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要約

本研究では、簡易な覚醒・睡眠レベノレ判別法を開発するため、行動データによる判別法の精度補完とし

て、自律神経緊張度を用いる妥当性を検証した。8・10ヶ月齢のホルスタイン種去勢オス 6頭を用い、姿勢、

頭部支持の状態、眼の状態によって覚醒・睡眠レベルを覚醒、まどろみ、ノンレム睡眠 (NREM)、レム

睡眠 (REM)に分類した。特に、首が脱力し急速眼球運動が見られない睡眠を Uncategorizable睡眠 (UC)

と定義した。心電図 R-R間隔のスベクトル解析により求めた交感神経緊張度指標 (LFIHF)は覚醒・睡眠

レベル間で差がある傾向が認められ (p<0.1)、副交感神経緊張度指標 (HFnu) には有意な差が認められ

た (pく0.05)0 UCはNREMと同様、相対的に LFIHFが低く、 HFnuが高い、副交感神経優位の状態であ

ると考えられ、行動データの精度補完として、自律神経緊張度を用いることの有用性が示唆された。

キーワード:ウシ，覚醒・睡眠レベル判別， 自律神経緊張度，ノンレム睡眠、レム睡眠

緒 言

アニマルウェルフェア(AnimalWelf:紅巳;AW)、す

なわち人間の管理下にある家畜の快適性に配慮し

た飼養管理の考え方がわが国でも浸透しつつある。

AWの評価は、 1) 飢えと渇きからの自由、 2) 苦

痛，傷害又は疾病からの自由、 3)恐怖および苦悩

からの自由、 4)環境の不快さからの自由、 5)正

常行動発現の自由、からなる 15つの自由Jを基本

とする(Applebyら 2011)。これら 15つの自由」を、

施設の状態、管理の状態、およびそれらの結果と

して表れる動物の状態という 3つの観点から評価

している。この中で、動物の状態評価は、施設や

管理の評価に比べて知識・労力・時間を要してお

り、省力的で客観的な状態評価手法の開発が望ま

れている。

ウシの状態評価手法として、様々な方法が試み

られているが、現状では、省力的で客観的な手法

と言えるものはない。指標としては、行動学的指

標、生理学的指標およびその両者の組み合わせが

用いられている。行動学的指標では、正常な行動

レパートリーの抑制や、葛藤・欲求不満状態を示
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すと考えられる失宜行動の出現などを評価する。

このためには、観察者の手技の訓練が必要であり、

観察には長時間を要することから膨大な労力と時

間を費やさざるを得ないのが現状である。一方、

生理学的指標では、血柴・乳汁・尿などにおける

糖質コルチコイド濃度を指標とした視床下部一下

垂体一副腎皮質軸の活性化、ならびに血摂中カテ

コールアミン濃度、唾液中クロモグラニン A濃度

および α・アミラーゼ活性、心拍数などを指標とし

た交感神経一副腎髄質系の活性化などを評価する

(Applebyら 2011)。サンブケレやデータの採取に伴

う拘束や痛みを緩和する方策については検討され

てきているものの、サンフ。ルの採取、前処理、測

定など、多大な労力が依然として必要である。

ヒトや醤歯類では、様々なストレッサーによっ

て覚醒・睡眠レベルが影響を受けることが明らか

になっており (Cui ら 2007; Pawlyk ら 2008;

