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IFHA ニュースレター
国際競馬統括機関連盟（IFHA）や世界の競馬産業界の最新情報を皆様に
お届けするため、IFHAは日本中央競馬会（JRA）と共同で四半期ごとにニュ
ースレターを発行いたします。
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IFHAニュースレターへ
ようこそ
各号において競馬産業界で起きている大きな変化につい
てタイムリーにお伝えしていきます。
このニュースレターではIFHA関連ニュースに加え、競走
馬や騎手、調教師、その他競馬関係者などを特集いたし
ます。
また、ロンジンワールドベストレースホースランキング、ロ
ンジンワールドベストジョッキーに関する最新情報もお届
けします。
皆様のご参考になれば幸いです。
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HISAのアメリカ
競馬への影響

なく、サラブレッド競馬を行う約30州を統一するという
意味で、非常にユニークなものになると述べている。
「これこそが、今回の出来事の素晴らしい点です。ま
ず ジ ョ ッ キ ー ク ラ ブ や WHOA （ Water Hay Oats
Alliance）をはじめとする多くの団体が、すべての州
で統一された調和プログラムを望み、我々もそれに同
意しました。つまり、ケンタッキー州のルールはフロリダ

「アメリカは自らの行為を清算し、正しく理解しな
ければならない」
米国では、2022年7月1日からのHISA（競馬の
公正確保と安全に関する法律）の施行に向けて
本格的な準備が進められているが、米国のサラ
ブレッド競馬産業界の公正確保について、国際
的な競馬統括機関の多くのそれと一致させる責
任を負っている担当者の言葉は、これまでになく
明確なものとなっている。

州、またニューヨーク州のルールと同じになります。何
が許可され、何が許可されないのかを知るために、そ
れぞれの州に出向く必要はありません。そうでなけれ
ば抜け道ができてしまい、結果的に州ごとに公平でな
い競馬が行われてしまうことになります」と彼は言う。

HISA は 、 昨 年 12 月 に 成 立 し た 法 律 で あ る 。
HISAは、HISA機関によって進められている。ル
ール設定とそれを行使する正式な権限が与えら
れ、サラブレッド競馬のためのアンチドーピング
や投薬管理プログラム、さらに競馬場の安全プロ
グラムを実施することになる。
当機関の活動の中心にいるのは、米国アンチド
ー ピ ン グ 機 構 （ USADA ） で あ る 。 USADA は 当
初5年契約で、人間のアスリートに対する活動に
加え、馬に関するプログラムを追加することにな
っ て お り 、 過 去 14 年 間 USADA の 最 高 責 任 者 を
務めているトラビス・タイガート氏は、何が今求め
られているかについて冒頭に概説した。
「米国はリーダーであるべきです。私たちは社会
が法によって統治されていると信じています。そ

トラビス・タイガート氏（米国アンチドーピング機構CEO）

れが私たちの基盤でもあり、スポーツ産業におけ
る我々の活動は、より大衆に価値を示すものとな
るのだと思います。クリーンなスポーツを支持し、

IFHAの会長であるルイ・ロマネ氏は、2009年にサラト
ガで開催された米国ジョッキークラブ主催の第57回
ラウンドテーブル会議で基調講演を行った際、薬物指
針の国際的な調和の重要性と必要性を提起し、現在
も薬物ルールの統一を推進する姿勢を崩していない。

世 界 が 羨 む よ う な プ ロ グ ラ ム を 、 HISA の 下 で 立
ち上げたいと思っています」
タイガート氏は、HISAのルールを実行し、検査機
関での検査を監督し、USADAが違反行為に対処

「HISAはIFHAの全面的な支援を受けており、アメリ
カの薬物投与とアンチドーピングの基準を他の主要な
競馬統括機関と同じ高水準に引き上げる助けになる

していくことで、米国をIFHA（国際競馬統括機関
連盟）の他のメンバーと緊密に連携させるだけで
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と信じています。厳格で統一され、確実に実行される
統一されたアンチドーピングルールを設けることは、
米国内および国際競馬産業界のすべての人に利益
をもたらします」とロマネ氏は述べている。

