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北海道におけるホルスタイン雌牛の年間血統登
録頭数は、これまでの生乳増産基調を背景に平成31

（2019）年度では178,313頭、令和 2（2020）年度は
171,728頭と2年連続で17万頭を越えていましたが、
令和 3（2021）年度はさらに登録頭数が増えて、自
動登録を開始した平成14年度以降、初の18万頭を超
えて182,148頭となりました。

・ 登録頭数は前年から大幅増加
表 1に、北海道の各地域における令

和 2年度と令和 3年度のホルスタイン
雌牛の登録頭数を示しました。令和 3

（2021）年度の登録頭数は全道で
182,148頭となり、前年度との比較では
10,420頭多く前年対比では106.1％にな
りました。また、自動登録を開始した
平成14年度以降最多頭数だった平成
31（2019）年度との比較でも3,835頭多
くなっています。

地区別で見ると最も上昇率が高かっ
たのは胆振で、前年対比は112.4％とな
り、次に多いのは網走の109％になりま
した。3 番目に増加率が多いのは十勝

になりますが、十勝地区は道内で最も登録頭数が多
く、令和 3（2021）年度に初めて 5 万頭を突破し
51,384頭となりました。他地域でも前年対比105％前
後ですが、反対に登録頭数が減少したのは空知の
99.1％と「その他」（国立大学や独立行政法人の牧
場）の68.6％でした。

― 北海道内で初の18万頭の血統登録を証明 ―
令和3年度ホルスタインの血統登録は18万2千頭

表 1．道内で血統登録されたホルスタイン種の雌牛頭数の前年度比較

地　域

令和 2（2020）年度 令和 3（2021）年度
登録頭数
前年度比
（%）

選別精液
由来
前年度比
（%）

登録頭数 選別精液
由来割合
（%）

登録頭数 選別精液
由来割合
（%）全頭数 選別精液

由来頭数 全頭数 選別精液
由来頭数

石　狩 2,750 724 26.3 2,885 861 29.8 104.9 118.9 
空　知 882 228 25.9 874 219 25.1 99.1 96.1 
上　川 6,963 1,753 25.2 7,421 1,946 26.2 106.6 111.0 
後　志 1,010 284 28.1 1,054 355 33.7 104.4 125.0 
道　南 3,694 1,288 34.9 3,941 1,468 37.2 106.7 114.0 
胆　振 1,397 193 13.8 1,570 292 18.6 112.4 151.3 
日　高 1,833 573 31.3 1,940 725 37.4 105.8 126.5 
十　勝 47,806 16,065 33.6 51,384 17,366 33.8 107.5 108.1 
釧　路 25,962 6,895 26.6 26,995 7,832 29.0 104.0 113.6 
根　室 37,471 15,516 41.4 39,329 15,737 40.0 105.0 101.4 
網　走 25,672 8,185 31.9 27,978 7,000 25.0 109.0 85.5 
宗　谷 11,512 3,830 33.3 11,867 3,978 33.5 103.1 103.9 
留　萌 4,674 1,309 28.0 4,840 1,431 29.6 103.6 109.3 
その他 102 12 11.8 70 18 25.7 68.6 150.0 
合　計 171,728 56,855 33.1 182,148 59,228 32.5 106.1 104.2 
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・ 性選別精液の利用状況
令和 3（2021）年度の性選別精液

由来の頭数は全道で前年度より
2,373頭増加していますが、登録割合
でみると0.6ポイント減少していま
す。令和 3（2021）年度の登録頭数
増加は性選別精液の利用増加の他
に通常精液の利用増加も要因になっ
ているようです。

・ジャージー種やブラウンスイス種の登録件数
表 2には、ジャージー、ブラウンスイス、エア

シャーおよびガーンジーの令和 2（2020）年度と令
和 3（2021）年度の登録雌牛頭数を示しました。令
和 3（2021）年度のジャージー雌牛の登録頭数は
895頭で前年度の登録頭数と比較すると78頭増加
し、引き続き増加傾向です。ブラウンスイス雌牛の
登録頭数は690頭で、令和 2（2020）年度からは58
頭の増加となりますが、過去最多だった平成31

（2019）年度の672頭と比べても18頭多く、こちらも
増加傾向が続いています。

・ 米国輸入精液由来の血統登録が50％を超える
図1は、北海道のホルスタイン雌牛における血統

登録の推移と国産精液および輸入精液の利用割合
を示しています。平成28（2016）年度では、血統登
録娘牛のうち国産精液の利用割合は53.2％で半数を
占めていましたが、令和 2（2020）年度で米国産精
液の割合が46.6％で国産精液の割合が
41.7％と逆転し、令和 3（2021）年度で
米国産精液の利用割合は51.9％となり、
ついに 5割を超えました。カナダやオラ
ンダ、その他（ドイツ、イタリア、ニュー
ジーランド、オーストラリア、フランス、
ベルギー、スイス）も利用割合に目立っ
た変動がありません。近年、北海道の登
録頭数は増加してきましたが、輸入精液
の利用は増え続けて、国産精液の利用減
少に歯止めが効かない状況です。

・ 今年度の血統登録頭数は17万を下
廻るか

コロナ禍により、北海道の生乳生産は
これまでの増産基調から生産抑制に方

針転換されました。このことは北海道内のホルスタ
イン雌牛への人工授精状況にも現れています。ま
た、北海道は登録農家のうち自動登録を実施してい
る農家が 9 割を超えていることから、授精報告の
データより登録頭数の予測をしています。

図 2に、平成31（2019）年度以降でホルスタイン
雌牛にホルスタイン種の精液を授精した状況を示
しました。平成31（2019）年度の第 2四半期から令
和 2（2020）年度第 1四半期までは、通常精液の授
精件数が少なく推移したため令和 2（2020）年度の
血統登録頭数は減少しました。令和 2年（2020）年
度の第 2四半期から令和 3（2021）年度の第 1四半
期は、通常精液と性選別精液の授精件数はともに増
加傾向を維持していたことにより、令和 3年度の登
録件数が増加したと考えられます。今年度の登録頭
数に関連する令和 3（2021）年度は、第 2四半期ま
では性選別精液の利用が進んでいましたが、生産抑
制への方針転換が示された第 3四半期は通常精液

