランドで唯一の馬の品種であり、国際
的にも人気があり、ヨーロッパと北アメリカ
にはかなりの人口が存在します。 この品種は、
母国での伝統的な羊飼いの仕事だけでなく、
レジャー、ショー、レースにも使用されてい
ます。

The Icelandic horse is a breed of horse 

developed in Iceland. Although the horses are 

small, at times pony-sized, most registries for 

the Icelandic refer to it as a horse. Icelandic 

horses are long-lived and hardy. In their native 

country they have few diseases; Icelandic law 

prevents horses from being imported into the 

country and exported animals are not allowed 

to return. 

The Icelandic displays two gaits in addition 

to the typical walk, trot, and canter/gallop 

commonly displayed by other breeds. The only 

breed of horse in Iceland, they are also popular 

internationally, and sizable populations exist in 

Europe and North America. The breed is still 

used for traditional sheepherding work in its 

native country, as well as for leisure, showing, 

and racing.

I celandic horse
アイスランド馬
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騎手（きしゅ）とは、馬に跨り、馬上から馬を
操縦する人のことである。
競馬制度は国家・地域によって異なり、それぞ
れに独自の競馬文化と歴史を有し、開催運営や
人材育成のシステムが築かれている。その中に
おいて「騎手」という意味の言葉が、競馬の競
走への参加に必要な資格ないし公的なライセン
スとしての資格称号を指すこともある。
英語で騎手を表すジョッキーは、ジャック

やジョンの蔑称であるジョックに由来する。
ジョックは後にジョッキーと訛り、単に競馬好
きや馬好きを表すようになった。かつてイギリ
スの競馬施行体であったジョッキークラブも
元々は競馬愛好家の集まりである。現在の意味
を持つようになったのは、騎手や調教師、馬主
が分業されるようになった 19 世紀以降で、古
い英語が残るオセアニア諸国などではライダー
と呼ばれることが多い。

A jockey is someone who rides horses in horse 

racing or steeplechase racing, primarily as a 

profession. The word also applies to camel 

riders in camel racing.

Jockeys must be light to ride at the weights 

which are assigned to their mounts. There 

are horse carrying weight limits that are set 

by racing authorities. The Kentucky Derby, for 

example, has a weight limit of 57 kg including 

the jockey's equipment. The weight of a jockey 

usually ranges from 49 to 54 kg. Despite their 

light weight, they must be able to control a 

horse that is moving at 64 km/h and weighs 

540.0 kg. Though there is no height limit for 

jockeys, they are usually fairly short due to the 

weight limits. Jockeys typically stand around 

147 cm to 168 cm.

 ockey
ジョッキ

J
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ケルピーは、スコットランド地方の水辺に住
み、主に馬の姿をしていると伝わる幻獣。
人間をおびき寄せるなどして溺れさせるとい
う悪評ある水霊・水魔の一種である。 
姿形は、はっきりわからないが、馬の姿と言
われることが多い。スペイ川やスペイサイド
地方のケルピーは概して白馬であり、馬具一
式を身につけ乗り人を誘う。しかしケルピー
は人の姿に化けることもあるとされる。

「ケルピー」とは英国イングランドやスコット
ランド低地など、ゲール語を解さない英語圏
の名称であり、それとよく混同されるのがス
コットランド高地に伝わる水棲馬（ウォーター
＝ホース）、すなわちゲール語でいうエッヘ・
ウーシュカである。
アイルランドの伝承にもあり、アッハ・イシュ
カと呼ばれる。

A kelpie is a shape-shifting spirit of lakes in 

Scottish folklore. It's a Celtic legend; but it exist 

in other cultures. Usually described as a black 

horse able to adopt human form. Some state 

that the kelpie retains its hooves when human, 

leading to its association with the Christian 

idea of Satan by Robert Burns in his 1786 

poem "Address to the Devil". 

