
攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業　　　　　　　　　　　　　　　（様式３）	

次世代閉鎖型搾乳牛舎における省力・精密飼養環境制御、 
バイオセキュリティ向上技術の実証	 	

〔分野〕畜産の生産性向上、省力化等を可能とする生産技術体系	 
〔分類〕網羅型研究	

　　研究の背景・課題	１ 

　　研究計画の概要	

　　研究の目標	

３ 

　酪農生産においては、温暖化による暑熱負荷による乳量の低下、受胎率の低下や白血病、乳
房炎等の疾病による生産の低下及び悪臭拡散による地域住民の苦情、作業の省力化が大きな課
題であり、これらに総合的に対応できる酪農生産システムの開発が必要である。	 	 

〔代表機関〕　宇都宮大学	 
〔参画研究機関〕　パナソニック環境エンジニアリング株式会社	 、有限会社グリーンハートティーアンドケイ	 、 
株式会社釜石電機製作所	 、オリオン機械株式会社	 、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地 
研究所、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所、栃木県畜産酪農研究センター	  	 
〔研究・実証地区〕　栃木県大田原市	 

１．次世代閉鎖型搾乳牛舎の環境制御システムの開発	  
　プッシュ＆プル横断換気方式の閉鎖型搾乳牛舎を開発し、温熱指標、乳量等により舎内環境を適切に制御する
システムを開発する。臭気拡散を抑制する技術を開発する。	 

１−１）閉鎖型プッシュ＆プル横断換気牛舎システムの開発	 	 

１−２）マルチセンシングによる環境制御法の開発 
１−３）臭気拡散抑制技術の開発	 	 

２．バイオセキュリティ向上技術の検証 
　閉鎖型畜舎の利点を活かした牛白血病の予防効果の検証。光触媒空気清浄機を開発し、畜舎内の空気中微生物
濃度の低減を効果を検証する。	 

２−１）牛白血病抑制効果の検証	 	 

２−２）光触媒空気清浄機等による舎内微生物濃度低減効果の検証	 	 

３．飼養管理の自動化と個体別乳情報の取得システムの開発	  
　搾乳ロボットを導入し、作業の省力化をはかるとともに、個体別の乳情報の収集、飼養管理における繁殖生理
情報を収集する。生乳熱回収、利用システムを開発する。	 

３－１）搾乳ロボットを利用した個体別情報収集管理システムの開発	 	 

３－２）生乳熱回収システムの開発と利用技術の検討 
３－３）乳牛個体別情報の解析	  	 

４．データ融合システム開発と評価	 	 

４－１）クラウドシステムの開発	 

４－２）経済性、エネルギー、LCAによる環境影響の評価	 
　クラウドを開発し、各種データを飼養管理にフィードバックする。本システムの経済性、消費エネルギー、環
境負荷を評価する。	 

　　	 

	 
	 

２ 
　畜産における問題を網羅的に解決するため、舎内環境が制御しやすく、環境要因の平準化と面積
速度の速い気流で高い防暑効果が得られ、鳥獣や吸血昆虫などの侵入防止ができ、バイオセキュリ
ティが向上等が期待できる閉鎖型プッシュ＆プル横断換気牛舎システム を開発する。 
l 乳量の10％増、夏季における受胎率の改善	 
l 畜舎内空気中微生物濃度を約30％低減。	 
l 悪臭の拡散を約30%抑制。	 
l 生乳熱回収による高温水（80ºC）の生成	 



問い合わせ先：宇都宮大学農学部　　TEL：028- 649 - 5483 	

次世代閉鎖型搾乳牛舎における省力・精密飼養環境制御、 
バイオセキュリティ向上技術の実証	 　　	

畜産の問題を網羅的に解決する閉鎖型プッシュ＆プル横断換気牛舎システムを開発する。 
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１．次世代閉鎖型搾乳牛舎の環境制御システムの開発	 	 

