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歩数計測による発情開始から人工授精までの時間と発情同期化が
黒毛和種子午の性比に及ぼす影響
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Effect of Time Lapse from the Onset of Estrus detected by Pedometer 
until Insemination and Synchronization for Artificial Insemination on 
Calf Sex Ratio in Japanese Black Cows 
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Summary : Effect of time laps巴台omthe ons巴tof estrus detectcd by data transmissible pedometer (Gyuho， Comtec， 

Miyazaki， Japan) until artificia1 insemination (AI) and cstrous synchronization on calf sex ratio was invcstigatcd in 

Japanese 81ack Cows. A total of 80 Japanese Black Cows were installed with pedometers， which store the numbel 

of steps per hour and transmit the date for 24 hours. The onset of estrus was defined when thc number of each hOlU 

steps in cows cxcceded more than double of the maximum stcps in recent 15 days. Cows were randomly assign巴d

to eithcr till1巴dAI program with estrus synchronization using progesterone-relcasing intravaginal dcvicc (PRID~) 

(n = 33) or AI using AM/PM rule (n = 47). Cows w巴resubdivided into thrce groups retrospectively based on the 

time lapse from the onsct of estrous until AI ; 0-8h (n = 8)， 9・16h(n = 43)， 17-24h (n = 29) 

Estimating the onset of estrus using pedometers revealed that only a small numbcr of cows showed estrus dur-

ing daytim巴hours(08:00-18・00)，whereas many cows commenced巴strusat night-time (18:00-08・00)(daytime 23.7 

% vs. night-tim巴76.3%: Pく0.01).There was no significant diffi巴r巴ncebetwcen groups in conception rate (till1ed AI 

45.5 % vs. estrus AI 63.8 %・P=O.IO)ヲ whichshowed cstrus synchronization using PRID"" could b巴us巴fulto improve 

reproductive pcrformance in Japanese Black Cows. Male calf ratio was lower in early Al group (0 % in 0-8 h， 75.0 

% in 9-16h and 46.7 % in 17・24h)，which indicated calf sex ratio ll1ight be affected by the time laps巴fromthe onsct 

of cstrus until AI. However， there was no such t巴ndencyin the synchronizcd timed AI cows. 
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緒日

よ|ニの受胎率の向上には，発情開始に基づき排卵

時間を考倍:した適期の人工授精 (AI)が重要で

ある (Dransfield et a1. 1998; Pllrsleyθt a1. 

1998). 発情開始から排卵までの時間は，およそ

27時間とする報告がある (Walkcr eta1. 1996). 

従来，発情行動の典型はスタンディングとさ

れ，それ以外にマウンテイング (Martinezet a1. 

2004: Rorie 1999; Rorie et a1. 1999) や発情時

のタ数量:の増加 (Firket 31. 2002 ; Kiddy 1977)， 

子宮頭管粘液の電気抵抗値の減少 CWehner et 

a1. 1997) などが報告されている. しかし， 日常

の飼養管埋において，発情の開始時亥IJを正確に捉

えることは難しい.そのため，分娩後のとt耳目的空

JJ台 J~jl:M'J (VWP)を特たずにブロロジェステロン徐放

剤 (PRIDへCIDR@) を1室内に挿入し，分娩後の

卵巣を賦活してF 排卵同期化を行 うことで発情発

見を必要としない繁殖管理法も報告 されている

(Blllmanθt a1. 1978; Lopez-Gaitusθt 31. 2005 ; 

Pllrsley et a1. 1997). 

近年，発情時の歩数量の相対的なj:libjj]Uが発情発

見j王法として有効なことが報告されている (Firk

et 31. 2002) また11寺|湖毎の歩数を24時間記録し，

テレメトリー法で自動的に送信する歩数計を片:Jし¥

発情発見や発情開始時刻を特定することも可能と

なっている (Maatje et 31. 1997; Lopez-Gaitlls 

et a1. 2005 ; Roelofs et 31. 2005). 一方，発情

開始から AIまでの経過時間と新生子牛のイ.~t比の

関連が報告されている (Pursley et 31. 1998; 

Martinez et a1. 2004). 言語産経営において，乳j刊

種では雌子ヰ|二を，肉用種では肉量の多い雄子牛の

生産率を高める可能性に期待が寄せられている.

今回3 時間毎の歩数量を記録し，データを自動

送信できる歩数言十を用いて発情の開始時期を特定

することにより，その後AIまでの経過時間が黒

毛和種メ|二の受胎率と新生子牛の性比に及ぼす影響

を検討した 合わせて計画的な繁殖管理法として

の発情同期化処置の有効性についても検問を加え

た.