構築することであり、馬にドーピングを行って、逃亡す
る可能性を排除することです。よく言われていること
ですが、馬でも人間のスポーツでも、不正を行う者の
心理は同じです。ですから、アスリートの独自性や競
馬産業界の他の側面も考慮し、私たちはHISAプロ
グラムを構築し、不正行為の精神が勝らないようにし
ていきます」

米国ジョッキークラブの理事長兼COOであるジム・
ギャグリアーノ氏は「HISAのポイントは、全米規模の
アンチドーピング・薬物プログラムと競馬場の安全プ
ログラムで、アメリカ競馬を統一することです。すべて
の州の競馬場は、当局が公布したルールに自発的に
従い、USADAとともにコンプライアンスを実行する
権限を持つことになります」と語る。

タイガート氏は、この仕組みの一部に、新たな競走能
力向上薬の存在を発見する責任もあることを認識し
ている。
「人間のプログラムと同様、証拠や情報を収集し、現
場での情報源を持ち、馬主、調教師、生産者からの信
頼を高めていくことが必要ということは言うまでもあり
ません。彼らからの情報提供によって、研究や科学に

この新たな状況は、タイガート氏にとっても見過ごす
ことのできないものである。「私は大きな関心を持って
います。しかし、これほど長い時間がかかるとは想像
できませんでした。正直なところ、そろそろ時期が来た
のだと思います。そして、ジョッキークラブ、WHOA、
キャピトルヒルが、競馬産業界のアンチドーピングや
薬物管理の取り組みについて、より現代的なものとな
るよう追いつかなければならない、その時期が来たこ
とを認識したのは良いことだと思います。本来の仕事
ではない政治的に任命された人たちに任せることも、
時には非常に重要なことです。しかし、専門化し、統
一されたものにしなければなりません。私たちはその
役割を果たせることを光栄に思います」

よる検査を開発し、薬物が使用されている可能性のあ
る馬アスリートを対象に検査を行うことが可能になりま
す」と彼は言う。

USADAにとっては未知の領域になるが、競馬産業
界のリーダーたちは、薬物検査の分野で確立された
専門知識を兼ね備えているUSADAであれば問題な
く対応できると確信している。

タイガート氏は、業界関係者からのこの問題に関す
る情報提供をすでに受けているという。これは彼が、
現在、米国の裁判所で行われている判例について熟
知しているからだと考えている。

「USADAは薬物検査の専門家で構成されており、ア
スリートが人間であろうと馬であろうと変わりません。
我々はUSADAと長年協議してきており、その化学分
析者や検査機関もHISAや競馬産業界と協力する
準備ができています」とギャグリアーノ氏は言う。

「陽性反応が検出された自転車競技者の調査から
得た証拠に基づき、昨年3月に起訴が行われました。
このアスリートは、フロリダ州のある薬局からEPO（エ
リスロポエチン）を入手していたことが判明しました。
この薬局では、デザイナーズドラッグを調合し、馬産
業界の調教師に提供していたことが明らかになって
います」

「そして、必要に応じて法執行機関と連携し、故意に
違反したような証拠がある場合には、確実に法を適用
します。私たちは、被害者であるクリーンなアスリート
のために存在しています。私たちはこれを“ティファニ
ーの箱”と呼んでいます。私たちが梱包し法的機関に
引き渡し、彼らに仕事をするよう要求するのです」

タイガート氏は、この課題に正面から取り組んでい
る。「HISAの下では、オリンピックやパラリンピックの
人間アスリートに適用されているシステムとは全く異
なるものになるでしょう。世界中のベストプラクティス
を取り入れ、競馬産業界の希望を法に盛り込んでい
くことが必要なのです。そして、信頼あるプログラムを

「HISAが成立する以前から、こうしたことは起こって
いたのです。以来、多くの問い合わせがありました
が、『まだ管轄外ですが、情報提供には感謝し、今後
も良好な関係を築いていきたい』と言う他ありません
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BHA初の女性CEO、
ハリントン女史の挑戦

でした」
HISAについては米国の関係者すべてが同意してい
るわけではないが、来年までにはHISAがサラブレッド
競馬を取り扱うことが見込まれており、タイガート氏と
彼のチームはその挑戦に向けて準備を進めている。

ジュリー・ハリントン女史は、英国競馬統括機（BHA）
の次期CEOとして、これから自分に何が待ち構えて
いるのかと考えていたが、1月4日の就任初日にはそ
の悩みは一掃された。