１-1)閉鎖型プッシュ＆プル横断換気牛舎システムの開発	 	 

LPCV方式の換気	 

1.  閉鎖型横断換気⽜牛舎、搾乳ロボット等の設備を含む⽜牛舎シ
ステムの試作と稼働確認。⽜牛の飼養を開始

2.  熱負荷量量の計測と局所換気制御による熱環境の検証。

１-2)マルチセンシングによる環境制御法の開発	 

1.  従来の温熱指標であるEffective Temperature(ET)、Temperature Humidity indexes(THI )に加え、⾵風速、
放射の影響も加味したHeat Load Index(HLI)と新たな指標としてのエアロゾル濃度度による換気制御
ロジックの作成。⼊入気⽅方向と気流流分布の解明

2.  上記「１」に乳量量等の情報を加味したロジック作成と検証

LPCV: (Low Profile Cross Ventilation) 
環境要因の舎内分布が⼤大きく、局所環境制御が困難なトン
ネル換気⽅方式の⽋欠点を補った横断換気⽅方式。棟⾼高さを低く
できるので建設コストを低減。



問い合わせ先：宇都宮大学農学部　　TEL：028- 649 - 5483 	

１-3)臭気拡散抑制技術の開発	 	 

２．バイオセキュリティ向上技術の検証 

２−１)牛白血病抑制効果の検証	 	 

２−１)光触媒空気清浄機等による舎内微生物濃度低減効果の検証	 	 

３．飼養管理の自動化と個体別乳情報の取得システムの開発	  

３−１)搾乳ロボットを利用した個体別情報収集管理システムの開発	 	 

３−２)生乳熱回収システムの開発と利用技術の検討	 
３−３)乳牛個体別情報の解析	 	 

４．データ融合システム開発と評価	  

４−１)クラウドシステムの開発	 ４−２)	 経済性、エネルギー、LCA
による環境影響の評価	 

ハニカムフィルター脱臭	 

1.  排気空気の時系列列的な臭気測定とファンバンクにおける噴
霧脱臭効果の検証

2.  排気空気の時系列列的な臭気測定とハニカム脱臭装置の効果
の検証

1.  ⽜牛⽩白⾎血病ウイルス（BLV）の抗体陽転率率率を指標
として本システムのBLVに対する効果を検証す
るため、開放型⽜牛舎の⽜牛群の抗体陽転率率率を把握
する。

2.  本システムにおけるBLVの抗体陽転率率率を測定す
るとともに媒体となるアブ等の活動を観察する。閉鎖型であるため鳥獣害虫の侵入が防止される。	 

舎内気流が速いため白血病を媒介するアブ、サシ
バエの飛翔が抑制される。	 

ファンバンク	 

光触媒空気清浄機	 

エアサンプラー	 

1.  光触媒空気清浄機を試作し、舎内空気を循環すること
で清浄化するシステムを開発する。衛⽣生指標となるウ
イルス種の特定と定量量的な検出⽅方法を確⽴立立する。

2.  光触媒空気清浄機の微⽣生物低減効果を検証する。
 　 　光触媒空気清浄システムのメンテナンスの実証

搾乳ロボット（マルチボックスMIONE）	 	 

実証畜舎に最適なレイアウトでインストールする。搾乳
時に⾃自動的に得られる各種データ（乳量量、搾乳時間、電
気伝導度度、乳汁⾊色等）、個体別⼊入⼒力力情報、乳質等のデー
タから精密個体情報を収集する。

1.  ⽣生乳冷冷却時の乳熱をヒートポン
プにより冷冷却と同時に熱を回収
し温⽔水を⽣生成する装置を試作し
、成績係数を明らかにする。

2.  回収した熱による温⽔水の洗浄⽔水
等への利利⽤用の検証を⾏行行う。

��
 mm�

体温測定：	 
ブリッドに装着
した微小温度計	 

1.  個体別乳成分分析、搾乳を
始めとする家畜管理理の動作
⾏行行動、受胎率率率、体温等の⽣生
体情報等の調査を⾏行行う。

2.  上記「1」での実施項⽬目と暑
熱時の乳量量解析を⾏行行う。

�����

各課題のデータ	 

フィードバック
データ	 環境制御、

飼養管理へ	 
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1.  建設資材データ、設備機器等からライフサイクルアセスメント
（LCA）を⽤用いて本システムの建設関連の環境負荷量量を試算する。
再⽣生可能エネルギーの回収量量、ランニングエネルギー量量を調査する。