Almost all sizeable body of water in Scotland 

has a kelpie story, but the most reported is the 

Loch Ness. Parallels to the general Germanic 

neck/nixie and the Scandinavian bäckahäst 

exist. The origins of narratives about the 

creature are unclear but the practical purpose 

of keeping children away from dangerous 

stretches of water and warning young women 

to be wary of handsome strangers has been 

noted in secondary literature.

elpie
ケル ピー

K
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リピッツァナーは、オーストリアにいたアンダル
シア馬（アラブ種、バルブ種、13 世紀のスペイ
ンの在来種）の流れを汲むカルスト種と、同じく
アンダルシア馬の流れを汲むイタリアのネアポタ
リノ種を交配させることで誕生し、1580 年から
トリエステ近郊のリピッツァの牧場で生産が開始
された。
リピッツァナーは身体面では柔軟性と頑丈さを兼
ね備えた馬体、精神面では忍耐強さと優れた感受

性に特徴がある。16 世紀末から 18 世紀半ばに
かけて世界最良の軍馬として認識されていたが、
ハプスブルク家がオーストリアの外に出すことを
嫌ったため、オーストリアの国力衰退とともに生
産が下火となり、やがてプロイセン王国が作りだ
したトラケナーやイギリス発祥のサラブレッドに
取って代わられた。リピッツァナーは現在馬術用
の品種として存続しており、ユーゴスラビアはオ
リンピック馬術競技用の品種として重用した。

The Lipizzaner is a horse breed named for 

the Lipizza Stud of the Habsburg monarchy. 

The breed is closely associated with the 

Spanish Riding School of Vienna, Austria, 

where the horses demonstrate the haute école  

movements of classical dressage, including 

the highly controlled, stylized jumps and other 

movements known as the "airs above the 

ground". The horses at the Spanish Riding 

School are trained using traditional methods 

that date back hundreds of years, based on 

the principles of classical dressage.

The Lipizzan breed dates back to the 16th 

century. Its name derives from one of the 

earliest stud farms established, which was 

located near Lipica, a village in present-day 

Slovenia. The breed has been endangered 

numerous times by warfare sweeping Europe.

L ipizzaner
リピッツァナー
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ムスタングは、北アメリカ大陸のプレーリー地帯
にスペイン人が持ち込んだ小型馬が野生化したも
ののことである。
人間に服従しない独立の精神に富んだ性格で知ら
れ、アーネスト・トンプソン・シートンのいわゆ
る『シートン動物記』の中の一作『だく足のマス
タング』にもその姿が活写されている。一部は再
家畜化されクォーターホース等の基礎になった。
北アメリカ大陸はウマ科の発祥の地であるが、最

終氷期後に絶滅した。それ以降北米大陸に馬は存
在しなかったが、一度野生の群れができると天敵
がほとんどいなかったため急速に数を増し、一時
その数は 200 万頭に達した。元になった個体は
アンダルシアン等が中心だったと考えられるが、
一部の群れにはサラブレッドやアラブ種等軽種の
影響も見られる。現在は 2 万 5000 頭ほどが保
護され残っている。

T h e mustang is a free-

r o a m i n g horse of the Western 

US, descended from horses brought by the 

Spanish. Mustangs are often referred to as 

wild horses, but they were once-domesticated 

animals, they are actually feral horses. The 

original mustangs were Colonial Spanish 

horses, but many other breeds contributed 

to the modern mustang. Some free-roaming 

horses are relatively unchanged from the 

original Spanish stock, strongly represented in 

the isolated populations.

In 1971, the US Congress recognized that 

"wild free-roaming horses and burros are living 

symbols of the historic and pioneer spirit of 

the West, which continue to contribute to the 

diversity of life forms within the Nation and 

enrich the lives of the American people". 