表 2． 道内で血統登録されたジャージー、ブラウンスイス、エアシャー 
およびガーンジー種の雌牛頭数の前年度比較

品　種

令和 2（2020）年度 令和 3（2021）年度
登録頭数
前年度比
（%）

選別精液
由来
前年度比
（%）

登録頭数 選別精液
由来割合
（%）

登録頭数 選別精液
由来割合
（%）全頭数 選別精液

由来頭数 全頭数 選別精液
由来頭数

ジャージー 817 379 46.4 895 413 46.1 109.5 109.0 

ブラウンスイス 632 243 38.4 690 294 42.6 109.2 121.0 

エアシャー 5 4 80.0 5 2 40.0 100.0 50.0 

ガーンジー 4 0 0.0 7 1 14.3 175.0 0.0 

図 １．�道内のホルスタイン種雌牛における国産精液と輸入精液の
利用割合と血統登録の年度推移
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が増加し、その分、性
選別精液の件数が減少
しています。さらに、直
近の第 4四半期授精で
は通常精液および性選
別精液の利用件数が大
幅に減少しました。こ
の減少幅は当初の予測
を下廻るものであり、
令和 4（2022）年度第
1四半期もこの傾向が
続いた場合、今年度の
ホルスタイン雌牛の登
録頭数は令和 2（2020）年度よりも下廻る可能性が
出てきました。輸入精液や性選別精液の利用傾向を

含め今後の動向が気になるところです。
 （登録部長：福田）

図 ２．�道内のホルスタイン種雌牛にホルスタイン精液を授精した件数の推移

未経産牛GNTP上位200（2022年4月追加牛）
独立行政法人家畜改良センターから、未経産牛 2,506 頭のゲノミック評価成績の追加計算が提供されましたので、2022-2 月公表分に追加
し再度ランキングされた上位 200 相当の未経産牛を掲載します。

順位 登録番号 総合指数 名　　　号 所有者
14 1449422217 +3,512 ピーク SW アルタメロデイー 3 ET 更別村 日光　純一
25 1645333157 +3,406 ネザーランド キヤプテン キヤツスルジエダイ ET 中標津町 株式会社　さいとうFarm
32 1552014644 +3,376 ロツクフイールド デイジー ビゲロ 紋別市 岩田　政徳
42 1400240560 +3,318 RCA ビゲロ クツキー 3190 富良野市 有限会社　三好牧場
51 1653609145 +3,286 デイベロツプ レネゲード ボヤンカ 0914 ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場
55 1373731508 +3,280 ネザーランドT ハイ CP2 ET 中標津町 株式会社　さいとうFarm
58 1449422200 +3,271 ピーク SW アルタメロデイー 2 ET 更別村 日光　純一
64 1538530397 +3,253 アワープライド ビゲロ チエリツシユ ET 鶴居村 株式会社　植田牧場
67 1641183923 +3,251 グンミヒル キヤプテン ジヨジヨ ET 宮城県 菊地　武士
70 1476933229 +3,244 アミスターT キヤプテン クロエ ET 中標津町 株式会社　さいとうFarm
71 1645333171 +3,239 ネザーランド TURNING ジエノ ET 中標津町 株式会社　さいとうFarm
75 1387630927 +3,224 ステイゴールド BP キヤプテン ナミ ET 標茶町 佐藤　喜貴
81 1653609299 +3,210 デイベロツプ ハイパーループ シリー 0929 ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場
85 1633512489 +3,201 ワカナ オーベリラ バトラー 安平町 伊藤　雄太
89 1622911385 +3,190 パルムドール ザズル クチユール ET 北見市 佐藤　哲弘
90 1565721157 +3,188 イナパート LF ジエラニモ ET 富良野市 奥　祐樹
93 1437520314 +3,182 ラニー キヤプテン リツプ 中札内村 宮部　正邦
99 1373732031 +3,169 ネザーランドT ハイ CP3 ET 中標津町 株式会社　さいとうFarm
114 1465318945 +3,133 TKS エフロンハ チチデンダー ET 鶴居村 清水　武志
120 1408323609 +3,126 Gシユタイナー ラビツト SH リーリヤ ET 標津町 おおいし牧場　合同会社
133 1476933243 +3,092 ネザーランド アルタプリンコ モントロス ET 中標津町 株式会社　さいとうFarm
171 0865728989 +3,045 エリートジエン トツプ エレベイト ET 宮城県 有限会社　半澤牧場
173 1653609107 +3,043 デイベロツプ リレイ ブルツク 0910 ET 美瑛町 株式会社　稲川牧場
179 1577713232 +3,039 オーセンス レネゲード ダマス 幕別町 村上　匡由
187 1397629867 +3,028 BRF ラダー H イザベル 美瑛町 株式会社　ベイリッチランドファ－ム
190 1476933212 +3,026 ネザーランド フラズルド キヤプテン ET 中標津町 株式会社　さいとうFarm
192 1487900159 +3,024 フオルテシモ エンデバー ガーデン パーテイー ET 別海町 栗栖　津奈樹
198 0870615328 +3,014 エルムデール CZ エアリス ミツリ 枝幸町 株式会社　エルムデ－ルファ－ム
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オフィシャルジャッジ（ホルスタイン種/ジャージー種）
（㈱十勝家畜人工授精所 資源調査次長）

アソシエートジャッジ/リードマンコンテストジャッジ
（（一社）ジェネティクス北海道 事業推進部長）藤 田 　 功 氏

2022北海道ホルスタインナショナルショウ

児 玉 辰 司 氏

2022年9月24・25日 北海道ホルスタイン共進会場（安平町早来）

―コロナ禍のため 従来とは内容を一部変更して実施予定（主な変更点） ―
・ 参加者の人数制限
　①�敷地内への入場者を制限…出品者、出品補助者、出品団体、資材販売社、報道機関、