2.  初期投資、ランニングコスト、ラニングエネルギー、再⽣生可能エネ
ルギー等から本システムの経済性、エネルギー、環境負荷量量を評価。



黒柏鶏およびロードアイランドレッド(ＲＩＲ)をはじめとした在来鶏種など20種類の羽性遺伝子の解明
ゲノム解析を活用した「長州黒かしわ」の簡易な雌雄鑑別技術の確立による生産管理の省力化や
商品化率の向上
魚アラ等の地域資源を活用した飼料自給率50％以上の「長州黒かしわ」生産技術体系の確立と肉
質特性の把握

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

ゲノム解析及び地域資源を活用した「長州黒かしわ」の効率的、省力的な
生産技術体系の確立

〔分野〕効率的な家畜管理等による生産性向上、省力化を実現する技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

●「長州黒かしわ」等の国産鶏種において、生産労力の省力化や生産コストの低減を図るため、
簡易な雌雄鑑別技術を可能とするためには、在来鶏等の羽性遺伝子の解明が必要である。

●安価な輸入畜産物や産地間競争に打ち勝ち、輸入穀物価格の高騰に対応するためには、飼料
コストを抑えながら飼料自給率を向上させる必要がある。

〔代表機関〕 山口県農林総合技術センター
〔参画研究機関〕国立大学法人広島大学、独立行政法人家畜改良センター、深川養鶏農業協同組合、

有限会社長門アグリスト
〔研究・実証地区〕 種鶏の育成（山口県長門市三隅津雲）、生産実証（山口県長門市西深川）

１ 羽性鑑別が可能となる地鶏・銘柄鶏の作出

１－１）黒柏鶏を始めとした日本鶏等の羽性遺伝子の解析

「長州黒かしわ」を始めとした、国産鶏種において簡易な羽性鑑別技術の確立を可能とするため、広島大学

(日本鶏資源開発プロジェクト研究センター)などで飼養している２０種類の鶏について羽性遺伝子を解明する。

１－２）ロードアイランドレッド(ＲＩＲ)などの地鶏素材鶏の羽性遺伝子の解析

「長州黒かしわ」に利用されるRIRの羽性（遅羽、速羽）の表現型と羽性への関与が予測される配列（以後、
羽性遺伝子）を確認し、RIRの効率的な選抜に利用する。また、地鶏造成に利用される素材鶏について、羽性の