Kaushalら 2012)、家畜においても覚醒・睡眠レベ

ルのモニタリングが、状態評価の指標として利用

できる可能性がある。しかし、家畜を対象とした

覚醒・睡眠レベルの簡易なモニタリング手法は開

発されていない。ウシでは、これまで Hanninenら



覚醒・睡眠レベノレと自律神経機能

(2008)が、脳波、筋電図、および眼電図で判別した

覚醒・睡眠レベルを、姿勢、首の緊張、および眼

の状態といった行動の観察でどれだけ正確に判断

できるかを検討している。その結果、行動観察だ

けでは覚醒・睡眠レベル判別の精度が低いと結論

づけている。そのため、判別精度を向上させるた

めには、新たな指標を付加することが必要である。

ヒト(Scholzら 1997;Elsenbruchら 1999;Cabiddu 

ら 2012)やラット(Boychukら 2011)では、覚醒・

睡眠レベルによって自律神経緊張度が影響を受け

ることが明らかになっている。行動データと自律

神経緊張度を組み合わせることで、覚醒・睡眠レ

ベルの判別精度が上がる可能性が考えられる。

一方、ウシでは、 5分程度の非常に短い睡眠を、

昼夜を問わず多回数とることが知られている

(Hanninenら2008)。状態評価を行う上では、昼間

の睡眠の評価も必要で、あると考えられるが、睡眠

の質を昼夜間で比較した報告は少ない。

本研究では、行動データによる覚醒・睡眠レベ

ル判別法の精度補完として、自律神経緊張度を用

いることの妥当性を検証するため、従来の行動デ

ータによって判別した覚醒・睡眠レベルと自律神

経緊張度との関連を検討した。また、ウシの状態

評価の指標として、覚醒・睡眠レベルを利用する

ために、睡眠の質を昼夜間で比較した。

材料と方法

本研究は(独)農業生物資源研究所の動物実

験規程に基づき計画し、実験動物倫理委員会の

承認を得た上で、行った。

供試動物

実験開始 4ヶ月前までに去勢した、 8-10ヶ月

齢のホルスタイン種去勢オス 6頭(実験開始時

の体重 181.0kg ""'285.5 kg，平均値土標準偏差

218.8土39.9kg) を使用した。実験牛舎内は 24

時間照明とし、供試牛はステンレス製の飼槽と

ウォータカップが備え付けられたスタンチョン

ストールで飼育した。給餌は 09.OOhと16.OOh 

の1日2固とし、育成前期飼料(全国酪農業協同

組合連合会，港区， 日本)と細切チモシー乾草を

日本飼養標準(社団法人中央畜産会 2006) に

従い、 0.8kg日増体量を得られるように給与した。

水は自由摂取とした。

実験手順

実験は 2012年 7月に 3頭、 2012年 11月に 3

頭を用いて行った。実験装置の装着およびハン

ドリングへの馴致処置を、実験前に最低でも 1

頑あたり 4日間ずつ行った。実験は、午前の給

鵠2時間後からの5時間 (11.OOhから 16.00h;以
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降昼間とする)と午後の給餌 2時間後からの 5

時間(18.30hから午後 23.30h;以降夜間とする)