主催者、後援者、協賛団体、組合員のみとする。
　②入場者の把握のため、前記関係者にリストバンドを発行し、入場制限を行う。
・入場予定者数
　①出品者・出品補助者�806名（JA等担当職員・リードマンコンテスト関係者を含む）
　②各地区出品団体関係者�60名（ 1地区 5 名を上限とする）
　③繋留・出品に係る資材販売会社�8+α名
　④主催者�126名（運営スタッフ含む）
　⑤ホル農協組合員
・審査場内への入場者の制限
　①リングサイドは、主催者、後援者、協賛団体のみとする
　② 2階席はリードマンでない出品者、組合員
・出品頭数はホルスタイン種328頭、ジャージー種32頭
・リードマンコンテストは高校 3年生のみを対象に開催
・ジュニアカップは開催を中止（酪農教室も中止）
・ゴールデンセールは開催を中止し、入札オークション方式で別途開催
・新型コロナウイルス感染症防止対策の徹底　 3密の回避（別紙行動規範）

1 ． 目　的　ホルスタイン種の改良と酪農技術の
向上を図り、酪農経営の安定に寄与する。

2．主　催　北海道ホルスタイン農業協同組合
3．協　賛　北海道ホルスタイン協会
4 ． 後　援　北海道、安平町、日本ホルスタイン登

録協会・同北海道支局、北農中央会、ほか関
係団体会社

5．場　所　北海道ホルスタイン共進会場
 （勇払郡安平町早来）
6．日　程　令和 4 年 9月24日（8:00～17:00）
  　　　　　25日（8:00～12:15）
7 ．出品頭数　ホルスタイン種　328頭
　　　　　　　ジャージー種　　 32頭
　　 出品頭数の地区別割当（ジャージー種は除く）

北海道ホルスタインナショナルショウはコロナ禍にあって2020年・2021年と 2 年連続で開催の中止を余儀
なくされて来ました。しかし、今年度は全国で感染症の再拡大の一方で、政府の方針として感染リスクをで
きるだけ引き下げながら経済社会活動の継続を進める新たな日常の実現が求められております。そのような
中にあって、今年は出品頭数を従来より少なくし、三密を回避しながらの開催を計画しておりますので、その
概要をお知らせいたします。
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は主催者が決定する。なお、割当頭数の内 6
割以上を経産牛とする。

8．出品牛の資格
（1） ホルスタイン種登録牛及びジャージー種登録牛。
（2） 未経産牛については、母が登録協会の検定

成績証明済、又は申込中とする。なお、母が
未経産牛の場合はゲノミック評価成績を有
し、かつ祖母が検定成績証明済みのものに
限る。経産牛については、本牛が登録協会
の検定成績証明済、又は申込中のもの。

（3） 生年月日を第 1日とし、令和 4 年 9月30日を
もって生後10カ月以上のもの。

（4） 本共進会に対する各地区窓口団体が行う予
選会への重複出品による申込みは認めない。

（5） 国外産牛については前記（2）の資格に準ず
るものとする。

（6） 輸入受精卵によって生産された出品牛の母
牛の検定成績及びゲノミック評価成績は当
該外国登録団体が発行する証明書により判
定する。

（7） オフィシャルジャッジ個人が所有するものは

出品できない。（シンジケートは除く）
9．出品牛の衛生条件
 出品牛はヨ－ネ病・アカバネ病・牛呼吸器病につ
いて衛生条件を満たし、所定の衛生検査・予防
接種を済ませ、獣医師が発行する「衛生検査・
予防接種証明書」を提出しなければならない。
又、真菌症等の皮膚病に罹患していないこと及
びイボ等体表（乳房も含む）に異常のないこと。

10．出品者の資格
（1） ホルスタイン種牛又はジャージー種牛を所有

する者。ただし、同一農家の親子関係にあっ
てはその限りでない。

（2） 農業高校出品牛も含む。ただし、農林水産
祭には参加しない。

11．出品申込
 所定の出品申込書と登録証明書及び検定成績証
明書（検定成績証明の申込書）の写しを完備の
上、8月22日（月）までに各地区窓口団体を通じ
て主催者に提出しなければならない。

12．審査の区分
出品牛は次の区分により審査する。

部 別 区　分 月・年齢 生年月日の範囲

第 1部 Ｊ サイア カーフクラス
（国内後代検定娘牛） 生後10ヵ月以上12ヵ月未満 令和 3年10月 1 日～令和 3年11月30日

第 2部 未経産カーフクラス 生後10ヵ月以上12ヵ月未満 令和 3年10月 1 日～令和 3年11月30日

第 3部 未経産ジュニアクラス 生後12ヵ月以上14ヵ月未満 令和 3年 8月 1日～令和 3年 9月30日

第 4部 未経産ジュニアミドルクラス 生後14ヵ月以上16ヵ月未満 令和 3年 6月 1日～令和 3年 7月31日

第 5部 未経産ミドルクラス 生後16ヵ月以上18ヵ月未満 令和 3年 4月 1日～令和 3年 5月31日

第 6部 未経産シニアミドルクラス 生後18ヵ月以上20ヵ月未満 令和 3年 2月 1日～令和 3年 3月31日

第 7部 未経産シニアクラス 生後20ヵ月以上22ヵ月未満 令和 2年12月 1 日～令和 3年 1月31日

第 8部 Ｊ サイア 2歳クラス
（国内後代検定娘牛） 生後36ヵ月未満 令和元年10月 1 日以降

第 9部 ジュニア 2歳クラス 生後30ヵ月未満 令和 2年 4月 1日以降

第10部 シニア 2歳クラス 生後30ヵ月以上36ヵ月未満 令和元年10月 1 日～令和 2年 3月31日

第11部 Ｊ サイア 3歳クラス
（国内後代検定娘牛） 生後36ヵ月以上48ヵ月未満 平成30年10月 1 日～令和元年 9月30日

第12部 ジュニア 3歳クラス 生後36ヵ月以上42ヵ月未満 平成31年 4 月 1 日～令和元年 9月30日
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13．そ の 他
（1） 出品牛の搬入は、 9 月22日（木）午前 9 時