材料および方法

供試牛 :宮崎市に位置する宮崎大学農学部附属

住吉フィーノレド(北緯31059'，東経131028'，総

面積50ha) で飼養されている黒毛和種繁殖牛で，

2007年11月"-'2010年 3月にかけて正常分娩した80

頭を用し、た.試験開-i，(fif:寺の産次は6.0::!:::0.5i?t(平

均±標準偏差)であり，分娩後30日における 5段

階評価のボディコンディションスコア (BCS)は

2.9土0.2であった.供試牛は，夏季は 9"-'1.6時の

間，バヒアグラスやセンチピードグラス草地に放

牧され，冬季は乾草(イタリアンライグラス，ギ

ニアグラス，ローズグラスなど)やイタリアンラ

イグラスのラップサイレージ， トウモロコ、シンサイ

レ一ジを斎舎内で

して分娩後 4カ月まで子牛の自然nrli乳とした.

発情開始時間の特定と人工授精

牛の発情1m始H寺聞を特定するために， 左右いず

れかの前肢副蹄の直|二に布製のベノレトで歩数計

( Lj亡歩矢 コムテック 3 宮崎)を装着した 歩数計

は1時間信の総歩数を10歩単位で記録することが

でき，それらのデータはテレメトリー法により 24

時間常に受信機に送信された.受信されたデータ

は， パソコン町面上で、 111寺問併の歩数と過去15日

間の平均歩数として折れ線グ‘ラフで表示され3 ま

た l時間鮮の過去15日間の最大歩数と最小歩数も

併記された (Fig. 1). これらのデータに基づき，

過去15日間の最大歩数の 2f吉以ヒに歩数が増加し

た時間を発情開始時亥IJと定めた.このH寺実iJからAI

までの経過時間により，供試牛を 0"-'8時間群

(短い群， n==8)， 9"-'16時間群(中間群， n==43)， 

17"-'24時間群(長い群， n==29) の 3つに分けた.

木試験で経過時間の最大を24日寺間としたのは，過

去に同様な歩数音|を用いた試験において，発情開

始から24時間を越えると受JJ台率が極端に低 iごした

との報告 (Maatjeet a1. 1997) による.

AIは発情同期化後，定時にAIを行 う定時AI群

(n==33) と発情A;]'AI群 (n==47) の 2群で行った.

定時AIでは，分娩後の卵巣賦所と排卵同期化の

ため， PRID@ (プリッドテイゾー，あすか製薬，

東京)を分娩後37[=lから 9日間臆内に挿入した.

PRID掬はl.55gのプロジェステロン (P，)を含有す

るシリコン製の帰入斉Ijで，エストロジェン (E，)

10 mgを含むカ プセルが内側に取り 付けられてい

る. PRID由をjJ室内に挿入すると p，と E，は!J室粘膜

を通して速やかに吸収され，発情後排卵し，形成

される通常の黄体と同レベノレのJIll中P.， 濃度と 一ー

過性に高い血中E，濃度を示す.挿入後 9日自の
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胎子と子牛の性別判定PRID岬除去時， クロ プロステノーノレ(レジフ。ロン，

あすか製薬3 東京)500μgを筋肉内投与 し，その

24時間後にら (オバホノレモン，あすか製ょ~， *京)

AI 後60~80 1;1に，携帯当J!l巴音波診断装置 (I-IS

1 mgを筋肉内投 与す る群と， 48時間後に

GnRHI00μg Cコンサノレタン，あすか製薬，東京)

を筋肉内投与する若干に分け，同群ともPRID曲除去

2日後(Day48) の午後に定n~î' AIを行った(定

時AI群， n=33). 定fI~i'AI 後，発情が回帰した4 二

は，発情確認、!後に AlVI-PlVIt去に基づき 12時間後

にAIを行った(発情時AI群， 11=47). 