マスタング
ustang
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歴史的にピンツガウエル馬として知られてい
るノリーカー馬は、適度に重いオーストリア
のドラフト馬の品種です。 ノリーカーはヨー
ロッパの中央アルプス地方から来ており、オー
ストリアの最も高い山、グロースグロックナー
から来ていると考えられています。 この地域
はかつてローマのノリクム州として知られて
いました。 19 世紀の終わりに、この時期の
ロマノフィールの態度もあって、元の名前の

ピンズガウアー馬はノリーカー馬に変更され
ました。
アルプスを通過する商品の輸送、ザルツブル
クからイタリアへの塩、金、ケルト鉄の輸送、
そしてワインとスパイスの持ち帰りに大きな
役割を果たしました。 この使用により、高山
の地形への適応として、強力で長く、バレル
が深く、足のしっかりしたドラフト馬が開発
されました。

The Noriker horse, historically known as 

the Pinzgauer horse, is a moderately heavy 

Austrian draught horse breed. The Noriker is 

from the central Alpine region of Europe, and 

is believed to come from the highest mountain 

of Austria, the Grossglockner. This region 

was once known as the Roman province of 

Noricum. At the end of the 19th century the 

original name Pinzgauer horse was changed to 

Noriker horse, due in part to the Romanophile 

attitude in this time.

It  played a great role in the transportation of 

goods through the Alps, carrying salt, gold and 

Celtic iron from Salzburg to Italy, and on the 

return journey bringing back wine and spices. 

This use developed a powerful, long, deep-

barreled and sure-footed draught horse as an 

adaptation to the alpine terrain.

Noriker
ノリーカー
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A pinto horse has a coat  that consists of large 

patches of white and any other color. Various 

cultures throughout history appear to have 

selectively bred for pinto patterns.

The most common type of pinto, tobiano is 

a spotting pattern characterized by rounded 

markings with white legs and white across 

the back between the withers and the dock of 

the tail, usually arranged in a roughly vertical 

pattern and more white than dark, though the 

ideal is a 50-50 distribution.

Overo essentially means "pinto, but not 

tobiano". It denotes patterns produced by 

at least three different genetic mechanisms: 

frame, splashed white, or sabino. These 

patterns are usually characterized by irregular 

markings with more jagged edges than tobiano 

markings. 

駁毛には、白と他の色の大きなパッチで構成
されるコートがあります。 歴史を通してさま
ざまな文化がピントパターンのために選択的
に繁殖したようです。
最も一般的なタイプのピントであるトビアー
ノは、白い脚と、しおれと尾のドックの間の
背中に白い丸いマーキングが特徴のスポッ
ティングパターンです。通常、ほぼ垂直のパ
ターンで配置され、暗いよりも白いですが、

理想的です 50-50 の分布です。
Overo は本質的に「ピントですがトビアーノ
ではありません」を意味します。 これは、フ
レーム、スプラッシュホワイト、サビノの少
なくとも 3 つの異なる遺伝的メカニズムに
よって生成されるパターンを示します。 これ
らのパターンは通常、トビアノマーキングよ
りもギザギザのエッジを持つ不規則なマーキ
ングによって特徴付けられます。
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麒麟（きりん）は、中国神話に現れる伝説上
の動物（瑞獣）の一種。
泰平の世に現れる。獣類の長とされ、鳥類の
長たる鳳凰と比せられ、しばしば対に扱われ
る [1]。ただし『淮南子』によれば、応竜は建
馬を生み、建馬は麒麟を生み、麒麟は諸獣を生
んだのに対し、鳳凰は鸞鳥を生み鸞鳥が諸鳥
を生んだとされており、麒麟と対応するのは
正確には鳳凰より生まれた鸞鳥となっている。 

日本語と朝鮮語では、この伝説上の動物に似
た実在の動物も「麒麟」（キリン）と呼ぶ。
形は鹿に似て大きく背丈は 5m あり、顔は龍
に似て、牛の尾と馬の蹄をもち、麒角、中の
一角生肉。背毛は五色に彩られ、毛は黄色く、
身体には鱗がある。古くは一本角、もしくは
角の無い姿だが、後世では二本角や三本角で
描かれる例もある。

The qilin or kirin in Japanese, is a mythical 

hooved chimerical creature known in Chinese 

and other East Asian cul tures,  said to 

appear with the imminent arrival of a sage or 

illustrious ruler. Qilin is a specific type of the lin 

mythological family of one-horned beasts.