に行った。実験装置を牛体に装着する影響を考

慮、し、実験開始 30分前までに装置を供試動物に

装着した。観察者はウシから見えない別室でモ

ニターにより観察を行った。

覚醒・睡眠レベルの解析

Ruckebusch(1972)、Takeuchiら(1998)、および

Hanninenら(2008)の報告に基づき、反甥をして

いない伏臥位休息姿勢時について、頭部支持の

状態、および眼の状態によって覚醒・睡眠レベ

ルを分類した (Table1)。反甥時は、覚醒してい

るのか睡眠をとっているのか未だに明らかにな

っていないため (Klemm 1966; Ruckebusch 

1972;Ternm佃ら 2012)、今回の解析からは除外

した。 Hanninenらは、姿勢および頭部支持の状

態のみを指標とすることで、ノンレム睡眠全体

の 61%(休息姿勢で頭部は首によって支持され

動いていない状態による判別)、レム睡眠全体の

54% (休息姿勢で頭部がほぼ首によって支持さ

れていない状態による判別)を判別可能と報告

している。しかし、眼の状態については、少し

でも眼球が見えていれば「開眼」と判別してお

り、 Ruckebusch(1972)や Takeuchiら(1998)が「ま

どろみ」の定義に用いた「半眼」の状態を考慮

に入れていなかった。また、急速眼球運動を考

慮した詳細な検討も行われていない。そこで、

本研究では、休息姿勢で頭部が首によって支持

され動いていない状態をさらに、眼の状態によ

り分類し、半眼の場合は「まどろみ」、閉眼の場

合は「ノンレム睡眠」と定義した。一方、休息

姿勢で頭部がほぼ首によって支持されていない

状態についても、眼の状態により分類し、レム

睡眠特有の眼球運動が見られる状態は「レム睡

眠」、見られない状態は、従来の行動による分類

ではなかったとみなし、 IUncategorizable睡眠

(UC睡眠)Jと定義した。なお、「覚醒」は休息

姿勢で頭部が首によって支持され動いている状

態と定義した。これらを以下の手法を用いて判

別し、解析を行った。

供試動物の行動をネットワークカメラ

(Panasonic BB・HCM735，パナソニック，門真，

日本)を用い、連続でモニタリングし、 LAN回

線を経由して、専用録画ビューアソフト

(BB-HNPI7，パナソニック，門真，日本)を用

いてパソコンのハードディスクに記録した。映

像から、連続サンプリング法によって姿勢およ

び頭部支持の状態を解析した。姿勢は立位・伏

臥位・伏臥位反舗に分類した。立位反甥は観察
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Ti:lble 1 The definition of awake-sleep states in the present study 

Awake-Sleep 
state 

Awake Lying 

Drowsy Lying 

Non-rapid eye 
Lying 

movement sleep 

Rapid eye 
Lying 

movement sleep 

Uncategorizable 
sleep 

Lying 

Body posture eye status 

head lifted up from the ground or feeder， 
open 

supported by the neck and in motion 

head lifted up from the ground or feeder， 
half open 

supported by the neck and motionless 

head li代edup from the ground or feeder， 
closed still 

supported by the neck and motionless 

closed or half open 
head leaning on the body orrestingon the with eyeHd twitching 
ground or feeder，not fully supported by the d eyebaH rapIdly 
neck and motionless 

movmg 

head leaning on the body or resting on the closed still without 
ground or feeder， not fully supported by the eyelid twitch and rapid 
neck and motionless 

Transmitter 

(AT-2620AVS) 

eyeball movement 

Figure 1 Schematic view of the recording system for eye status. The camera for monitoring eye 
movement was protected by transparent acrylic material. The eye image was continuously 
transmitted by a set of transmitter and receiver (AT同 2620AVS). Then the image was saved into 
the hard disk recorder and the hard disc of PC 

されなかった。伏臥位時のみ、頭部支持の状態

を解析した。頭部支持の状態は、首に力が入っ

ており頭部が地面や飼槽といった支持物から離

れており動きがあるかないか、また、地面、飼

槽、および体側に頭部を寄り掛かからせ動きが

ない状態にあるかを分類した。

眼の状態は、 Nemotoら (2000)の報告に基づ

いて以下の手法で無線記録した映像を用いて解

析した。両目部分を円形に切り抜いた特注マス

クの左眼部分にモノク ロCCDカメラ(赤外線投

光器付1/3イ ンチ 27万画素 CCDカメラ

h在K-0343E，秋月電子通商社， ) 11口市，日本)(以
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下 CCDカメラ))を取り付け、ウシの顔面に装