1500V，本多電下，東京)をmい，同一技術者が，

妊娠診断とJJ台了一の性判別を行った.胎子の性月Ijは，

11野帯に対する生殖結節の相対的な位置で決定した

CKamimura et 31. J 994) 生殖結節は， 将来生

殖器となる器官'で血i像上ではエコージェニック

な二葉性の構造物として揃出される.判定では，

雄11台子は腕時と生殖結節の距離が生殖結節と):g，問

の距献より 短く，逆に批if~胎子では腕帯と生殖結合↑j
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Fig. 1. Thc schcmatic view 01' th巳 graphof data transmitt巴dby a pedom巴terdisplayed on a 
rc. Th巴solidlinc is thc stcps of thc day， th巳 dott巴dlinc is thc avcragc stcps of thc past 
15 days， thc bar graph is th巴 maximumstcps and thc minimum stcps of thc past 15 
days. Onsct of cstrus was defined whcn number of stcps of th巴r巳spectivcday巴xceeds
morc than 2 holds over 01' thc rcccnt 15 days 

Fig. 2. Transrectal ultrasonography was performed to detcrminc thc gcnder of 1'ctuscs on Day 
60-80 (DayO=AI). The 1'etus was composed of dense， highly echogenic tissue and 
were depicted as bright or whitc structures on the monitor. Genital tubercles appeared 
to b巴 bi-Iobcdon the monitor. In the males， thc distancc bctwccn thc tail and thc 
g巴nitaltubercl巴islonger than betw巴cngcnital tubercle and umbilicus. Wher巳asin the 
females， genital tubcrcle is in closc proximity to the tail. GT : genital tubercle， T : tail， 
UC : umbilical cord， HL : hind leg. 
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の距離が生死[結節と尾間の距離より長くなる

(Fig. 2). 今回，超音波診断装置により判定した

JJ台子の性別は，山生後の新生子止|二の性別と全て一

致した.

統計解析

発情開始時刻の昼伐の比率，AU去の違い並び

にAIまでの経過時間による受JJ台半と JJ台子の性比

について， χ2検定で解析した.

結果

歩数計を用いることで，メ|・の行間Il li:l:を 24 f1~f間監

視でき，発情1:Jf.1始時五IJを料定できた.その結果，

昼間 (08:00~18:00) に発情を開始 した牛の頭数

は，夜間に発情を開始した頭数に比べ有意に少な

Timed AI 
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かった(昼間23.7%，夜間76.3% ; P<O.Ol). 特

にPRID舶を用いた定時AIでは有意な差が認められ，

昼間の 9%に対し夜間は91%で、あった (P<O.ol)• 

一方，発情時AI群では樫聞の34%に対し，夜間

は66% (P=0.20) であり，有意な差は認められ

なかった (Fig.3). 

受胎率は定時AI群45.5%，発情H~fAI群63.8% 

であり，同群I'IJJに有意な差は認められず (P=

0.10) ，また発情開始からAIまでの経過時間で 3

つに分けた牛併についても定時AU作と発情時AI

i1平の問に有意な差は認められなかった(短い群・

定IJ寺AI群25%，発情fI~fAI 昨75 %， 仁|二Ij間群.定11奇

AI~Wô50 %，発情H古AUl'i:57.1%，長いli:(o 定H寺AI

群42.9%，発情11寺AI併68.2%， Table 1). 

MI'--f-l:.ドネでは辻・fI寺AU洋73.3%に対し，発情II~J'

Estrus AI 
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Fig. 3. Til1lc of onsct of cstrlls by lIsing a pcdol1lcter in Timcd AI and Estrlls Al. ln Til1led 

AI， most cows showed onset of cstrus from mid-night to early Illorning (P<O.O 1 ; chi-

square test). ln Estrlls AI， many cows show巴dth巴ons巴tof estrlls frolll evcning to mid-

night (P=O.20 ; chi-sqllar巴 test).

Tablc L Difference of conception rate and l1lalc fctlls ratio betwecn Timed AI and 

EstrllS AI charactcrized with til1lc lapsc of AI after th巳onsetof estrlls 

Timc lapsc of AI aftcr 
th巴 onsctof cstrlls 

Conccption Ratc 

0~8h 

9~16h 

17~24h 

Timcd A1 P-va111c' Estrlls A1 

25.0% (1/4) 75.0% (3/4) 0.15 

0.64 

0.23 

50.0% (11/22) 57.1% (12/21) 

42.9% (317) 68.2% (15122) 

Mcan::!:S.D 45.5% (15133) 63.8% (30/47) 0.10 

0~ 8h 100.0% (111) 0% (0/3) a 0.05* 

Malc fctlls ratio 9~16h 81.8% (9111) 75.0% (9/12) b 0.69 

1 7~24h 33.3% (1/3) 46.7% (7/15) ab 0.67 
晶晶‘轟轟轟轟轟a晶晶‘晶圃圃・ーーーーー・a・・・・・・・・・・・・・・・・..............ー・'・ー・・・・・・・・ーーーーーーーーーーーーー・-_.__....，.・‘'‘.......

