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研究背景 

世界規模で乳牛の繁殖成績が低下[1] 

原因 : 飼育頭数の増加, 飼育環境の変化, 乳量の増加 など 

分娩間隔や空胎期間の延長 

経済損失 

繁殖成績の向上には、適切な発情診断が重要 

発情行動の観察 

運動量や体温、性ホルモンの変化をモニタリング[2] 

 時間・労力・専門的知識が必要 

 環境の影響やコストの面で問題[2] 

新たな手法 近赤外分光法  
迅速・簡便 

研究目的 
近赤外分光法およびAquaphotomicsを用いた 
乳牛の体液による発情診断の有用性の検討 

年 1985 2008 

分娩間隔 (日) 405 431 

空胎期間 (日) 125 155 

表1. 日本の乳牛の繁殖成績の変遷[1] 

先行研究 
近赤外分光法およびAquaphotomicsを用いた 

ジャイアントパンダの尿による発情診断[4][5] 

Aquaphotomics[3] 

近年Tsenkovaが提唱。水の近赤外スペクトルから水分子と生体の相互関係
を観察し、情報を抽出。発情診断や乳牛の乳房炎診断などに応用。 

実験材料および方法 

解析方法 

 各期間 (発情前-発情-発情後) の設定 
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図1. EIA法による3頭の 
血清中測定P4濃度 (ng/mL) 

 EIA法で測定したP4濃度の変化と牛の発情兆候から各期間を決定。 
 血清は第12～19日の間で同様に各期間を設定。 

 差スペクトル 
1. 1100-1800 nmの領域で平滑化と二次微分処理 (ウィンドウサイズ25)。 
2. 各牛、午前・午後、発情前-発情-後をそれぞれ分け、(発情)-(発情前),  
  (発情)-(発情後)および(発情前)-(発情後)の差スペクトルを算出。 

 Aquagram (アクアグラム) 
 差スペクトルで観察された1300-1600 nm (水の第一倍音領域) に共通して含

まれる発情期特有のピーク波長領域を用いて、サンプル毎の標準化された
吸光度の値 ((1)式) を視覚的に比較。 

𝐴𝑞𝑢𝑎𝑔𝑢𝑟𝑎𝑚𝑖,𝜆 =
𝐴𝑏𝑠𝑖,𝜆−𝐴𝑏𝑠𝜆

𝑆𝐷𝜆
   (1)式   

𝐴𝑞𝑢𝑎𝑔𝑢𝑟𝑎𝑚𝑖,𝜆 : サンプル𝑖, 波長域λのAquagram値 (- ) 

Abs : 波長域の平均吸光度 (-) , 𝐴𝑏𝑠 : 吸光度の平均値 (-) , SD : 標準偏差 (-) 

結果および考察 

牛 生年月日 体重(kg) 乳量(kg/日) 産次 最終分娩からの日数※ 

A H20. 8. 21 612 42.4 3 115 

B H22. 5. 20 635 36.6 1 273 

C H22. 12. 7 564 38.0 1 166 

供試牛 
ホルスタイン種3頭 (牛A, B, C) 
 3頭共に性ホルモン製剤によって発情を誘起。 

表2. 供試牛の情報 

※最終分娩日から採材開始日までの日数 

近赤外スペクトル測定 

性ホルモン(プロジェステロン ; P4) 濃度測定 
全ての血清サンプルのP4濃度をエンザイムイムノアッセイ法 

 (EIA法 :  抗原抗体反応を利用) で測定。 

近赤外分光器 : XDS (FOSS社) 
光路長 : 1 mm 
測定方法 : 透過法 
測定温度 : 血清30 ℃, 生乳40 ℃ 

測定波長領域 : 400-2500 nm (0.5 nm間隔) 
連続測定回数 : 血清6回, 生乳3回 / 1 サンプル 

牛A B C 

サンプルの採材期間および数 
サンプルの種類 : 生乳(合乳), 血清 

生乳 : 31日間 (毎日午前と午後採材) : 計186サンプル 

発情誘起 

血清 : 8日間 (毎日午前のみ採材) : 計24サンプル 

 採材期間の中間に発情が誘起されるよう処理。 
 血清は、採血後37 ℃で30分インキュベート、次いで0 ℃, 3000 rpm, 15分間遠心分離し精製。 

結論 

近赤外分光法およびAquaphotomicsを用いて 
乳牛の発情診断を行うことができる可能性が示唆された。 
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牛B 生乳 (午前) 

図2. 差スペクトル結果例 

(発情)-(発情前) 
(発情)-(発情後) 
(発情前)-(発情後) 

 発情期はスペクトルが
大きく変動。特に水の
第一倍音領域で顕著。 

 生乳と血清、および複
数の牛で再現性。 

従来は… 

 

 
Not good… 

Good !! 

スペクトル数 : 生乳 558本, 血清72本 

(発情)-(発情前) 
(発情)-(発情後) 
(発情前)-(発情後) 

図3. 生乳・血清間の差スペクトルの相関係数 

1100-1800 nm 1300-1600 nm (水の第一倍音領域) 

 生乳・血清間で発情期のスペクトル変化に負の相関。
特に水の第一倍音領域で高い相関。 

図4. アクアグラム結果例 

生乳(午前) : 牛C 生乳(午後) : 牛C 血清 : 牛C 

発情前 
発情 
発情後 

波長領域 (nm) 水分子構造[5] 

1377-1379.5 ν1 + ν3 

1405.5-1407.5 S0 

1481.5-1488 H17O8+ およびH15O7+の第一倍音[6] 

1494-1495 S4 

 発情期には水分子の水素結合が
変化している可能性。 

表3. アクアグラムの波長の帰属 

 生乳・血清共に発情期に水の第一倍音領
域の特有波長で特異的なパターンを示し、

複数の牛で再現性。 

ν1 + ν3  : H2Oの対称非対称伸縮振動の結合音 
Sn : 水素結合をn個持つ水構造 
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