表現型と羽性遺伝子への関与が予測される部位の配列を確認し、効率的な地鶏生産に向けた情報を獲得する。

１－３）地鶏種鶏の羽性の統一

羽性遺伝子等の解析結果を基に、「長州黒かしわ」の雄系種鶏「やまぐち黒鶏」は速羽に固定し、種鶏場へ供

給する体制を整備する。また、雌系種鶏ＲＩＲは遅羽の個体を選抜し、試験的に種鶏場へ供給する。

１－４）羽性を統一した種鶏の育成

羽性を統一した種鶏を育成し、羽性鑑別が可能な「長州黒かしわ」の生産・供給体制を準備する。

２ 地域資源を活用した飼料による雌雄別の地鶏生産技術の確立

２－１）地域資源を活用した飼料の作製

魚アラ等の地域資源を活用し飼料自給率50％以上の「長州黒かしわ」専用飼料の供給体制を準備する。

２－２）雌雄別の地鶏生産技術の確立

現在の「長州黒かしわ」のＰＲポイントを踏襲し、上記技術により生産された「長州黒かしわ」の雌雄別生産

技術を確立する。

２－３）現地実証

「長州黒かしわ」の初生ひなからの雌雄分離飼育を実証する。

２



１－３）地鶏種鶏の羽性の統一

１－４）羽性を統一した種鶏の育成

・雄系種鶏はふ化時に速羽のみ育成し、上記④の結果より、遅羽性遺伝子

を保有する個体は淘汰・・・・⑤

・④の結果より山口県農林総合技術センターで飼養しているＲＩＲは、

速羽性遺伝子を保有している個体を淘汰・・・・⑥

・⑤と⑥のヒナを種鶏場へ供給

問い合わせ先：山口県農林総合技術センター畜産技術部 TEL：0837-52-0258

ゲノム解析及び地域資源を活用した「長州黒かしわ」の効率的、省力的
な生産技術体系の確立

地鶏の素材鶏等の羽性遺伝子の解明と飼料自給率50％以上の地鶏生産体系の確立

1 羽性鑑別が可能となる地鶏・銘柄鶏の作出

１－１）黒柏鶏を始めとした日本鶏等の羽性遺伝子の解析

１－２）ＲＩＲ(ロードアイランドレッド)などの地鶏素材鶏の羽性遺伝子の解析

・親鳥の血液を採取し、ＤＮＡを抽出・・・①

・ふ化時に表現型（遅羽、速羽）を確認・・②

・②を育成し血液を採取し、DNAを抽出・・③

・①と③について羽性（遅羽、速羽）の表現型と羽性への関与が予測される

塩基配列（遅羽性（K）遺伝子、速羽性（k+）遺伝子：以後、羽性遺伝子）

を確認し、羽性ごとの遺伝子型を把握・・・・・④

２ 地域資源を活用した飼料による雌雄別の地鶏生産技術の確立

２－１）地域資源を活用した飼料の作製

・水産加工工場から排出される魚アラを短時間で飼料化（試作機の作成）

・地域資源（飼料用米、魚アラ、大麦など）を活用し飼料自給率50％以上の飼料を作製

２－２）雌雄別の地鶏生産技術の確立

・初生びなから羽性鑑別により雌雄別に飼養し、生産性と肉質特性を調査

2―３）現地実証

・1の技術により選抜した種鶏から生産した地鶏を羽性鑑別



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

イアコーン等自給濃厚飼料活用型低コスト家畜生産体系の実証

〔分野〕 畜産の生産性向上、省力化等を可能とする生産技術体系
〔分類〕 網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要３

酪農・畜産の経営規模拡大に伴う労働力不足と飼料費増大が大きな課題である。また、耕種農家
においても労働力不足や地力低下の課題がある。これらの課題を解決するためには、各地域の実情
に即した多様な飼料生産の協業体系を構築し、イアコーン等高品質自給飼料の低コスト生産技術や
省力的家畜飼養管理技術の開発とその実証が必要である。

〔代表機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター
〔参画研究機関〕独立行政法人家畜改良センター十勝牧場、地方独立行政法人北海道立総合研究機構（畜産試験場、

根釧農業試験場、十勝農業試験場）、日本ハム株式会社中央研究所、
ホクレン農業協同組合連合会、十勝農業改良普及センター、胆振農業改良普及センター

〔研究・実証地区〕 上川郡美瑛町、帯広市川西、勇払郡安平町、河西郡芽室町

１ TMRセンター等外部支援組織を利用した飼料生産部門協業の畑地型酪農経営体系の実証
１－（１）自給飼料の生産性向上とコスト削減のための栽培管理および調製技術の開発と実証

マルチ栽培技術や短草多回刈り草種導入による生産性向上とコンバイン利用高品質イアコーン生産の体系化

１－（２）イアコーン等自給濃厚飼料入りTMRを活用した高品質乳生産システムの開発と実証
イアコーン入りＴＭＲ（自給率80％）給与が乳生産性に及ぼす影響の解明と牛乳の品質特性評価

１－（３） TMRセンター利用型の飼料生産部門協業化による酪農営農モデル体系の経営評価
ＴＭＲセンターを軸としたイアコーン等高品質自給飼料を活用した酪農営農モデル体系の経済性評価

２ 地域内耕畜連携体系によるイアコーン等高品質自給飼料生産利用技術体系の実証

２－（１）圃場の効率的運用による飼料生産基盤強化技術の開発と実証

畑作地帯におけるイアコーン等自給濃厚飼料生産技術と効率的圃場運用による自給粗飼料の生産性向上

２－（２）イアコーン等自給濃厚飼料の畜種別スマートフィーディングの開発と実証

肥育牛、鶏豚へのイアコーンを活用した国産飼料割合50％以上の飼料メニューの提示と食肉の品質特性評価。

２－（３）地域内耕畜連携型飼料生産利用体系が地域営農に及ぼす経済的効果の評価
地域内耕畜連携によるイアコーン生産利用体系が畑作、畜産農家経営に及ぼす経済的効果の検証。