から午後 5時、9月23日（金）午前 9時から
正午までの間とする。

（2）防疫搬入基準
　 1）搬入時の検査体制
　　 立会獣医師が体貌検査を実施し、主催者が

立ち会う。
　 2 ）診断書が添付されている搬入牛の対応
　　搬入時の体貌検査の判断を優先する。
　 3 ）搬入可否
　　 搬入可否は立会獣医師の判断を仰いで主催

者が決定する。搬入後、万が一皮膚病、イ
ボ等体表に異常が確認された場合は、隔離
又はすみやかに搬出し、ショウへの出品を
認めない。主催者の決定に従わない場合も
しくは圧力、暴言等があった場合その出品
者の全牛の搬入を認めない。

（3） 特に守るべき作法については、別に定める
「北海道ホルスタインナショナルショウ倫理
規程」を遵守しなければならない。

（4） 出品牛は、牛の個体識別のための情報の管
理及び伝達に関する特別措置法（平成15年
法律72号）第 9 条に規定する所定の耳標を
装着しているものとする。

（5） 出品牛は、会期中会場から引き出すことがで
きない。ただし主催者の許可を得たものはこ
の限りではない。

（6） 生後20カ月齢以上の未経産（ホルスタイン種
の第 7 部、ジャージー種の第18部）について
は妊娠鑑定書を持参する。

（7） 出品者は、審査又は表彰に対しこれを拒み、
又は異議の申し立てをすることができない。
不正行為が判明した場合にはその褒賞を取
り消す。

（8） オフィシャルジャッジの関わるシンジケート
牛が出品された場合には、その牛の序列は
アソシエートジャッジが決定する。

（9） 出品に要する経費及び損害は出品者の負担
とする。

（10） 新型コロナウイルス感染症防止対策につい
ては、別に定める『新型コロナウイルス感
染症防止対策』に基づき実施する。

（11）その他必要な事項は主催者が決める。
14．付帯事項
（1）リードマンコンテスト（高校 3 年生限定）
（2）チャンピオン予想投票
（注：開催要領は一部を抜粋し掲載しています。）

第13部 シニア 3歳クラス 生後42ヵ月以上48ヵ月未満 平成30年10月 1 日～平成31年 3 月31日

第14部 4 歳クラス 4歳以上 5歳未満 平成29年10月 1 日～平成30年 9 月30日

第15部 5 歳クラス 5歳以上 6歳未満 平成28年10月 1 日～平成29年 9 月30日

第16部 成年クラス 6歳以上 平成28年 9 月30日以前

第17部 ジャージー種未経産
ジュニアクラス 生後12ヵ月以上17ヵ月未満 令和 3年 5月 1日～令和 3年 9月30日

第18部 ジャージー種未経産
シニアクラス 生後17ヵ月以上22ヵ月未満 令和 2年12月 1 日～令和 3年 4月30日

第19部 ジャージー種 3歳未満クラス 生後36ヵ月未満 令和元年10月 1 日以降

第20部 ジャージー種 3歳以上クラス 生後36ヵ月以上 令和元年 9月30日以前

＜注＞（ 1） 生後20ヵ月齢以上の未経産牛は妊娠確実であるもの。
　  　　（ 2） 第 8 部、第 9部は 2歳以下であっても出品できる。
　  　　（ 3） 第 1 部のJサイアカーフクラスに該当する出品牛は、第 2部に出品することはできない。
　　　　　　それ以外の部についても重複出品は認めない。
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　北海道が示す「イベント開催制限について」、「業
種別ガイドライン」に基づき、以下の感染対策を実
施する。なお、当感染対策は、今後まん延防止等
重点措置が発出されても2022北海道ホルスタイン
ナショナルを開催でき得る内容としている。
1 ．参加者への周知事項等について

（1） 以下の事項に該当する場合は自主的に参加を
見合わす。

　① 10日以内に新型コロナウイルスに感染した者
　②  濃厚接触者と判定された後、外出自粛期間を

経過していない者
　③  体調がよくない者（例：37.5度以上の発熱、咳、

咽頭痛、倦怠感、味覚・嗅覚異常などの症状
がある者）

（2）マスクを持参し正しく着用すること。
（3） アルコール消毒液などによるこまめな手指消毒

を実施すること。
（4） 他の参加者、関係スタッフ等との身体的距離を

確保すること。
（5）大声を自粛すること。
（6） 感染防止のために主催者が決めたその他の措

置の遵守、指示に従うこと。
　　※ 出品者本人及び同居する家族等が陽性者・

濃厚接触者となり外出自粛期間を経過して
いない場合は参加を見合わせていただくこ
とになるが、出品予定牛については他の参
加者に委託し出場することは可能とする。

2 ．敷地内入場時の対応等について
（1） 入場する全ての者に対し、以下により健康状態

の確認や消毒等を実施する。
　①  出入口付近に受付を設け、体温測定・手指消

毒・健康チェックシートの記入を求める。
　　 ※ 体温が37.5度以上ある場合、入場を拒否す

るなどその対応は主催者の指示に従うこと
とする。

　②  ワクチン接種証明書（写し可）もしくは発行
1週間以内の陰性証明書の提示を求める。

　③ テントを設置し消毒液を噴霧する。

（2） ただし、宿泊を伴わない出品牛運搬のドライ
バーについてのみ、上記（1）②の提示は求め
ないものとする。

3 ．手指消毒及び衛生管理等の徹底について
　 　場内（繋留牛舎・洗面所等）の要所に手指消
毒液を設置し、場内はマスク着用とする。審査場
への入退場も入口にて手指消毒を行う。また、高
頻度接触部分（ドアノブ、蛇口など）やトイレな
ど定期的に消毒を実施する。
4 �．審査場の窓を定期的に開けるなど換気に留意
する。
5 �．待機場は、出品牛 1頭に対し補助者 1名まで
とする。
6 �．飲食について黙食を原則とし、食堂以外での
飲酒・大人数での焼肉等は禁止する。
7 �．繋留牛舎は、個人あるいは各JAをブロックと
し、各ブロック間は必要な空間を設けて人の密
を避ける。
8 �．会場内の各要所に感染症予防のポスターを掲
示し、必要に応じ場内放送による呼びかけを行
う。
9 �．『新型コロナウイルス感染症防止対策』及び『健
康チェックシート』は、当組合ホームページに掲
載する。