The legendary image of the qilin became 

associated with the image of the giraffe in the 

Ming dynasty. The identification of the qilin with 

giraffes began after Zheng He's 15th-century 

voyage to East Africa. The Ming Dynasty 

bought giraffes from the Somali merchants 

along with zebras, incense, and various other 

exotic animals. Zheng He's fleet brought back 

two giraffes to Nanjing, and they were referred 

to as "qilins". The Emperor proclaimed the 

giraffes magical creatures, whose capture 

signaled the greatness of his power.

Q ilin
キリン
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飼育は、馬や他の馬が「立ち上がる」ときに
起こります。 飼育は、恐怖、攻撃性、興奮、
不従順、経験の浅いライダー、または痛みに
関連している可能性があります。 スタリオン
が戦うときに野生で育ち、前足で敵を攻撃す
るのを見るのはよくあることです。 牝馬は一
般的に攻撃性があると蹴る可能性が高いが、
目の前の脅威で後ずさりする可能性がある。
馬が人の周りを後ずさりするとき、馬が転倒

するだけでなく、動物が後ろに倒れて怪我や
死亡の原因となる可能性があるため、馬に乗
るのは危険な習慣と見なされます。 強くお勧
めしません。 
飼育の習慣がある馬は、一般的に経験豊富な
調教師による大規模な再訓練が必要であり、
習慣を修正できない場合は、乗るには危険す
ぎると見なされる可能性があります。

Rearing occurs when a horse or other equine 

"stands up". Rearing may be linked to fright, 

aggression, excitement, disobedience, non 

experienced rider, or pain. It is common to see 

stallions rearing in the wild when they fight,  

striking opponent with their front legs. Mares 

are generally likely to kick if aggression, but 

may rear at a threat in front of them.

When a horse rears around people, it is 

considered a dangerous habit for riding 

horses, as not only can a rider fall off, but also 

because it is possible for the animal to fall 

over backwards, which could cause injuries 

or death. It is strongly discouraged. A horse 

that has a habit of rearing generally requires 

extensive retraining by an experienced horse 

trainer, and if the habit cannot be corrected, 

may be deemed too dangerous to ride.

R earing
リアリング
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シェトランドポニーは、スコットランド北部
のシェトランド諸島を起源とするスコットラ
ンドのポニーです。 それは枯れて 107cm ま
で立つかもしれません。 厚手のコートと短い
脚を持ち、そのサイズに強く、乗馬、運転、パッ
クの目的で使用されます。
シェトランドポニーは、スコットランド本土
の北東に位置するシェトランド諸島で生まれ
ました。 青銅器時代以来、小さな馬はシェト

ランド諸島で飼育されてきました。 島に住ん
でいた人々は、おそらく後に、ノース人の入
植者によって輸入されたポニーと先住民の家
畜を交配しました。 シェトランドポニーもお
そらくケルトのポニーの影響を受けており、
紀元前 2000 年から 1000 年の間に入植者に
よって島に運ばれました。 厳しい気候と希少
な食物は、ポニーを非常に丈夫な動物に成長
させました。

The Shetland pony is a Scottish breed of pony 

originating in the Shetland Isles in the north 

of Scotland. It may stand up to 107 cm at the 

withers. It has a heavy coat and short legs, 

is strong for its size, and is used for riding, 

driving, and pack purposes.

Shetland ponies originated in the Shetland 

Isles, located northeast of mainland Scotland. 

Small horses have been kept in the Shetland 

Isles since the Bronze Age. People who lived 

on the islands probably later crossed the native 

stock with ponies imported by Norse settlers. 

Shetland ponies also were probably influenced 

by the Celtic pony, brought to the islands by 

settlers between 2000 and 1000 BCE. The 

harsh climate and scarce food developed the 

ponies into extremely hardy animals.