「私たちは、自らが持つ責任の大きさを認識しており、
自分たちだけですべてを行うつもりはありませんが、
競馬産業界やクリーンなアスリート、そして正しい方
法で物事を行いたいと願う人々とのパートナーシップ
に期待しています。本当に長い時間がかかりました
が、すべての人たちが我々の努力を評価してくれてい
るわけではありません。これまで享受してきた利益が
大きく、現状に固執し変化を求めない人もいるからで
す」

「首相は、英国が再びロックダウンに入ることを発表
しました」とハリントン女史は振り返る。しかし、それだ
けではなかった。

「率直に言うと、ランス・アームストロング氏（米国の自
転車ロードレースの元選手）は、私たちが行った仕事
をあまり気に入っていませんでした。しかし、理性ある
クリーンな人たちは、私たちの親友であるべきであり、
彼らは私たちがやろうとしていることをすべてサポー
トすべきなのです」とタイガート氏は語った。

ジュリー・ハリントン女史（英国競馬統括機構CEO）

翌月には、アイルランド人のゴードン・エリオット調教
師が死亡した馬にまたがっている写真がソーシャル
メディアで広く拡散され、国際的な反発を招いた。チ
ェルトナム・フェスティバルでエリオット調教師が注
目を集めることは確実視され、ハリントン女史たちは
同調教師の管理馬が参加することについて、英国の
スタンスを検討することを余儀なくされた。
その間、イギリス競馬は無観客で行われていた。新た
なロックダウンによって、馬主は自分の所有馬を競馬
場で観戦することもできなくなった。馬主協会と競馬
場協会という2つの重要なステークホルダー間で、
COVID-19パンデミック期間中の賞金額を巡って対
立が生じた。

HISAの導入を担当するUSADA

「さらにいくつかの逆風もあり、就任して3ヶ月間は決
して楽な状況ではありませんでした。私たちが注力し
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たのは、無観客でも競馬を継続させることと、馬主が
競馬場に戻ってくるための方策を立てることでした。
とても大変だったと言えるでしょう」とハリントン女史
は控えめに語る。

ーをしていました。そこで、レースの合間にお客様に
対して行われている競馬場のホスピタリティは本当
に素晴らしいものでした。そのうちに、仕事の中で一
番好きなのは、競馬に関係しているときだと気づい
たのです」とハリントン女史は振り返る。

ハリントン女史は、IFHA（国際競馬統括機関連盟）
の執行協議会に新たに出席することになった。彼女
はすでに一度BHAのチーフ・レギュレトリーオフィサ

©Racingfotos.com

ーであるブラント・ダンシャー氏と一緒に会議に出席
しており、IFHAが競馬というスポーツの国際的発展
に重要な役割を果たしていると考えていた。
「競馬は、ファンや馬券を購入する方がどのように受
け止めるかという点で、非常にグローバルな商品だ
と思います。デジタル化や、国際的な観客に対応し
ていないスポーツは評価を得られていません。これ
は非常に重要なことだと思います。競馬はグローバ
ルな商品であると考えなければなりません」

インターナショナルステークス（ヨーク競馬場）は
2020ロンジンワールドベストレースに

その後、彼女はノーザンレーシング社（後にアリーナ
社と合併）に入社し、ユートクセター競馬場のマネー
ジャーを務め、ノーザンレーシングの10競馬場のオ
ペレーション・ディレクターを経て、フットボール協会
でも同様の業務を担当した。

「IFHAは、その理念を拡大していくための理想的プ
ラットフォームです。他の国の同僚に会うのをとても
楽しみにしています。学ぶべきことがたくさんあります
し、アイデアや情報を積極的に共有していきたいと
思っています」と彼女は述べている。

2017年、彼女は英国サイクリング連盟のチーフエグ
ゼクティブに就任し、激動の時代にその職務を4年
間務めた後、BHAでニック・ラスト氏の後継者として
現ポストを引き受けた。英国競馬統括機構で女性初
の最高責任者になった彼女にとっては、そのことはま
るで帰郷のように感じられたと言う。

その昔、IFHA執行協議会に英国代表として出席し
ていたのは、ジョッキークラブの上層部であり、帝国
時代の貴族のような存在であった。しかし、ハリントン
女史はそれとは大きく異なる人物である。彼女
は、"people person（社交性のある人） "として知ら
れ、スポーツへの深い愛情に加え、豊富な現代的マ
ネジメントスキルを有している。