３ 地域間耕畜連携によるイアコーン等自給濃厚飼料生産利用技術の実証

３－（１）流通向けイアコーン等自給濃厚飼料生産を組み入れた省力型畑輪作体系の実証

千鳥栽培技術導入等による流通向けイアコーンの低コスト生産技術と畑輪作体系の構築。

３－（２）流通向けイアコーンを活用した乳肉用牛の省力的飼養管理技術の実証

乳肉用牛に対する流通向けイアコーンの省力的給与技術の実証と家畜生産性評価

３－（３）地域間耕畜連携モデルの経営・経済性評価

地域間耕畜連携によるイアコーン等自給濃厚飼料生産利用体系の経済性評価と利益分配の成立条件提示

研究の目標２

イアコーンサイレージの生産コストを2割削減
購入飼料費3割削減と収益性2割向上
耕畜連携等の多様な飼料生産の地域協業体系を構築し、イアコーン等自給濃厚飼料の安定供給
体制を確立
安全安心で特色ある乳肉を消費者に提供



Ⅰ TMRセンター利用型
酪農技術体系 (美瑛）

Ⅱ 地域内耕畜連携型酪農・畜産体
系（十勝：帯広市川西、芽室）

Ⅲ 地域間耕畜連携型酪
農・畜産体系 (安平）

（１）高品質
飼料生産

イアコー
ン・プレ
ミアムイ
アコーン

１）イアコーン等の超低コス
ト生産（マルチ栽培、プレミ
アムイアコーン向け試作コン
バイン）（北農研、ヤンマー
アグリジャパン（株）,
（株）北海道クボタ）

１）不耕起栽培等による省力低コスト生
産技術（道総研・畜試、帯広市振興公社、
JAかわにし）

１）流通向けイアコーンの
低コスト生産技術（千鳥栽
培＆流通向けイアコーン用
試作ベーラ） （北農研、
（株）IHIスター、（株）
共成レンテム,（株）北海
道クボタ）

２）茎葉残さ利用と畑輪作
体系の提示（北農研）

牧草地 ２）牧草サイレージの高品質
化技術(Ty2回刈→OG＋PR３
回刈技術の導入）（北農研）

２）効率的圃場運用技術の開発・実証
（道総研・根釧農試）

（２）省力的
家畜管理

畜種別ス
マート
フィー
ディング

高品質乳生産システムの開
発・実証 （北農研）

１）肉用牛への
給与技術開発・
実証（改良セ・
十勝牧場）

２）中小家畜への効
率的給与技術(道総
研・畜試、帯広農
高）

乳肉用牛へのイアコーン等
の省力的飼養管理技術（北
農研）

品質評価 ３）食肉の官能評価
(日本ハム（株））

（３）経済評価 TMRセンター利用型酪農営
農モデルの評価（北農研）

１）畑作経営の経済性評価
(道総研・十勝農試）

地域間耕畜連携モデルの経
営・経済性評価（北農研）

２）畑地型畜産経営の経済性評価
（道総研・根釧農試）

（４）普及支援 美瑛地域における実証試験支
援（ホクレン農業協同組合連
合会）

十勝地域における実証試験支援
（十勝農業改良普及センター）

安平地域における実証試験
支援（胆振農業改良普及セ
ンター東胆振支所）

問い合わせ先：農研機構北海道農業研究センター TEL：011- 857 - 9236

イアコーン等自給濃厚飼料活用型低コスト家畜生産体系の実証
イアコーン等自給濃厚飼料を活用した低コストでかつ収益性の高い家畜生産体系を実証。

研究項目の構成と担当機関

1-(1) マルチ栽培 3-(1) 千鳥栽培

1-(1)、2-(1)、3-(1) イアコーンサイレージ
（自走式ハーベスタ利用）

1-(1)、3-(1) 高品質イアコーン
（普通コンバイン）

1-(1)オーチャード・ペ
レニアルライグラスの
採草多回刈利用

2-(1)圃場の効率的
運用と収穫作業の高

能率化

１－（２）、２－（２）、３－（２）

畜種別スマートフィーディング技術と高飼料自給率型畜産物の品質特性評価
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ECS給与なし