S hetland
シェトランド
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トロイアの木馬（トロイアのもくば）は、ギ
リシア神話のトロイア戦争において、トロイ
ア（イーリオス）を陥落させる決め手となっ
たとされる装置である。トロイの木馬とも言
われる。木でできており、中に人が隠れるこ
とができるようになっていた。 転じて、内通
者や巧妙に相手を陥れる罠を指して「トロイ
の木馬」と呼ぶことがある。
この伝説の主な典拠はウェルギリウスの『ア

エネーイス』である。またホメロスの『オデュッ
セイア』でも言及されている。
トロイア戦争において、ギリシア勢の攻撃が
手詰まりになってきたとき、オデュッセウス
が木馬を作って人を潜ませ、それをイーリオ
ス市内に運び込ませることを提案した。参加
して日の浅いネオプトレモスとピロクテー
テースは戦いに飢えていたので反対したが、
戦いに倦んでいた他の諸将は賛成した。

The Trojan Horse is Trojan War story about the 

subterfuge that the Greeks used to enter the 

city of Troy and win the war. There is no Trojan 

Horse in the original poems by Homer about 

the Trojan War, and the conclusion of the story 

is marked by the retrieval of Hector's corpse (a 

great Trojan hero) by his father, Priam (king of 

Troy), from the willing hands of Achilles, though 

under the watchful and disagreeable eye of 

Agamemnon (the Greek king); the implication 

is that the Trojan War ended in amicable 

peace.

But in the popularized, fictional work of the 

Aeneid by Virgil, after a fruitless 10-year 

siege, the Greeks at the behest of Odysseus 

constructed a huge wooden horse and hid a 

select force of men inside, including Odysseus 

himself. 

rojan horse
トロ イの木馬T
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ユニコーンは、一角獣（いっかくじゅう）と
も呼ばれ、額の中央に一本の角が生えた馬に
似た伝説の生き物である。語源はラテン語の 
ūnus 「一つ」と cornū 「角」を合成した形容
詞 ūnicornis （一角の）で、ギリシア語の「モ
ノケロース」から来ている。非常に獰猛であ
るが人間の力で殺すことが可能な生物で、処
女の懐に抱かれておとなしくなるという。角
には蛇などの毒で汚された水を清める力があ

るという。海の生物であるイッカクの角はユ
ニコーンの角として乱獲されたとも言われる。
ユニコーンは、そのほとんどが、ライオンの
尾、牡ヤギの顎鬚、二つに割れた蹄を持ち、
額の中央に螺旋状の筋の入った一本の長く鋭
く尖ったまっすぐな角をそびえ立たせた、紺
色の目をした白いウマの姿で描かれた。また、
ヤギ、ヒツジ、シカに似た姿で描かれること
もあった。

The unicorn is a legendary creature since 

antiquity as a beast with a single large, pointed, 

spiraling horn projecting from its forehead. The 

unicorn was depicted in ancient seals of the 

Indus Valley Civilization and was mentioned by 

the ancient Greeks in accounts of natural history 

by various writers. The Bible also describes 

an animal, the re'em, which some versions 

translate as unicorn.

In European folklore, the unicorn is depicted as 

a white horse or goat-like animal with long horn, 

cloven hooves, and sometimes a goat's beard. 

In the Middle Ages and later, it was commonly 

described as a wild woodland creature, symbol 

of purity and grace, which could be captured 

only by a virgin. In the encyclopedias, its horn 

was said to have the power to render poisoned 

water potable and to heal sickness. 

nicorn
ユニコーン

U
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男対馬マラソンは、35 km を超える毎年恒例の
レースで、ランナーは馬に乗ってライダーと競
います。 公式のマラソンロードレースよりも短
い距離のレースは、毎年 6 月にウェールズの町
スランウルティドウェルズで開催されます。 ス
コットランドでは、ニュージーランドの中央北
島のネス湖の近くのドレスとアリゾナ州のプレ
スコットに拠点を置く他の人対競馬があります。
イベントは 1980 年に始まり、地元の家主

であるゴードングリーンが、彼のパブである
Neuadd・Arms で 2 人の男性の間の話し合い
を耳にしました。 ある男性は、国中のかなりの
距離で、男性は馬と同等であると示唆しました。 
グリーンは、チャレンジをテストする必要があ
ると判断し、最初のイベントを開催しました。 
2004 年、2：05：19 に Huw・Lobb がレース
に勝利しました。 徒歩でレースをする男が優勝
したのは初めて。

The Man versus Horse Marathon is an annual 

race over 35 km, where runners compete 

against riders on horseback. The race — which 

is a shorter distance than an official marathon 

road race — takes place in the Welsh town of 

Llanwrtyd Wells every June. There are other 

Man versus Horse races in Scotland based at 

Dores, near Loch Ness, Central North Island, 

New Zealand and in Prescott, Arizona.