2022 北海道ホルスタインナショナルショウ
『新型コロナウイルス感染症防止対策』
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近年、無角（Polled）遺伝子を保因するAI種雄
牛（無角種雄牛）が増え、日本のホルスタイン集団
でも無角の雌牛頻度が徐々に増加しています。酪
農先進国では、登録協会が無角の個体を同定し登
録データと共に無角遺伝子の情報を管理していま
す。しかし、日本ホルスタイン登録協会（以下、登
録協会）は、無角が重要な遺伝子であることは認
識しているものの、未だに無角遺伝子の情報を管
理するまでには至っていません。今回は、無角遺伝
子の遺伝様式や無角種雄牛の遺伝的能力などを通
して無角遺伝子の利用価値について考えてみまし
た。

なぜ除角しなければならないか
肉用牛の角は繋留時に役立つなどの利点があり、

除角を行わないこともあります。しかし、乳牛は通
常、集団で飼うことが多く、攻撃性を抑え牛同士の
けがや流産等を防ぐため、多くは生後 2ヵ月以内
に除角を行います。酪農家は毎日の搾乳作業など
で常に牛に接する機会が多く、農作業で不慮の事
故を防ぐために除角は必要です。また、子牛にとっ
て除角は肉体的に痛みを伴い大きな負担となりま
す。除角により感染症などの合併症が生じればそ
の後の発育や生乳生産にも影響します。

無角種雄牛はかなり以前から知られていました
が、泌乳量や体型などの遺伝的能力が低いためあ
まり利用されませんでした。しかし、最近のゲノ
ミック選抜の普及により無角種雄牛の遺伝的能力
が急速に改良されるようになり無角種雄牛の人気
が上昇しています。

無角は優性遺伝する
無角の突然変異は古くから肉牛で確認され、20

世紀初めには遺伝の様式から無角遺伝子が常染色
体に存在することが知られていました（Spillman, 
1906）。最近になって、無角の遺伝子座が常染色体
の中でも第 1 染色体上にあることが判明しました

（Georgesら, 1993）。ここで無角の対立遺伝子をP
（Polled）、有角の対立遺伝子をh（Horned）で示す
こととします。Pはhに対して常に優性（顕性）なの
でPを保因する個体の表現型は雌雄に関係なく必
ず無角になります。つまり、無角の表現型を示す個
体は必ずPをホモ（PP）またはヘテロ（Ph）で保
因する遺伝子型になります。図 1のａ）にはPとhを
ヘテロで保因する種雄牛（Ph）とhのみをホモで保
有する雌牛（hh）を交配した時に生まれる子牛の
遺伝子型と表現型を示しました。子牛はPhとhhの
遺伝子型を持つ子牛がそれぞれ2/4（すなわち

無角種雄牛の遺伝的レベルが年々向上、近交係数の上昇には気を付けて
―　ハプロタイプによる無角の遺伝子型判定が可能に　―

図 １．有角と無角の遺伝子を保因する交配によって生まれる子牛の遺伝子型と表現型の分離
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50%）の確率で分離し、表現型も遺伝子型と同様に
無角と有角の子牛が50%の確率で生まれます。ｂ）
の例はPをヘテロで保因する種雄牛（Ph）と雌牛

（Ph）を交配した時に生産される子牛の遺伝子型と
表現型の確率を示しています。この交配によって
生まれる子牛の遺伝子型PP、Phおよびhhは 1対 2
対 1の確率で分離しますが、PPとPhは同じ無角の
表現型を示します。それゆえ、有角の子牛は全体の
1/4、無角の子牛は3/4の確率（すなわち25%と75%）
で生まれます。ｃ）の例は無角ホモの種雄牛（PP）
と無角ヘテロの雌牛（Ph）を交配した時の子牛の
遺伝子型と表現型の確率を示しています。この交
配で生まれる子牛の遺伝子型PPとPhは 3 対 1の
確率で分離しますが、PPとPhの表現型はどちらも
無角なので、100%の確率で無角の子牛が生まれま
す。

WHFFが決めた無角遺伝子の表記法
無角遺伝子の検査はまだ日本で実施されていま

せん。しかし、酪農先進国ではすでに実施されてい
るので、WHFF（世界ホルスタイン連盟）はその
検査結果を表示するための記号を統一して使用す
るよう勧告しています。表 1には無角と有角の遺伝
子に関する表記法を示しました。WHFF会員国の
多くはWHFFの表記法を使用していますが、米国
は 2 文字のアルファベットで表示しているため、米
国の表記法も併示しました。

無角の表現型は遺伝子型検査を行わないと遺伝
子型がホモ（PP）なのか、ヘテロ（Ph）なのかわ
かりません。そこで、遺伝子型検査を行わなくても
生まれつき無角であると判明した個体はPORと表
示します。検査により遺伝子型がホモ（PP）の場
合はPOS、ヘテロ（Ph）の場合はPOC、さらにPを
保因しない有角の個体（hh）はPOFと表示します。
POFは遺伝子型検査済みの個体に限り表示しま
す。なお、無角遺伝子を保因する個体が米国で登
録された場合は、名号の後尾にPという記号を付け
ます。