着した。CCDカメラは透明のアクリルドームで

保護した。CCDカメラの映像はデジタル 2.4Ghz
帯送受信機 (AT聞 2620AVS，株式会社アイ ・ティ

ー ・エス，千代田区，日本)を介し、ハードデ

ィスクレコーダーおよびパソコンのハードディ

スクに記録した (Figure1)。記録した映像を連

続サンプリング法によって解析し、眼の状態を、

開眼、半眼、閉眼、レム睡眠特有の眼目倉 ・眼球

運動に分類した。

自律神経緊張度の解析
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統計解析

昼間、夜間それぞれ 5時間における伏臥位に

おいて、覚醒 ・まどろみ ・ノンレム睡眠・ UC睡

眠・レム睡眠に費やした時間配分を算出し、昼

夜間の比較を、 Wilcoxonの符号順位和検定法を

用いて行った。覚醒・睡眠レベル間の自律神経

緊張度の比較には、 Friedman法を用い、有意で

あった場合、カイ自乗統計量を用いた Scheffe法

により対比較を行った。

Figure 2に6個体の各覚醒・睡眠レベルの昼夜毎

の行動時間配分を示した。昼間の覚醒・睡眠レベ

ノレの時間配分は、覚醒 43.3% (士5.4)、まどろみ

38.0% (土3.1)、ノンレム睡眠 9.5%(土1.8)、UC睡

眠3.2%(土1.2)、レム睡眠 6.0%(土1.0)であった。

夜間は覚醒35.7% (士4.9)、まどろみ 32.2%(::1:2.4)、

ノンレム睡眠 11.5%(士2.8)、UC睡眠 10.2%(土2.7)、

レム睡眠 10.4%(土1.3)で、あった。覚醒、まどろみ、

ノンレム睡眠には昼夜間で統計的な差は認められ

なかった (p>0.1)。一方、 uc睡眠とレム睡眠は昼

間に比べて夜間で有意に時間配分が多かった

(p<0.05)。
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Figure 2 Time budget of awake-sleep states; 
awake， drowsy， non-rapid eye movement sleep 
(NREM)， uncategorizable sleep (UC)， and rapid 
eye movement sleep (REM) during daytime 
and nigh社imeobservation 
Values are mean + standard error for 6 animals. 
*: The ratio of UC and REM in nigh社Ime
observation was significantly higher than that in 
daytime observation (p < 0.05; Wilcoxon 
signed-rank test). 
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心電図記録用電極(ブルーセンサ L-OO-S，株

式会社メッツ，足立区，日本)を A-B誘導の位

置でウシの体表にポンドで接着した。テレメー

ター送信機 (RF-ECG送信機，株式会社 GMS，

渋谷区， 日本)は、き甲から前肢後部にかけて

巻いた弾性腹帯に固定し、リード線で電極に接

続した。テレメーター受信機 (RF-ECG受信機，

株式会社 GMS)を介し、心電図を連続で、パソコ

ンのハー ドディスクに記録し、自律神経緊張度

の解析を行った。 自律神経緊張度は心電図 R・R

間隔の変動解析により行った。変動解析には、

最大エン トロビー法を用いた。パワースベクト

ル解析ソフト MemCalc/Win(株式会社 GMS)を

用い、 60秒間の心電図データから、低周波数帯

域 (LowFrequency; 0.04・O.IHz)のパワー積分値

(LF)および高周波数帯域 (High Frequency: 

0.1・o8Hz)のパワー積分値(HF)を算出した。低

周波数帯域の下限値、即ち超低周波数帯域と の

境界については、ウ シでの報告のほとんどが

0.04Hzを採用している。一方で、高周波数帯域

の範囲については、個体の呼吸数を考慮して

様々に設定されている。下限値は 0.05(Pom企ett

ら 2004)から 0.3(Stewartら 2010)の問、上限値

は 0.58(Hagenら 2005)から1.0(Despresら 2002)

の聞と、子ウシか成牛かなどの実験条件により

様々である。今回は、睡眠中に呼吸数が非常に

少なくなることを考慮、し、高周波数帯域を

0.1-0.8Hzと設定した。解析は 10秒間隔で、行った。

LF/町を交感神経緊張度の指標、 HFを総パワー

値で除した標準化単位 (HFのノーマライズユニ

ット;HF normalized unit (HF nu) =町 /(LF+旧)

x 100) を副交感神経緊張度の指標とした。自律

神経緊張度の覚醒・睡眠レベノレ間での比較は、

夜間、伏臥位の状態で、全ての覚醒・睡眠レベ

ルの推移が連続して認められ、各レベルが心電

図R-R間隔変動解析に必要な60秒以上持続した

箇所を l箇所選定して行った。胃の膨満状態が

自律神経緊張度に影響を及ぼすとし、う報告があ

ることから(ClaboughとSwanson1989)、できる

だけ給餌後の時聞が揃 う箇所を選定したが、推

移の開始した時刻は個体問でバラツキがあり、

20.28hから 22.59hの間であった。比較には、各

覚醒 ・睡眠レベルにおいて 10秒間隔で解析した

個体毎のLF庄西およびHFnuの平均値を用いた。

昼間は連続した覚醒 ・睡眠レベルの推移は認め

られたものの、心電図 R・R間隔変動解析に必要

な60秒以上持続した睡眠レベルが見られなかっ

た個体がし、たため、自律神経緊張度の比較は行

わなかった。
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LFおよびLF圧E は覚醒・睡眠レベノレ聞で差があ