Mcan土S.D 73.3% (11115) 53.3% (16/30) 0.20 

， Diffcrecc 01' conception rate ilnd fetlls scx ratio werc tcstcd by chi-sqllarc test 
* Significant diftercnce (P<0.05) in male fetlls ratio bctween Timcd AI ilnd Estrus A 1 in two grollps 
(timc 1apse of AI betwccn 0、8hand 9-16h) 

a，b; Significant diffcrcncc (P<0.05) in mil1e fetlls ratio bctwccn 0~8h and 9~ 16h in Estrlls AI 
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AUlf:53.3 %であり， ~tî群問に差は認められなかっ

た (P=0.20，Table 1).しかし，発情開始からAI

までの経過時間において，定時AI群では 3つの

H寺間帯問に有意な差はなかったが，発情時 AI群

ではAIまでのH寺問が短し、群では却;子止|-Z字がイヰー若;

に低下した (0~ 8叫問 o%， 9~16時間: 75.0 

%， 17~24時間: 46.7 % ; Pく0.05，Table 1). 

考察

牛の繁殖管埋において，発情開始のH当期を特定

することは重要である. 今!宣1，正常分娩した8011Ji

の黒毛和種について発情開始時間を歩数計により

調査したところ 3 昼間に発情を開始した牛の割合

は少なく，特に発情同期化処置を行った定1I寺AI

群で有意に低下した(定時AI併 9% ; P<0.01， 

発情H寺AUl宇:31 % ; P=0.20) . この間Itlとして，

今回の試験ではホノレモン処置はすべて定時AIの

前Fl(E，)や当|二1(GnRH)のLF前中に実施してお

り，その 6~ 12n.Jj'間後にあたる夜間に発情を開始

する牛が多いことによる.夜間における牛の発情

観察は，労務省;βH上ー困難で、あり， 今回， 24時間に

わたり牛の歩数量の変化を監視できる歩数計を刑

いることで，深夜においても牛の発情開始n~n~j を

特定することが可能であった. IIurnikθt a1. 

(1975)は，通;市夜間に発情を開始するLIーが多い

と報告 しており， Stevenson el a1. (1995)はプ

ロジェステロン(jVIGA)の経口投与‘と投与終了

時にプロスタグランジン (PGI九“)の筋肉内投与

による発情同期化処置をわーったところ，多くのLIニ

が深夜の O 時~ 61J寺の1I寺間帯に発情を開始したと

報告している. 一方，HeatWatchシステムを用

い， 24114]問にわたり泌乳牛の発情開始を観察した

Dransfield et aJ. (1998)は，発作i開始時刻に特

定の傾向はないと報告 している

今同【Ln~J'AI 群と発情時AI 群の受 Jl台率には差

がなく，また発情開始後AIまでの経過時間が O~

8時間， 9 ~16時間， 17~23時間の 31洋間におい

ても有意な差は認められなかった (Table 1). 

同様な歩数討をj刊し¥た他の報告(l¥IIaatje et aJ. 

