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サーモグラフィを利用した豚の発情期および分娩期予測の検討

志村仁キ・片野良平・関口 梨果・南山治美

Prediction of Estrus and Parturition Time in Sows Using Thermography 

Hitoshi SHIMURA *， Ryouhei KATANO， Rika SEKIGUCHI and Harumi NANZAN 

*現群馬県立農林大学校

要旨

非接触で、体表温度を測定することができるサーモグラフィを用い、豚における発

情期および分娩期予測への利用を検討した。実験期間は 2011年 5月から 12月の任

意な 97日聞とした。測定対象として繁殖雌豚純粋種目頭および交雑種2頭を用い、

一頭ごとに全身を観察した後、交巣周囲、陰門周囲、倶.IJ腹周囲、乳房周囲、乳頭、

き甲周囲および耳根周囲の特定部位の体表温度を測定した。

その結果、発情期への温度変化は大きくなかったが、外陰部の温度が発情に向け1.6

℃上昇した。また、発情期への温度変化は次の 4型に分類された。

I型:各部位の温度が上昇した発情、 H型:発情期前に各部位の温度が上昇した発

情、皿型・陰部のみ温度が上昇した発情、町型:変化が見られない、または不明な

発情であった。全発情 25例中の各型の割合は、 I型:13例(52%)、H型:3例(12%)、

班型 :4例 (16%)およびW型 5例(20%)と、発情予測が可能な温度上昇が I型 .II型

.国型の 80%で認められた。

分娩前後の体温変化では、分娩前 9 日頃から乳房・乳頭の温度が上昇する傾向が

見られ、陰部では、分娩 6 日前から陰円周囲に収束した低温境域が見られる個体が

見られた。

緒言

サーモグラフィは、対象物から放射される

赤外線を検出し、非接触で温度測定でき、体表

の温度分布を画像表示するという特殊な情報

を提供することから、その重要性が認識され

医学領域においても広く利用されている。平

成 16年には、雌牛の発情状態を検知出来る

ことが分かり特許出願され、平成 17年より

-40 

公開されている 1)。

牛や馬は、直腸検査により卵巣や子宮の状

態を把握して授精時期の判定や妊娠鑑定をし

ているが、豚では外貌所見や雄当て背圧反応

等から判断する場合が多く、外陰部の発情徴

候のみに注目した判断では発情を見逃してし

まう場合がある。近年人工授精が急速に普及

し、種雌豚の繁殖周期を的確に把握し、適期

授精することが極めて重要となっている。豚
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の発情周期の把握には深部陸内の電気抵抗値

2)、糞中のプロジェステロン濃度の測定 3))が

実用化されてきているが、実際には十分定着

されていない。一方、分娩徴候の発見をより

正確に予知することが出来れば分娩の把握に

関わる労力も削減することができると考えら

れる。そこで、豚における発情期および分娩

期予測にサーモグラフィが利用できるか検討

した。

材料および方法

1. 調査期間

2011年 5月から 12月の任意な 97日間。

2. 供試豚と豚舎施設

測定対象として繁殖雌豚純粋種目頭およ

び交雑種 2頭を用い、発情期および分娩期を

予測するため無作為に抽出して測定に供し

た。発情期は雄豚の許容開始日とした。分娩

期は子豚の産出確認日とした。調査は当場の

繁殖豚舎で実施した。

繁殖雌豚は、妊娠期間中は妊娠豚用ストー

ルで、授乳期間中は分娩柵内で飼育した。

換気および空調の設備として妊娠豚ストー

ルのある豚舎には大型の送風機および穴あき

ビニールダクトが設置され 30oc以上になる

と作動するように設置されていた。また 2時

間毎に消毒液の細霧が実施されていた。

3. 直腸温、臆温および豚体表面温度測定法

1)直腸温および睦温

体温計を直腸内および睦内に十分挿入し、3

分後の体温を O.I
O
Cまで読み記録した。

2)体表温度測定機器

赤外線放射カメラ (TH7800V，NECA vio社

製)を用いて測定した。

3)体表温度測定部位:一頭ごとに外陰部、

腹部、乳房および頭部を含む箇所を観察し、

交巣周囲、陰門周囲、側腹周囲、乳房周囲、

乳頭、き甲周囲および耳根周囲を測定した。

結果
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L 発情期までの経時的変化

各部位の直腸温、臆温および皮膚温度の平

均値は図 2に示した。発情期には個体の平均

温度が、直腸温、陸温、交巣、陰部、乳房、

乳頭、耳根、き甲および側腹で 0.0oC、ー0.1

oC、0.4oC、1.60C、0.3oC、O.loC、・O.IOC、0.4

oCおよび 0.3oC変化したが、特に陰部の温度

が他の部位に比べ1.6oC高く変化し、他は比

較的安定していた。

発情期の各部位の温度変化から、 1 :発情

期に各部位の温度が上がった発情、 II:発情

期前に各部位の温度が上がった発情、皿:発

情期に陰部のみ温度が上がった発情、 N:変

化が見られなかい場合や不明な発情に分類さ

れた。 I型の経時的変化を図 3に示した。 25

回の発情を観察した結果、 I型、 E型、匝型

およびN型は、 13回、 3回、 4回および 5回

見られた。 1、HおよびE型に該当した発情

が 80%に見られた(図 1)。最も多く見られ

た I型について代表的な個体例を図 3に示し

た。

理 1

2. 分娩期までの経時的変化

各部位の直腸温、臆温および皮膚温度の平

均温度を図 4に示した。直腸温および臆温は、

分娩時まで、の体温変化は少なかった。分娩前

における体表温度変化は、乳房 ・乳頭で上昇
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54.5%、72.7%および 62.5%であり、この低温

領域の出現率の変化は、分娩間近になるに従

って必ずしも増加すると い うものではなかっ

た。

直腸温と各測定部位の相関関係

直腸温と交巣、陰部、乳房、乳頭、

傾向が見られ、分娩前 2日には大きな温度の

上昇があった。また、陰部の画像には、分娩 6

日前から 収束した低温領域が見られた(図

5)。分娩 6日前、5日前、 4日前、 3日前、 2

日前および l日前に低温領域が見られた個体 3. 