2014年から彼女はBHA役員会で独立社外取締役
として4年の任期を務めたものの、チーフエグゼクテ
ィブの業務内容については十分に知ることができな
かった。

10代のハリントン女史は、親友の父親が競馬場のブ
ックメーカーをやっており、学校の休暇期間中にその
手伝いをしていたことがある。大学卒業後の10年間
は、酒造業界で大手ブランドのマーケティングを担
当していたが、それをきっかけに再び競馬の世界に
足を踏み入れることになった。

「社外取締役は、日常の業務に精通しているわけで
はないので、物事を成し遂げるための権限が与えら
れていないフラストレーションがあります」と彼女は
述べている。

「ビールメーカーの仕事のひとつに、スポーツイベン
トのスポンサー業務というのがあります。私たちはヨ
ーク競馬場やエイントリー競馬場の競走のスポンサ

今はそのようなことはない。前任のラスト氏もホース
マン側と競馬場側との間に立ち、時にフラストレーシ
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ョンを感じることがあったが、ハリントン女史も今後、
彼女の前任者たちが忍耐力を試された、そのような
ステークスホルダー同士の争いにも慣れていくこと
になるだろう。

ー同士が団結できることを示したと思います。そうで
なければ、現在イギリスで走るトップホースたちは海
外に拠点を置くことになったでしょうし、それは誰にと
っても良いことではありません。BHAの立場だからこ
そできることのひとつは、人々をまとめることです。そ
れぞれの利己的な考えでは物事は動きません。
BHAは、私たちがどのように前進すべきかについて
実権を握っています」

英国競馬における多くの重要な決定は、BHA、競馬
関係者、競馬場、いわゆる "主要なステークホルダ
ー "の合意や同意なしには実行できない。しかし、こ
のプロセスは歴史的に後者2つのグループの利己
的な利益によって損なわれてきたところがある。
最近では、コロナウイルス感染症の影響によって大
幅に低下した賞金を巡り、競馬場と馬主が対立し
た。馬主側は、メディア放映権は現在、英国競馬にと
って最大の収入源となっており、競馬場はその収入
から賞金にもっと充当させるべきと考えている。

英国競馬の中で長年対立してきた人同士が、長期
的な持続性を求めて互いの相違点を捨てることを期
待するのは楽観的かもしれません。しかし、パンデミ
ックだけでなく、カリド・アブドゥラ殿下、ハムダン殿
下、そしてチバリーパークスタッドのオーナーである
デビッド・トンプソン氏という3名の大手馬主が最近
亡くなったことで、英国競馬は揺れ動いている。

ハリントン女史は、賞金に対する不満はパンデミック
以前からあったと考えている。「英国競馬は、長期的
な財政の持続可能性について、以前より問題を抱え
ていたと思います。私たちの資金調達モデルとその
内に潜む利己主義は、スポーツの長期的かつ持続
的な成長を促進させるものになっていない」

この50年間がそうであったように、海外の大手馬主
が、英国競馬の低い賞金をこのまま大目に見てくれ
るかについては懸念が高まっている。彼らの存在を
失ったことで、このスポーツは大きなダメージを受け
るという事実が、現在求められている取り組みへの
推進力になるかもしれない。

「英国競馬の国家機関は、合意形成を必要とする構
造になっています。しかし、短期的な合意形成ばかり
で進めていると、勝者と敗者を生み出します。私たち
が長期的な財政健全化を達成する唯一の方法は、
全員が2〜3年レベルの視野を超えて考えることで
す」と話す。

「そうですね、コンセンサスを得るには、意識を大きく
変える必要があります。私はマゾヒストと呼ばれてい
ますが、それがこの職務に惹かれた理由でもありま
す。私は常に挑戦することが好きなのです」とハリン
トン女史は認める。
今、彼女は自らに大きなチャレンジを課している。

連携の弱い部分を特定するのは簡単なことである。
しかし、ハリントン女史は、これはまた別の問題であ
ることを強調しながら、COVID-19による経験は、こ
のスポーツに関わるすべてのステークスホルダーに
競馬という興行を継続させるため、協力が必須にな
ったという点で、ポジティブなレガシーを残したと感
じている。彼女と彼女のチームは、アフターコロナに
おける競馬スポーツの復興のために、これと同じ精
神が必要となると考える。
英国競馬関係者はコロナ禍における
競馬開催に向け協力できることを示
した