無角の変異は 2ヵ所で起こった
無角の牛は何らかの遺伝変異（多型）が起こっ

て生まれたと考えられましたが、この遺伝変異が
第 1染色体上のどこで生じたかは、しばらくわかり
ませんでした。2000年代に入りゲノム解析の手法

が急速に進歩したおかげで、ドイツの研究者により
第 1 染色体上の無角の遺伝子座が特定されました

（Medugoracら, 2013）。その遺伝子座には無角の原
因となる 2ヵ所の対立遺伝子があることが判明し
ました。図 2にはヨーロッパにおける無角遺伝子の
変異型に関する分布を示しました。一つ目の対立
遺伝子は第 1染色体上のP202IDと呼ばれる複雑な
挿入・欠失が存在する箇所で見つかりました。遺伝
変異にはSNP（一塩基多型）の他に塩基が一部な
くなったり増えたりする変異があり、これを「挿入・
欠失」またはInDelという略称で呼びます。この変
異型はスカンジナビア、スコットランド、イングラ
ンド、フランス、さらにアルプス地方にかけての灰
色で囲まれた地域からサンプリングした多くの品
種から検出されました。これらの品種には肉用種と
兼用種が多く含まれています。また、この地域はケ
ルト文化圏と一部重なることから現在ではP202ID
の関与による無角のことをケルト変異型と呼びま
す。
もう一つの無角を発現する遺伝子は図 2のピン

ク色で囲んだ地域からサンプリングされたホルス
タインーフリーシアン、R&Wホルスタイン、ジャー
ジーおよびウイットラグ牛から検出されました。こ
の変異型は一般にフリーシアン変異型と呼ばれて
います。発見当時からこの変異型の対立遺伝子も
第 1染色体上の無角の遺伝子座の範囲内に存在す
ることがわかっていましたが、その時は遺伝子を特
定できず 3つのSNPと 2つのInDelから構成された
ハプロタイプという形で遺伝子を捉えていました。
その後の研究によりこのハプロタイプの中の
P80kbIDと呼ばれる箇所のInDel変異型が無角に
関与している可能性が非常に高いことがわかりま
した（Rothammer, 2014）。無角のホルスタインは
ほとんどフリーシアン変異型が関与しています。2

表 １．有角または無角の遺伝子を保因する個体の表記法

WHFF：世界ホルスタイン連盟　　P遺伝子：有角遺伝子
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つの対立遺伝子が両方関与する品種もあり、その
場合は各々独立に優性遺伝することがわかってい
ます。

無角遺伝子を直接検査して保因状況を調査する
方法の他に、米国では両方の変異型に関与するタ
グSNPで判定する方法も利用しているようです

（ColeとNull, 2019）。タグSNPとはハプロタイプを
区別するための要となるSNPであり、無角の場合は
ARS-UCD1.2でマッピングされた第 1 染色体上の
2,578,598ベースペア（bp）に位置する1つのタグ
SNPだけでハプロタイプを決定することができる
ようです。登録協会では試験的にSNPを利用した
無角の遺伝子型を判定するシステムを開発しまし
た。その推定方法はドイツのVITで利用されている
判定法を応用したもので、無角の遺伝子座の範囲
内の複数のSNPから構成されたハプロタイプを利
用しています（Segelke, 2016）。

無角の起源を探る
無角のホルスタインが米国において初めて記録

として現れるのは、1889年生まれのロベリアス プ
リンスという種雄牛だそうです（Specht, 2008）。そ
の後、人工授精で供用された無角種雄牛がいたよ
うですが、無角種雄牛の遺伝的改良が進んだのは
最近であり、その基礎となったのはペンシルバニア
州イースト フリーダムに所在のバーケットフォー

ルズ牧場の牛群でした。この牧場は早くから無角
ホルスタインの改良に携わってきたブリーダーで
あり、現在でも9 割近くが無角ホルスタインを飼養
しているとのことです。この牧場で無角牛の基礎と
なった有名な雌牛はプリンセス フエーン ハウチエ

（USA5499965, 1960生）であり7 年連続で乳脂量
1000ポンド以上を記録しました（Progressive 
Dairyman, 2016）。彼女の息子牛はバーケット
フォールズ ABC（USA1564322, 1969生）であり
ABS社で供用されたこともあったそうです。ABC
の孫娘牛に当たるバーケツトフオールス エレベー
シヨン ソフイア（USA8900345, 1974生）は数頭の
子牛を生産し、そのうち 2 頭の娘牛と1 頭の雄牛
に無角遺伝子を伝えました。 2 頭の娘牛のうち
バーケットフォールズ マグネチック スーゼット

（USA9490558, 1977生）のさらにその娘牛が日本に
輸入され、十勝の牧場で飼養された記録が登録原
簿に残っています。また、ソフィアの息子牛である
バーケットフォールズ ディスパーチャー

（USA1861829, 1981生）は生涯で400頭近くの子牛
を生産し、多くの農場に子孫を残し無角ホルスタイ
ンの改良に貢献しました。

アグラベーシヨン ローン ボーイ P RED
（USA133080890, 2002生）やその子孫であるビユー
ホーム パワーボール P ET（8403011789392, 2013
生）は、無角のホルスタインとして世界中に子孫を

図 ２．ヨーロッパの牛の品種における無角を発現する変異遺伝子の分布
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供給した有名な種雄牛ですが、無角の祖先を辿る
とバーケットフォールズ牧場に行き着きます。現在
日本国内で供用されている無角のホルスタインは
輸入精液も含めほとんどがローン ボーイ Pやパ
ワーボール Pの子孫です。テインカーベル アムステ
ルダム ET（JPN57892, 2016生, Ph, NTP+2,398）、
MR オールダーランド ドラゴンボール 160 ET

（JPN58111, 2016生, Ph, NTP+2,032）、デイベロツプ 
ミスター P ET（JPN57714, 2016生, Ph, NTP+1,762）
およびエクセルシア GH カイザー ET（JPN57628, 
2015年, PP, NTP+1,450）の 4 頭は、ジェネティク
ス北海道で繋養され現在供用中の無角種雄牛です
が、無角の系統を辿ればどれもこれらの種雄牛の
子孫です。このようにバーケットフォールズ牧場の
牛群は現在の無角ホルスタインの改良の要となっ
た牧場と言えるでしょう。