The event started in 1980, when local landlord 

Gordon Green overheard a discussion between 

two men in his pub, the Neuadd Arms. One 

man suggested that over a significant distance 

across country, man was equal to horse. Green 

decided that the challenge should be tested, 

and organised the first event. In 2004, the race 

was won by Huw Lobb in 2:05:19. It was the 

first time that a man racing on foot has won.

man
marathon人対馬マラソン

Vs
horse 
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野生の馬は Equus 属の種であり、亜種として
現代の飼いならされた馬、飼いならされてい
ないターパン（現在は絶滅）、そして絶滅危惧
種の Przewalski の馬が含まれています。
Przewalski の馬は絶滅の危機に瀕していたが、
野生への再導入に成功した。 ターパンは 19
世紀に絶滅しましたが、国産馬の祖先である
可能性があります。 それは家畜化の時にユー
ラシアの草原を歩き回った。 

しかし、Equus ferus の他の亜種が存在して
いた可能性があり、飼いならされた馬の子孫
である可能性があります。 ターパンが絶滅し
て以来、その表現型を再構築する試みがなさ
れ、コニックやヘック種などの馬の品種が生
まれました。 しかし、これらの品種の遺伝子
構成と基礎血液ストックは、実質的に家畜化
された馬に由来するため、これらの品種は家
畜化された特性を持っています。

The wild horse is a species of the genus 

Equus, which includes as subspecies the 

modern domesticated horse as well as the 

undomesticated tarpan (now extinct), and the 

endangered Przewalski's horse

Przewalski's horse had reached the brink of 

extinction but was reintroduced successfully 

into the wild. The tarpan became extinct in the 

19th century, though it is a possible ancestor of 

the domestic horse; it roamed the steppes of 

Eurasia at the time of domestication. However, 

other subspecies of Equus ferus may have 

existed and could have been the stock from 

which domesticated horses are descended. 

Since the extinction of the tarpan, attempts 

have been made to reconstruct its phenotype, 

resulting in horse breeds such as the Konik 

and Heck horse. 

野生の馬
Wild horse
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アテネのクセノポン（紀元前 430 年から 354
年）は傭兵であり歴史家でした。 30 歳のとき、
彼は小キュロスに仕えるギリシャの傭兵部隊
である 1 万人の指揮官に選出されました。 彼
はアナバシスを書きました。
これは、アルタクセルクセス 2 世からペルシャ
の王位を主張するサイラスの失敗したキャン
ペーン中の 1 万人の冒険と、クナクサの戦い
でのサイラスの死後の傭兵の帰還について述

べています。 クセノポンは多くの兵站業務の
先例を確立し、側面攻撃とフェイントを最初
に使用したものの 1 つでした。 
軍事歴史家のセオドア・アイラウドッジが書
いたように、「それ以来、何世紀にもわたって
この戦士の天才を超えるものは何も考案され
ていませんでした」。

Xenophon of Athens (430 – 354 BC) was a 

mercenary and historian. At the age of 30, 

he was elected a commander of the Ten 

Thousand, a force of Greek mercenaries in 

the service of Cyrus the Younger. He wrote 

the Anabasis, which recounts the adventures 

of the Ten Thousand during Cyrus's failed 

campaign to claim the Persian throne from 

Artaxerxes II and the return of the mercenaries 

after Cyrus's death in the Battle of Cunaxa. 

Xenophon established precedents for many 

logistical operations, and was among the first 

to use flanking maneuvers and feints. As the 

military historian Theodore Ayrault Dodge 

wrote, "the centuries since have devised 

nothing to surpass the genius of this warrior".

