
1　は じ め に

　近年の畜産情勢は，飼養戸数や飼養頭数の減少が
続くなど生産基盤の弱体化が顕著となっている．ま
た，和牛繁殖農家は，高い技術を有しているにもか
かわらず，高齢化や人手不足のため技術継承が困難
となっている．この課題をクリアするためには，消
費者の需要に対応し，飼養規模の拡大と効率的な子
牛生産を実現する高収益型の肉用牛経営の成立に向
けて生産基盤の強化が必要である．
　一方，ICT（情報通信技術）は，急激な発展を続
けており，グローバルな環境において，あらゆる「も
の」が瞬時に結びつき，相互に影響し合う新たな状
況を産み出している．
　今回，主に和牛繁殖農家に対し，ICT を活用した
繁殖支援システムの開発を支援したので，その概要
について紹介する．

2　肉用牛繁殖経営現場の課題

　唯一の収入源である子牛を生産する肉用牛繁殖経
営にとって最も重要なのは，発情発見と分娩時の適
切な対応である．発情見逃しの経済的な損失につい
て試算すれば，よりこのことが明確になる．21 日周
期で起こる発情を 1 回見逃すと，子牛出荷が遅れる
ことで黒毛和種 1 頭当たり販売金が 69,136 円，その
間の餌代が 21,000 円，合計 90,136 円の損失となる．
さらに，子取り雌牛の平均飼養頭数 11.4 頭の肉用牛
繁殖経営において，平均 1 回の発情見逃しがあると
試算した場合，経営全体での損失は 1,027,550 円と
なる（第 1 表）．このことは，牛の発情をちんと発
見し適時授精を行うことができれば，経営改善につ
ながることを示唆している．
　一方，牛の分娩については，依然事故率が高い状
況である（第 2 表）．特に，繁殖農家にとって，唯
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品 種 出生頭数* 分娩時死亡頭数** 死亡率 

ホルスタイン種 481,709  45,030  9.3  

黒毛和種 487,150  15,470  3.2  

計 968,859  60,500  6.2  

注：1）＊家畜改良センター個体識別情報
　　2）＊＊平成 26 年度農業災害補償制度家畜共済統計表（農林水産省）より推定．

第 2 表　分娩時の出生子牛の死亡頭数及び死亡率（平成 26 年度）

和牛繁殖経営 子牛販売価格を80万円，子牛出荷月齢を8カ月（243日）とする

子牛販売の損失 800,000 円 ×（ 21 日 ÷ 243 日） = 69,136 円

母牛への給与飼料 1,000 円/日 × 21 日 = 21,000 円

円631,09失損たみでりた当頭１牛殖繁

平均子取り用雌牛飼養頭数* 11.4 頭

円845,720,1失損るけおに営経殖繁牛用肉

注：1）労働費等を考慮しない場合の試算．
　　2）＊平成 28 年度農林水産省畜産統計．

第１表　発情を 1 回見逃した場合の経済的損失



を感じたので行ってみると，介助を要する分娩異常
であることが分かった．すぐ対応できたため，無事
分娩させることができた（A 農家）．
　二つ目の事例は，牛舎は自宅から約 300 ｍ離れて
いる農家である．システム導入以前から，十分に牛
を観察しており，1 年 1 産を実現しているが，年老
いた母親もいるので，家で家事をしながら牛を観察
したいという希望があった．カメラは現在 2 台であ
り，発情と分娩監視の両方に活用している．経験上，
経産牛は分娩予定日より遅く出産することが多い

一の収入源である子牛を事故で失うことは経営上大
きな打撃である．生産現場においては，原因が分か
らないままに分娩事故が起こっているという現状を
改善するため，分娩時の事故原因を検証できるよう
な仕組みがほしかった．

3　ICT を用いた繁殖管理システムの開発の経緯

1）システムの開発体制
　繁殖管理システムの開発体制は，香川県内 2 か所
の黒毛和種繁殖農家で実証試験を実施し，農業改良
普及センターがそれを支援する体制とした．これは，
農家が使いやすいシステムとし，開発後の普及を円
滑に進めたかったからである．実証試験においては，
開発を行いながらシステムの不具合や使いやすさな
どについて農家の意見を聞き，システムに反映させ
ることに努めた．