1997)においても，発情開始後AIまでの経過時間

が 0~8 時IMl 9~16時間， 17~24時間の間では

受胎平に差はないが， 24時間を超えると極端に低

下 したとしている.発情開始時期を肉眼的に観察

した報官 (l¥IIartinezet aJ. 2004) では，発情開

始からAIまでの経過時間が 8~18時間と 18~30

時間の問では受胎率に差はみられないが， 30時

間をj也えると，他 2群に比べて有意に低ドすると

している.今|旦1，発情開始後AIまでの経過時間

を3つに分けたLI二群では受胎率に差が1!尽く，この

時間市(発情開始後AIまでの経過時間が o~24 
H寺問)では，いつAIを行っても同程度の受胎半

が期待できる.また， IコRIDωを用いた定11寺AI群と

発情時AI群のI'IJ'Jでは受JJ台率に有意な差はみられ

なかった.このことからPRIDωによる発情同期化

処置で，分娩後早期!のAIが可能となり，本処置

は計画的な繁殖管埋に有効であった

止|二の繁殖管理において，新生子牛の性比を操作

できれば乳用種では雌子牛を，肉用種では肉量の

多い雄子ノ|二が選択される.従来，子午の性比を操

作する技術として， x精了一とY精了一の分i靴技術が

あるが (Seidelel aJ. 2003)，分liiii:装i試が高額で

あり，また'1"1:判別精械を)干lし、た通常のAIでは受

JJ台半が低下するという問題がある. 一方，発情開

始後AIまでの経過時間が短いほど雌子止|ニの{確率

が 高 く 山 こAIまでの経過IlJj問が延びると雄子

LI.:.の確率が高まるとする報告がある (Weh日erθt

a1. 1997; l¥IIartinez ct aJ. 2004). 今|可，発情時

ALH下では，発情開始後AIまでの経過時間が O~

81J寺聞では， 9 ~16時間に刈し雄子牛率が有意に

低下した (P<0.05).これに刈し，定時AI群では

どの時間借でもまlt子牛率に差はみられず，発'I，ii
時AIjj:ß の n寺 問 11~J 推移と具なった. これはホノレ

モン製剤を用いない 自然発情時にAIを行った

l¥IIartinez et aJ. (2004)の報告と問機な結巣で、あっ

た 今巨1 ，定 n~iAI 群ではPRID~ 除去の48時間後

に排卵促進剤 (GnRH)を筋肉内投与 し， 当 日の

夕方に定時AIを行った.このため定時AI群では，

AIから排卵までの時間がほぼ一一定となっている

可古g'l生がある (AndoθtaJ. 2005， Frickeθt a1. 

1998). これに対し発情時AI群では3 発情発見の12

時間後にAIするAl¥II-P l¥II法に従っており，発情開

始から排卵までの時間は一定でも，原則として

昼間の労務時間内に実施するAIから，その後

排卵までの H寺聞は異なることが 一予想される

(Wettemannθta1. 1998) 

今回 3 発情時AUfにおいて，発情開始後AIま

での経過時間が短い群では，雄子斗ニの11¥産がなかっ

た.この点に関し，発情開始後早い時間でのAI
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では，その後排卵までの経過時間が長くなること

により，寿命の短いY精子は排卵前に死滅してい

ることが予想される. 一方，寿命の長し呪精子は

発情 IJ\~始後早いn寺|問のAIでも受胎する (Martinez

θt a1. 2004). 

結論として， LIニの発情行動を24時間監視で、きる

歩数討を月干し、ることで，管理者が不在のィSZ/llJにお

いてもメ|二のヲE↑青閉女台を的{確に検出できた. また

PEID僧を用いた定時AI鮮と従米の発情時AI群の

問では受)1台率に莞はみられず， PEID闘による発情

同月i化処置は発情発見によらない定時AIを可能

とし，計画的な繁殖管長Ilに有用と考えられた. 一

方，少数例ながら発情 n~j'AI 群で、は発情開始後AI

までの経過H寺問により新生子牛の性比に違いがみ

られたことから， 今後， AI 時間と子牛の性比の

関係をさらに研究する必要がある.

要 約

1 11寺問先J:の少数量を受信機に自動送信で、きる歩

数計を黒毛和種牛に装着することにより，発情の

開始時刻を特定し，発情|井l始後人工皮楠 (AI)ま

での経過時間が子牛の性比に及ぼす影響を検討 し

た. 今回，歩数言1. (牛歩，~ コムテック， 富山奇)

に記録された 1時間毎の歩数量が，過去15R問の

最大歩数の 2倍以 l二にほiMした時点を発情開始時

実IJとし，発情Ij¥:/始後AIまでの経過時間により LI二

群を o~ 811寺間群(短しづi:(:，n=8)， 9 ~16時間

f，:s (中間昨， n=43)， 17~24時間群(長い群，

n=29) の 3つに分けた. AIの実施では， プロジェ

ステロン徐放斉Ij (PRID由)による発情同期化後，

定時AIを行う群(定同AI~~(:， n=33)と，発情発見

の12時間後にAM-PM法でAIを行う群(発情時AI

11'(:， n=47)に分けた

その結果，牛が発情を開始する時間は昼間より

夜間が多かった (08:00~18:00 : 23.7 %， 18・00

~08:00 : 76.3 %， 1コくO目01).発情同期l化処置の有

無によるAIでは受胎平に差はなく(定時AI群:

45.5うも，発情時AI群:63.8 %， P=O.lO)， PWDOl> 

の使用は分娩後早期のAIを可能とし，繁殖管理二

に有効であった.発情時AI群では，発情開始後

AIまでの経過時間が短い群で雄子牛の比率が低

く (0~ 8時間 0%，9 ~16時間・ 75.0 % ， 17 

~24時間: 46.7 %に発情開始後AIまでの経過時

間と出生子牛の性比との関連が示唆された. 一方，

発情同期化処置を行った定時AI群では 3 その傾

向はみられなかった

キーワード:子小性比，受胎率，発情同期!化，

歩数言1'，PRID副
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