る傾向が認められ (p<O.l)、 HFnuは覚醒・睡眠レ

ベノレ聞で、有意な差が認められた (pく0.05)。しかし、

各覚醒・睡眠レベノレ間での差は認められなかった

(Table 2)。

考察

本研究では、覚醒・睡眠レベル間で、交感神経

緊張度指標 LFIHFと副交感神経緊張度指標 HFnu 

に差が認められた。その結果、行動からはノンレ

ム睡眠ともレム睡眠とも区別が難しく、本研究で

UC睡眠と定義した睡眠レベルは、自律神経緊張度

から判断するとノンレム睡眠に近いことが示唆さ

れた。

今回の実験条件下でも、既報と同様、ウシでは

昼夜にかかわらず、ヒトと比べて短時間の睡眠を

多回数とった。覚醒・睡眠レベルの時間配分は、

UC睡眠とレム睡眠で昼間より夜間の方が多かっ

た。また、伏臥位の状態で、「覚醒JrまどろみJrノ
ンレム睡眠JrUC睡眠Jrレム睡眠Jという一連の

覚醒・睡眠レベルの推移が夜間と同様、昼間でも

認められたものの、 UC睡眠およびレム睡眠の持続

時聞が短かった。照明は 24時間点灯で、給餌後の

経過時間は同じで、あっても、夜間の方が太陽光や、

管理作業の音などの外部刺激が少なかったことに

より、睡眠を落ち着いて、多く取ることができて

いたと考えられる。今回は対象としなかった真夜

中から早朝にかけてのデータを今後検討する必要

はあるものの、少なくとも、給餌後、同じ時聞が

経過した後の覚醒・睡眠レベルの様相が朝の給餌

後と夕方の給餌後では異なることが明らかになっ

た。

ウシにおける覚醒・睡眠レベルと自律神経緊張

度との関連は、ヒトで報告されているものと同様

で、(Scholzら 1997; Lan企組chiら 2007;Cabidduら

2012)、ノンレム睡眠時に副交感神経優位、レム睡

眠時には覚醒時と同様の交感神経優位の傾向が認

められた。ヒトでは代謝要求がノンレム睡眠のよ

うな体動を伴わない睡眠では低く、体動を伴うレ

ム睡眠では高くなることが(Wilde-Fre回と Schulz

1983)、レム睡眠とノンレム睡眠での自律神経緊張

度の違いの一因とも考えられている。本実験の観

察中には、レム睡眠時に、眼輪筋のれん縮と耳介

のけいれん様の動きが観察されたが、目立った体

動は観察されなかった。しかし、ネットワークカ

メラの映像では確認が難しい軽微な体動や呼吸様

式の変化(Unbehaunら1996)が影響を及ぼした可能

性が考えられる。

本研究において UC睡眠と定義した睡眠レベル

では、交感神経緊張度の指標である LF/HFがノン

レム睡眠と同様低く、副交感神経緊張度の指標で

ある HFnuがノンレム睡眠と同様に高かったこと

Table 2 Selected frequency-domain measures of heart-rate variability during awake-sleep 
states in nighttime observation; awake， drowsy， no作 rapideye movement sleep (NREM)， 
uncategorizable sleep (UC)， and rapid eye movement sleep (REM). 

Awake Drowsy NREM UC REM x2 p 

LF (ms2) Mean 220.4 191.2 138.1 134.0 263.8 9.5 0.050 

SD 109.7 197.9 69.0 93.8 138.9 

HF (ms2) Mean 151.6 153.1 184.4 172.5 242.0 7.7 0.102 

SD 131.4 175.6 156.6 138.4 214.8 

LF/HF ratio Mean 2.9 2.3 1.3 1.1 2.6 8.9 0.063 

SD 2.1 1.2 0.9 0.6 2.7 

HF nu (%) Mean 38.0 46.1 52.6 55.9 42.7 10.1 0.038 

SD 18.7 18.5 14.7 12.0 15.9 

Values are mean and standard deviation (SD) for 6 animals. LF power and LF/HF ratio tended to 
be different among awake-sleep states (p < 0.1; Friedman's test). HF nu are significantly different 
among awake-sleep states (p < 0.05; Friedman's test)， although no difference was found between 
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each state by post hoc analysis. 