2）システムの基本的な構成
　繁殖管理システムは，監視カメラ機能をベースに
企業と連携して開発した．既存の監視カメラは，情
報通信ネットワークを通じて，複数の端末から同じ
画像を観察できる機能を有している．この機能を強
化し，ライブ映像を見ている者が，発情や分娩，そ
の他異常を認めた時に，それぞれの端末から互いに
そのことを伝えることができるようにした（第 1 図，
第 2 図）．これによって，互いに気づき合えるよう
になり，地域やグループの新たな共助による繁殖支
援を創出することができる．また，畜産農家の労働
の軽減及び繁殖改善の実現に結びつけることが可能
となる．

4　導入農家における利用状況

1）導入事例
　一つ目の事例は，牛舎は自宅裏の小高い丘の上に
あり，約 150 ｍ離れている農家である．本システム
を導入する前は，分娩が近づくと牛舎で泊まること
もあったが，「牛舎に泊まった時に限って産まれな
い」と無駄足になることが多かった．導入したシス
テムのおかげで，必要な時に牛舎に向かうことがで
きるようになった．ある時，スマホから母牛の異常

第 1 図　お知らせ発信画面
注： カメラから発情などを確認した場合，アラームを入力してお

知らせする画面．

第 2 図　アラーム画面
注： システムの自動検知や任意にアラーム通知をすると，ホーム

画面にアラームやお知らせが表示される．
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から牛舎内を観察できるようにしており，牛に変化
があれば連絡してくれるので，自分で気づかない時
に牛の変化を知ることができている．さらに，家事
をしている時には，スマホから聞こえる牛舎内の音
で，牛に異常がないかどうかの確認もできている（B
農家）（第 3 図，第 4 図）．

2）農家からの要望
　夜間に牛舎に電灯をつけなくても牛をよく観察す
るための暗視機能，より多くの牛を観察するための
広角撮影，より詳細な観察をするためのズーム機能
の強化などの要望が寄せられている．これらの声を
早急に実現していきたい．

3）今後の課題と展望
　第 4 次産業革命を迎えた今日では，ICT などによ
る技術によって，標準化・規格化から多様化・個別
仕様への転換，コンピュータによる自動化，人と機
械との連携の実現，IoT などによるグローバルな規
模でのネットワーク化，ビッグデータの活用による
社会ニーズやトレンドの把握，社会システムの最適
化が図られるようになった．
　一方，畜産業では現在，搾乳，給餌，哺乳作業等
のロボット化などにより，軽労・効率化を実現し，
今後さらに加速することが予測される．今後は，多
様化・高度化した消費者ニーズ及び世界市場ニーズ
へ対応しつつ，高齢化及び人手不足問題をいち早く
解決していかなくてはならない．今回の畜産農家を
支援する繁殖管理システムの開発を皮切りに，1 万
年以上前から始まった人と動物との「共生」をさら
に深化させ，人が家畜を理解するツールとしてのシ
ステムを開発し，畜産業の成長産業化に資するよう
発展させていきたい．

繁殖管理システムの問合せ先
　 近藤電子株式会社．Animal Watch．近藤電子株式

会社．
　℡：072-887-6955　　mail：kondo@kondo-ele.jp

が，ある時，予定日より 7 日早く分娩が始まったこ
とに気が付いた．カメラがなければ気づくことがで
きなかった．また，街中に住んでいる息子もスマホ

第 3 図　A 農場の監視カメラ
注： カメラのおかげで必要な時に牛舎に出

向くことができるようになった．また，
分娩異常にも気づくことができ母子と
もに助けることができた．

第 4 図　端末からの監視カメラ画像
注： 家にいても牛の様子が分かるので，助かっている．カメラが

とらえた音も聞けるので，音によっても様子をうかがうこと
ができる．
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