「今回のパンデミックは、競馬界のステークスホルダ
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日本馬の世界的活躍

G Iだけに出走することになると思います。私たちは今
年出走するすべてのレースに勝利することを目標に掲
げていました。しかし、大阪杯当日の馬場は非常に悪く
なり、彼には不向きなものとなってしまいました。今年い
っぱいで引退し、種牡馬になる予定ですので、今後は
状態を見ながら慎重に見極めていきたいと思っていま
す」 と話した。

〜矢作芳人調教師・
福永祐一騎手に聞く〜
2020年に日本の牡馬三冠を達成し、世界中の競馬
ファンを魅了したコントレイル（父：ディープインパクト
母：ロードクロサイト 馬主：前田晋二氏）。今年４月
に復帰したものの、計画通りにはいかなかった。しか
し、関係者は今後の彼の能力、そして日本馬の能力
には自信を失ってはいない。世界トップレベルで成功
を収めてきた彼らだからこそわかることがある。

「個人的には是非、海外の競走に遠征させたいのです
が、繁殖への期待も大きい馬ですし、世界中がパンデ
ミックの影響を受けていること、そのリスクも考えると、
なかなか難しいかもしれません」

©Racingfotos.com

コントレイルが日本国外でレースに出走することは叶
わなさそうであるが、福永騎手も矢作調教師も、これま
で世界のトップレベルで戦い、勝利した実績がある。
福永騎手は、2001年香港マイル（G1）、2002年と
2003年クイーンエリザベス2世カップ（G1）をエイシン
プレストンで、2005年アメリカンオークス（G1）をシー
ザリオで、2014年ドバイデューティフリー（G1）をジャ
スタウェイで制している。
福永騎手は「日本馬は、すでに世界のトップレースで
活躍できることが立証されていると思いますし、日本馬
と世界のトップホースとの差もさらに縮まっています。
今後、日本のトップホースが国際的な舞台にチャレン
ジする機会はさらに増えてくると思います」と話した。

左から矢作芳人調教師、
生産牧場（株）ノースヒルズ代表 前田幸治氏、福永祐一騎手

福永祐一騎手は、「決して楽な道のりではありません
でしたが、コントレイルは日本の競馬史においても偉
大な功績を残したと確信しています」と語った。「私は
自分の記録にはあまり関心はないのですが、ただ、彼
のような素晴らしい競走馬にいつかは出会いたいと
思って、ジョッキーとしてのキャリアを重ねてきました。
だから、無敗で三冠を達成するような素晴らしい馬に
出会え、その馬に騎乗することができたのはとても幸
運であったと思っています」と語る。
コントレイルの連勝記録は、11月に行われたジャパン
カップ（GⅠ）で、チャンピオンホースであるアーモンド
アイに次ぐ2着に終わったことで途切れた。その後、コ
ントレイルは2021年、大阪杯（GⅠ）に出走し、厳しい
馬場でレイパパレの3着に敗れた。

ジャスタウェイに騎乗する福永祐一騎手

矢作芳人調教師は、「冬の間に、背も伸び、体も一回
り大きくなり、力強さが出てきたと思います。今年は

福永騎手は日本馬を国際的レベルで考察する資格を
十分に持っている。ジャスタウェイは、ドバイデューティ
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フリーでの活躍により、2014年ロンジンワールドベス
トレースホースのタイトルを獲得、その年のランキング
で彼に次いで2位になったのは同じ日本馬、シーザリ
オの息子であるエピファネイアであった。

2011年のキーンランド・セプテンバーセール（ケンタッ
キー州）で1歳馬のロードクロサイト（コントレイルの母
馬）は購買された。ロードクロサイトは、2005年ブリー
ダーズカップジュベナイルフィリーズ（G1）の優勝馬、
フォークロアの娘である。

「ジャスタウェイは、1600mから2400mまでの幅広い
距離に対応できる馬だったので、コントレイルと似た
部分はあると思います 。また、とても瞬発力のある馬
でもありました。これは日本のトップホースに総じて言
えることで、スピードと瞬発力は日本馬の典型的な特
徴だと思います。二頭とも気性は素直で、操作性も高
く、スピードと瞬発力を持っていたので、お互いに共通
点は多いですね」と福永騎手は言う。