He also wrote "On Horsemanship: Treatise on 

how to break, train, and care for horses."

enophon
クセノポ ン

X
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与那国馬は、八重山列島の与那国島（沖縄県八
重山郡与那国町）で飼育されてきたウマの一品
種である。また日本在来馬 8 馬種のひとつで、
1969 年 3 月 25 日に与那国町の天然記念物に
指定されている。
体高はおよそ 110-120cm と小型で、ポニーに
分類される。毛色は鹿毛が中心である。
与那国馬の来歴は明らかではないが、日本最西
端の離島である与那国島に生息するため、他品

種との交配や品種改良が行われることがなく、
その系統がよく保たれてきた。また、1939 年
には、馬匹改良を目的として日本在来馬と洋種
馬の交配を推進する種馬統制法が施行された
が、与那国島はその施行区域から除外されたた
めに交雑を免れた。
与那国馬は、与那国島で古くから、農耕、農作
物や薪の運搬、乗用などに活躍してきた。

The Yonaguni or Yonaguni uma is a critically-

endangered Japanese breed. It is native to 

Yonaguni Island, in the Yaeyama Islands in 

south-western Japan, close to Taiwan. It is one 

of eight horse breeds native to Japan.

In 1968 there were 210 Yonaguni horses. 

By the early 1980s, the number had fallen to 

little more than fifty. Numbers subsequently 

recovered slightly; head were recorded in 

2008. The conservation status of the breed 

was listed as "critical" by the FAO in 2007.

In 2003, genetic analysis using microsatellite 

data found the Yonaguni to be most closely 

related to the Miyako and Tokara small-

island breeds, and less closely related to 

various Mongolian horse breeds than were the 

Dosanko and Kiso breeds of the main islands 

of Japan.

与那国馬
Y onagumi horse
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シマウマ
Z ebra

シマウマは概して草を食す植物食である。シマ
ウマの外見的特徴は、毛の黒地に白の縞模様に
加え、大きな耳、先端がふさ状になった尾など、
姿は野生のロバとよく似ており。ゆえに「縞模
様のロバ」と呼ぶ言語もある。シマウマの縞模
様の効果は、捕食者が狩りの獲物とする個体を
識別しにくくすることといわれてきた。霊長類
以外の哺乳類は色の識別能力が低いことと関連
している。シマウマの白黒の模様は、霊長類以

外の哺乳類が遠くから見た場合には草原の模様
に埋もれ判別しにくいとされる。縞模様は身体
の部位ごとに向きが異なり、群れをなすと各個
体の縞模様が混ざって視覚的に同化してしまう。
Melin らの研究により、天敵の大型肉食獣は人
間ほど縞の認識ができておらず、このため同じ
ところに暮らす他種の植物食動物の単一の色の
被毛に対して、縞模様が特に天敵を混乱させる
ことに優位ではないということが判明した。

Zebras (subgenus Hippotigris) are African 

equines with distinctive black-and-white striped 

coats. There are three extant species: the 

Grévy's zebra (Equus grevyi), plains zebra (E. 

quagga), and the mountain zebra (E. zebra). 

Zebras share the genus Equus with horses 

and asses, the three groups being the only 

living members of the family Equidae. Zebra 

stripes come in different patterns, unique to 

each individual. Several theories have been 

proposed for the function of these stripes, 

with most evidence supporting them as a form 

of protection from biting flies. Zebras inhabit 

eastern and southern Africa and can be found 

in a variety of habitats such as savannahs, 

grasslands, woodlands, shrublands, and 

mountainous areas.
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馬
A to Z 

horse

This book contains 64 pages dedicated 

to horses. History, breed, mystical 

creatures and some fun facts. A perfect 

book for any horses lover. Explanations 

in english and japanese.

この本は馬に捧げられた 64 ページを
含みます。 歴史、品種、神話上の生き
物、そしていくつかの楽しい事実。 馬
が好きな人にぴったりの本。 英語と日
本語での説明。