無角遺伝子に経済的価値はあるか
無角種雄牛を供用できれば除角作業が不要にな

り、それに要した時間と費用が節約できます。イン
ディアナ州のパデュー大学の研究者は除角と無角
遺伝子を利用した場合の必要経費に関して比較を
行いました（Thompsonら, 2017）。除角は電気ごて
で焼く方法と棒状のカセイカリ（水酸化カリウム）
をこすりつけて角の組織を破壊する方法がありま
す。さらに、鎮静剤や局所麻酔薬により痛みを緩和
する場合と一切痛みの緩和処置を行わない場合に
分けられます。これらを組み合わせた 4 種の除角
方法に分類し必要経費を調べたところ、1 頭当た
り平均12ドルから13ドルの範囲（最小-最大幅で 6
ドルから25ドル）で除角費用がかかりました。一方、
無角種雄牛の供用は除角費用が必要ありません
が、精液価格に無角遺伝子のプレミアが上乗せさ
れている場合が多く、無角ホモ（PP）の種雄牛を
供用すると精液価格において 1 頭当たり平均で
11.9ドル（ 6ドルから23ドルの範囲）、ヘテロ（Ph）
の種雄牛だと平均5.95ドル（ 3ドルから11.5ドルの
範囲）支出が増えると予測しました。これを平均受
胎率35%と仮定しストロー 1 本当たりの価格にす
るとホモの種雄牛では4.17ドル、ヘテロでは2.08ド
ル余計に経費がかかります。

結果として無角のプレミア付精液の供用では除
角の方が安価になる場合もあることがわかりまし
た。しかし、除角かまたは無角遺伝子かの選択は経

費節減だけで決められるものではありません。動物
愛護や家畜福祉（アニマルウエルフェア）の考えが
普及したヨーロッパでは、除角の時に麻酔を義務
付ける国や将来的には除角が法律で禁止される国
が現れる可能性もあり、無角種雄牛の需要が拡大
していると聞いています。日本でも無角種雄牛の輸
入精液が増加傾向にあり、国内の後代検定済種雄
牛の中にも無角種雄牛が数頭見られるようになり
ました。今後、無角遺伝子の利用を拡大するとした
ら、問題となるのは無角種雄牛の遺伝的能力です。
無角種雄牛を供用することで、泌乳能力や体型の
改良速度を遅くしたくはありません。

無角の遺伝的レベルは年々上昇
北米のホルスタインを調査した報告によると

2013年 8 月の米国評価において、NM$トップ20%
に含まれる有角、無角ヘテロおよび無角ホモの種
雄牛の平均NM$はそれぞれ778ドル（228頭）、無角
ヘテロで606ドル（11頭）および無角ホモで426ドル

（ 3 頭）であり有角の遺伝能力が高いことがわかり
ました（Spurlock, 2014）。また、2012年以降に生ま
れ2018年12月の米国評価で育種価が推定された種
雄牛は、有角、無角ヘテロおよび無角ホモにおいて
それぞれNM$の最小二乗平均で615.4ドル（12095
頭）、488.3ドル（510頭）および422.5ドル（171頭）
となり、無角の遺伝的レベルが有角よりも有意に低
い傾向がありました（ColeとNull, 2019）。

平均的には無角種雄牛の遺伝的レベルが低い傾
向にありますが、無角遺伝子と泌乳量などの遺伝
能力との関連性はないので、無角種雄牛でも選抜
すれば泌乳能力などの改良が進むと考えられてい
ます。オランダの総合指数（NVI）を使用した研究
報告（Windig, 2015）によると、NVI上位100頭の
種雄牛の中で無角の平均NVIは2009年において有
角より180ポイント低く推定されましたが、2014年
にはその差が149ポイントに縮まったと報告にあり
ます。また、平均ではなく個々の無角種雄牛を見て
みると遺伝的能力の高い無角のAI種雄牛が散見さ
れます。例えば、2022年 4 月の米国評価における
TPIとMN$を見ると、ウインスター メンデル 3375 
P ET（8403224809765, 2021生）は無角種雄牛の
NM$によるランキングで 1 位（+1,239ドル）であ
り、TPIでは+3,086です。また、ウインスター マク
スウエル P ET（8403224809783, 2021生）は無角



12

の種雄牛の中で最もTPIが高く+3,159、NM$でも
+1,187ドルの評価が得られています。これら優れた
無角の種雄牛が作出された背景には、ゲノミック選
抜による強い選抜が関与していると考えられます。

お�わ�り�に
登録協会では最近、ハプロタイプを使用した無

角遺伝子の保因状況を調査しました。無角遺伝子
を保因する個体の出現頻度は2010年以降、徐々に
上昇しています（図 3 ）。しかし、2021年生れの無
角の種雄牛と雌牛の出現頻度はそれぞれ4.6%と
1.7%に過ぎず、ホルスタイン全体の飼養頭数と比
較すれば非常に少ないのが現状です。今後、無角
種雄牛の遺伝的能力が向上すれば、日本でも多く
の酪農家が無角種雄牛を利用するようになるかも
しれません。

ただし、遺伝的能力の高い無角種雄牛の系統は
限られているので、牧場内のすべての雌牛を無角

にしようとすれば近交係数は急速に上昇します。
例えば、オランダで供用されている無角種雄牛の
多くは、ローン ボーイ Pとマイティ P X クオン
テート（DEU536431463, 2011生）の 2 頭の無角種
雄牛に由来しているそうです（Windig, 2015）。し
かも、 2 頭の種雄牛は共通祖先であるラリームー
ア クロスビー B ポール RED（USA1940278, 1983
生）により血縁がつながっています。近交係数の上
昇は遺伝的多様性を低下させ、致死性の遺伝子の
発現などで雌牛集団が維持できなくなることがあ
ります。無角遺伝子の長期利用には近交係数の上
昇を抑制できる優れた系統を見つける必要がある
かもしれません。遺伝子編集の技術を利用して高
能力牛に無角遺伝子を組み込む方法も選択肢の一
つですが、遺伝子改変された家畜の乳肉は、消費
者から嫌われることもあるので慎重な対応が求め
られます。