「ロードクロサイトは、自分で選んだ馬でしたので、購
入したときのことは鮮明に覚えています。決して見た
目がいいとは言えませんでしたが、気品があって、い
い血統でした。牝馬は後の繁殖というステージを考え
ると、品というものが非常に重要であると考えていて、
彼女はそれを持ち合わせていました」と振り返った。
「現在、世界的なパンデミックに見舞われていて、コン
トレイルの能力を海外レースで披露することができな
いのは本当に残念です。しかし、今年デビューする2
歳の全弟と、1歳の異父弟（ハーツクライ産駒）がいま
す。コントレイルによる海外G1制覇が叶わなくても、将
来、必ず彼の兄弟で挑戦したいと思っています」と矢
作調教師は語った。

矢作調教師はドバイでも成功を収めており、2016年
ドバイターフ（G1）をリアルスティールで勝利してい
る。さらに、オーストラリアでも成功を収めており、
2019年コックスプレート（G1）をリスグラシューで制し
ている。特に、この勝利は矢作調教師にとっては特別
な意味があったという。

©Racingfotos.com

「若い頃にオーストラリアで修行していたので、自分が
世界で一番のレースだと思っていたコックスプレート
を勝つことができたのは嬉しかったです。今後は、ヨー
ロッパの大きなレース、凱旋門賞、キングジョージ、チ
ャンピオンステークスといったイギリス、フランスのG１
レースを勝つことが大きな目標です」
この3月、矢作調教師はドバイシーマクラシック（G1）
にラヴズオンリーユーで挑戦し、今年、現時点で世界
最高の評価を得ているミシュリフに半馬身差の3着に
好走させた。ラヴズオンリーユーはその後香港に渡
り、クイーンエリザベス2世カップ（G1）を制した。彼女
の旅はまだ始まったばかりかもしれない。
「今年のドバイシーマクラシックは非常にレベルの高
いレースだったと思います。上位3頭は間違いなく世
界に通用するトップホースだと思います。秋には、彼
女をデルマーで開催されるブリーダーズカップフィリ
ー＆メアターフに出走させることも視野に入れており、
その後はできれば香港国際競走にも出走させたいと
思っています」と話す。

2021年はG Iレースのみに出走予定のコントレイル

スペシャルコンテンツ

コントレイルについては、6月の宝塚記念、10月の天
皇賞（秋）、11月のジャパンカップへの出走が想定さ
れている。

IFHAのYoutubeチャンネルでは福永騎手と矢作
調教師のインタビュー動画が閲覧できます。詳細
は下線のリンクをクリックしてください。また、本文中
に下線のある馬名・レース名もクリックするとレース
映像が閲覧できます。

矢作調教師にとって、コントレイルの歴史に残る偉業
は更なる意味を持っている。
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2021年の第1四半期、ミシュリフがトップニュースを独
占した。サウジカップでの勝利を受け、今期最初に発表
された「ロンジンワールドベストレースホースランキン
グ」でトップに立ち、その後は芝に戻ってドバイシーマク
ラシック（G1）を制し、ランキングトップを維持している。
ミシュリフのレーティング122は、3月末に行われたドバ
イワールドカップ（G1）を制したミスティックガイドと並
んでトップタイとなっている。

「ロンジンワールドベストジョッキー」では、現在C.ホー
騎手とJ.マクドナルド騎手が48ポイントとなり、トップで
並んでいる。
ホー騎手は、ゴールデンシックスティで香港マイル
(G1)、香港スチュワーズカップ(G1)、香港ゴールドカッ
プ(G1)、チャンピオンズマイル(G1)の計4勝を挙げて
いる。

次回の「2021年ロンジンワールドベストレースホース
ランキング」は、5月13日（JRA発表は14日）に発表さ
れる予定。

マクドナルド騎手は3勝、2着2回。ベリーエレガントでチ
ッピングノートンステークス（G1）とランヴェットステー
クス（G1）を、ネイチャーストリップでTJスミスステークス
（G1）を制している。

ランキングの詳細はこちらから。

ランキングの詳細はこちらから。
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