から、ノンレム睡眠に近い睡眠レベルではなし、か

と考えられた。脳波の同時測定により確認するこ

とが必要であるが、行動データによる覚醒・睡眠

レベル判別法の精度補完として、自律神経緊張度

を用いることが妥当であることを示唆していると

考えている。ウシでは，Hanninenら(2008)が、脳波、

筋電図、眼電図で正確に覚醒・睡眠レベルの変化を

とらえた上で、より簡易な判別方法として、行動

観察だけによる分類の可能性を検討している。

様々な行動指標を検討した上で、最も精度が高く

ノンレム睡眠やレム睡眠を判別できたのは頭部支

持の状態であると結論づけている。すなわち、「頭

を上げた状態で動かなし、」を指標にしてノンレム

睡眠のうちの 54%を判別することができた。一方、

「首が脱力して休んでいる状態」を指標にして、

レム睡眠のうち 61%を判別可能で、あった。しかし、

これらの判別精度は決して高いと言えるものでは

なかった。本研究で定義した UC睡眠は、目が閉

じられた状態で首が脱力している状態である。こ

れは、 Hanninenらの報告ではレム睡眠として判別

されていた状態であるが、自律神経の緊張度から

はノンレム睡眠に近い状態であることが本研究で

示唆されたことから、 UC睡眠をレム睡眠として分

類していたことが、 Hanninenらの判別法による誤

差の原因の一つで、あった可能性が考えられた。

本研究により、覚醒・睡眠レベルと自律神経緊

張度に関係があることをウシで初めて明らかにす

ることができた。このことは、脳波を用いない簡

易な覚醒・睡眠レベルの判別法を開発する上で重

要な知見と考えられる。すなわち、姿勢と眼の状

態と自律神経緊張度を判別要素として用いること

で、行動だけを判別要素とするよりも高精度な覚

醒・睡眠レベルの判別がで、きる可能性が示された。

今回 UC睡眠に分類した覚醒・睡眠レベルは自律

神経緊張度からノンレム睡眠に近いと考えられた

が、このことについて今後脳波による確認を行っ

ていきたい。
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Summary 

To contribute to make simple identification method for awake-sleep states in cattle， we examined the 
relationship of autonomic nervous balance with awake-sleep states categorized by behavioral 
observations. Six Holstein steers aged 8・10months were used. The awake-sleep states were categorized 
by body pos旬re，neck position， and eye sta加s，into "awake" characterized by resting head li丘edup and in 
motion with eye open，“drowsy" characterized by resting head lifted up姐 dstill with eye half-closed， 
"non-rapid eye movement sleepθ恨 EM)"characterized by resting head lifted up and still with eye closed， 
“rapid eye movement sleep (REM)" characterized by neck relaxation with rapid eye movement， and 
“Uncategorizable sleep (UC)" characterized by neck relaxation without rapid eye movement. Power 
spectral analyses of R-R interval variability of electrocardiogram were performed to calculate the low 
frequency (LF， 0.04-0.1 Hz) and high frequency (町， 0.1-0.8 Hz) powers. There were differences in 
LF圧眠 whichreprese凶ssympathetic activityσ< 0.1)祖dHF in normalized unit (HF nu)， which 
represents parasympathetic activity (P < 0.05) among awake-sleep states. The autonomic nervous balance 
shifted toward parasympathetic dominant during NREM and UC and toward sympathetic dominant during 
awake and REM. Our findings about awake-sleep states dependent variation in autonomic nervous 
balance are in line with previous evidences in human. Since the autonomic nervous balance was similar 
between NREM and UC， UC could be categorized into NREM. Though further study utilizing 
electroencephalogram is needed， combined use of behavioral observation and autonomic nervous balance 
could be a useful identification method for awake-sleep states in cattle. 

Keywords: cattle， identification of awake-sleep state， autonomic nervous balance， 
non-rapid eye movement sleep， rapid eye movement sleep 
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