耳根、11.1%、14.3%、

臼発情期

.発情前5日聞の平均

それぞれ 27.3%、の割合は、

側腹き甲耳根乳頭陰部 乳房

図2 発情期における温度変化
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分娩前後における乳房温・乳頭温の変化

主

日数

10 

0.44、0.48、0.45、0.32、0.35および 0.41で交

巣部位で最も高い相関関係が認められ、直腸

温の代替えになる部位として利用が考えられ

た (図 6)。

考察

図5 分娩前陰部の収束した低温領域

豚におけるサーモグラフィを用いた報告

は、繁殖雌豚の皮膚表面温度および豚舎内

表面温度と繁殖成績との関連性を調べた報

告叫があるが、発情期や分娩期に利用した報

告はない。

交巣温℃
45.00 

40.00 

35.00 

30.00 

25.00 

1 II保温℃

図6 直腸温と交巣温の相関関係

き甲および側腹の相関係数は、各々 0.54、

発情期や分娩期を予測する方法として、従

来は体温や睦温測定により検討されてきた。

牛の発情期には、排卵 11時間前に臆温が

最低(38.4 1土0.330C ) を示し、スタンデインクや

発情(39.50土0.44oC )と共に 1.1oC上昇する

九 また分娩期では、体温低下が、約 60，...._， 68 

時間前より開始し、 20，...._， 32時間前に最も低

下すると報告 6) され、現場でも利用 されて

いる。 しかし、現場利用する際には環境温

度や行動量に影響を受けることが多く予測

が難しいことも多い。
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一方、豚の繁殖周期における直腸温に関す

る研究では、発情期および分娩期に特別な変

化は認められないとする報告もあるヘまた

豚の体温や睦温を測定する場合、ストール飼

育以外では捕獲して保定が必要となり、豚や

測定者にとっても大きな労力を要する。また

規模拡大により母豚頭数が増加する養豚経営

においては、個体の体温測定は非現実的なも

のと思われる。このことから実際に体温計を

利用した豚の発情期および分娩期予測は難し

いと考えられる。

近年、非接触で体表温度を測定出来るサ

ーモグラフィを用いた雌牛の外陰部周辺部

位の温度と他の領域の温度差に基づき個体

の発情時期を検出できることが明らかとな

った九そこでサーモグラフィを利用し、豚

の発情期前後を観察したところ、外陰部周

囲の温度が上昇する個体が全体の 80%で観

察された。このことから豚でも牛と同様に

発情期に外陰部周囲温度の上昇を観察する

ことにより発情期予測ができる可能性が示

唆された。サーモグラフィは外陰部と体表

温度を画像として簡単に可視化でき、周囲

にいる他の豚とも容易に比較することが可

能である。特に大規模養豚場などでは、種

付け待ちのストール豚房にいる豚の発情確

認や発情回帰の発見に利用でき、雄豚を用

いた試乗に関わる労力や危険性の低減にも

繋がるものと考えられた。

一方、豚の分娩期では牛と異なり、分娩 l

目前においても明らかな体温や臆温の低下は

見られず、これは Tsutsumiら7)と同様な傾

向であった。またサーモグラフイで各測定部

位の温度を見ると、分娩 2日前から陰部、き

甲および耳下で温度が低下する傾向が見ら

れ、逆に乳房や乳頭の温度が上昇する傾向が

見られた。また分娩 6日前から陰部画像に収

束した低温領域が表れる個体が表れ、 3日前

には約半数の個体で見られた。さらに分娩直

前には乳頭温の上昇が見られる一連の分娩兆

候が観察されている。サーモグラフィを用い

て分娩時間帯を正確に予測することは難しい

が、これらの現象を的確に把握すれば分娩期

の予測も充分可能で、あることが示唆された。

引用文献

1)大津ら .2005.晴乳類(雌)の発情時期のス

クリーニング方法.特許第 4355582号

2)伊東正吾.2005.種雌豚深部陸内電気抵抗値

を指標とした繁殖機能の判定技術.豚病会報

N0.47 : 18-22 

3)筒井ら.2007.糞中 progesterone濃度の測定に

よるメキシカンヘアレスピッグの発情周期把

握.日豚会試 44巻 3号:141・143

4)関口知典・瀕顕雄三.2008.赤外線放射カ

メラを用いた繁殖雌豚の皮膚表面温度およ

び豚舎内表面温度と繁殖成績との関連性.明

治大学農学部研究報告第57巻ー第3号85------92

5)辻井ら.2009.おんどとり Jr.を用いたウシ

臆温による発情・分娩鑑定.信州大学環境科

学年報 31号:119-121

6)池滝ら.1979.乳牛の分娩前体温低下の時間

的解析.帯大研報.11.415-420

7) Tsutsumi et a1.1970.Fluctuations in the rectal 

temperature in relation to the reproductive process 

in the female pig.Jap. J. Zootech. Sci吋 41，(8): 

414-422 

-44-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