 （登録部改良課審査役：河原）

図 3．SNP検査済みの個体から推測された日本のホルスタイン集団の無角遺伝子を保因する雄牛と雌牛の出現頻度�
（日本ホルスタイン登録協会調べ）
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【報告事項】
1．前回理事会（ 3 /24）後の主な処理事項について
  3 /29 北海道ホルスタイン改良協議会三役会
  4 / 3  道南地区早来家畜市場協力会総会
　　 6  北海道ジュニアホルスタインクラブ運営委員会三役会
　　12-13 令和 3年度決算監査会
　　13 ㈱JHBS令和 3年度決算監査会
　　14-22 地区連合会登録実務担当者会議
　　18 2022共進会ジャッジングスクール
　　19 （公財）宇都宮仙太郎翁顕彰会決算監査会
　　22 日ホ北海道支局監査
　　26 令和 4年度耳標審査委員会
 経済企画委員会
　　27 ㈱JHBS取締役会
2 ．㈱JHBSの収支決算状況
3．経済企画委員会の報告について
【協議事項】
1．�感染防止対策を講じた2022北海道ホルスタイン� �
ナショナルショウの開催について

2．組合員の加入・譲渡・脱退について
　　期首：925名　加入：9名　脱退：1名 現在：933名

3 ．第76回通常総会提出議案について
　　（1） 令和 3年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、　

附属明細書、余剰金処分案の承認について
　　　　・定期（決算）監査報告について
　　　　・監査報告に対する考え方について
　　（2）令和 4年度事業計画及び収支計画の設定について
　　（3）令和 4年度賦課金の賦課及び徴収方法について
　　（4）役員報酬の支給について
　　（5）退任役員に対する役員退任慰労金の支給について
　　（6）定款の一部改正について
　　（7）役員の選任について
4 ．第76回通常総会の開催方法について
　　・集合開催もしくは書面議決開催について
　　・酪農支援品について
5 ．就業規則の一部改正について
6．次回理事会等開催日程について
　　（1）第 1回理事会
　　（2）㈱JHBS株主総会
　　（3）㈱JHBS取締役会
7 ．その他
　　・組合員の海外視察研修の中止

日時：令和 4年 4月27日（水）午後 2時
場所：HOLSTEIN BLDG : JHBS大会議室第 18 回理事会の概要

乳用牛へのホルスタイン精液（通常・♀）・黒毛精液の
交配頭数および率の推移（全道・府県：H27‐2022-1） R4年3月末集計

令和４年第１四半期（1-3月）の道内におけるホルスタイン種への利用精液状況が
（一社）北海道家畜人工授精師協会から公表されました。
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ホルスタイン通信� 令和 4 年 ６ 月 １ 日発行

我が家の娘二人は、 2 年ほど前よりK-POPグ
ループにはまっています。毎日、YouTubeでMV

（ミュージックビデオ）を見たり、TikTokでK-POP
情報を調べたり・・・。
時には、アプリでの生配信を見てキャーキャー言

いながら楽しんでいます。生配信中に長女がコメン
ト欄に「♥マーク」を一杯送ると、メンバーの一人
が投げキッスを返してくれた事もありました。

私には最初、グループ全員が同じ顔に見え、どこ
がいいのか全く理解できませんでした。
ところが・・・・・。毎日仕事を終えて帰宅する

と、K-POPグループのMVを流しつつ過去のライ
ブ配信を見る「娘たちの放課後ルーティン」が日々
続くのです。その光景に少し興味を持ち始め一緒
に見ていると、すっかり私まで彼らの人柄に魅了さ
れてしまいました。

今では休日になると娘たちと一緒にMVを見た
り、新しいグッズを買いに行ったり、ドライブする
際はCDを流し音楽を楽しんでいます。
いつか娘たちとLIVEに行くのが夢ですが、今は

コロナ禍で日本公演は難しく、韓国公演のチケット
も数分で完売してしまうので、なかなか夢は叶いそ
うにないです。
しかしいくつになって

も、心がときめき夢中にな
れる趣味、そして娘たち
とも共通の趣味があると
いうのは嬉しいことです。

 （グクミンペン）

体型審査予定体型審査予定

体型審査予定（後期日程）体型審査予定（後期日程）

日程　 7月 4日～ 7月15日
□上川地区：全管内
□後志・渡島・檜山地区：全管内
□十勝地区：
　新得・清水・芽室・鹿追・士幌・上士幌
□網走地区：
　遠軽・上湧別・佐呂間・網走・常呂・東藻琴・
　斜里・小清水・清里

日程　 7月20日～ 7 月30日
□石狩・空知地区：全管内
□十勝地区：豊頃・浦幌・本別・足寄・陸別
□釧路地区：
　釧路・阿寒・鶴居・幌呂・白糠・音別・弟子屈
□根室地区：中標津・計根別

日程　 8月16日～ 8 月27日
□胆振・日高地区：全管内
□十勝地区：
　帯広・川西・大正・音更・木野・池田・
　幕別・札内
□根室地区：根室・別海・西春別
□網走地区：
　紋別・雄武・興部・滝上・西興部・湧別
□宗谷地区：全管内

日程　 9月 1日～ 9月13日
□十勝地区：中札内・更別・大樹・広尾・忠類
□釧路地区：標茶・浜中・厚岸
□根室地区：標津・上春別・中春別・計根別（一部）
□網走地区：
　北見・相内・上常呂・置戸・訓子府・端野・留辺蘂・
　温根湯・津別・美幌・女満別
□留萌地区：全管内

※審査は実施のおよそ 1ヵ月前を目途にお申込み下さい。前期B日程
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