ECS15％給与1)

イアコーン給与で生産した牛乳成分（左）と牛枝肉（右）イアコーンサイレージを食べる乳牛（左）と肉牛（右）

各生産体系の実証地

ここで
実証！

研究計画の概要1～３の飼料生産利用体系において実証する個別技術

１－（１）、２－（１）、３－（１）

イアコーン等自給濃厚飼料の低コスト生産技術と自給粗飼料の生産向上技術



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

効率的な家畜管理・草地管理法導入による公共牧場および繁殖農家の
生産性向上技術の実証

〔分野〕畜産の生産性向上、省力化等を可能とする生産体系
〔分類〕網羅型研究

〔代表機関〕独立行政法人 農業･食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所
〔参画研究機関〕農研機構(中央農研、動衛研、食総研、北農研)、(独)家畜改良センター、栃木県畜産酪農研究
センター、森永酪農販売(株)ミック事業部、(株)相馬光学、(株)パスコ、サージミヤワキ(株)、(山梨県酪農試験場)
〔研究・実証地区〕山梨県立八ヶ岳牧場（山梨県北杜市）、那須町共同利用模範牧場（栃木県那須郡那須町）、
瀬尾牧場（栃木県芳賀郡茂木町）

研究の背景・課題１
高品質な国産牛肉の安定生産に向けて子牛の安定供給を図るために、効率的な家畜管理・草

地管理法導入により、畜産農家の繁殖部門を担う外部支援組織である公共牧場および繁殖農家
の生産性を向上させる必要がある。

研究の目標２
草地管理コストと繁殖管理コストの２割削減と労働生産性向上を実証し、公共牧場と繁殖農

家の経営を改善させる。また耕作放棄地の解消につなげる。

研究計画の概要３
１ 家畜繁殖管理における省力化技術の確立
１－１）省力繁殖プログラムの導入と高受胎胚の効率的生産方法の実証

効率的繁殖管理を実現するために、排卵同期化などによる省力繁殖プログラムを導入して発情監視等の
管理労力を大幅に軽減させるとともに、高受胎胚の効率的生産と移植を実現する。

２ 家畜疾病発症リスク低減化技術の確立
２－１）アブトラップによる疾病伝搬害虫防除効果の実証

公共牧場等において家畜疾病発症リスクを低減するために、アブトラップを用いた疾病伝搬害虫防除を
行い、その防除効果を実証する。

２－２）放牧衛生検査で利用できる迅速・簡便な血液成分測定装置の開発と実証
小型ピロプラズマ病による貧血牛等について、現場での迅速な発見・処置を行うための簡便な血液成分

測定装置を開発改良し、その製品化を図る。

３ 草地管理における省力・省資源化技術の確立
３－１）放牧地のゾーニングによる草地管理支援システムの実証

効率的な草地管理法を実証するために、傾斜度と家畜利用度に応じて放牧地をゾーニングするシステム
を構築する。

３－２）ゾーニングに応じた効率的施肥技術及び草地管理技術の実証
無線傾斜地トラクタを活用した傾斜草地管理により、施肥量削減と生産性の向上を図る。

３－３）獣害による牧草被害率の簡易推定法と防護柵導入の決定支援シートの実証
牧草被害率の簡易推定技術と防護柵導入決定支援シートを用いて獣害対策の導入効果を検証する。

４ 耕作放棄地放牧支援システム技術の確立
４－１）省力的家畜飲水自動供給システム技術の実証

繁殖農家の省力家畜生産を実証するため、耕作放棄地放牧を推進する支援システムとして、低コスト自
動飲水システムを確立する。

４－２）耕作放棄地の牧養力維持と放牧期間延長技術の実証
放牧利用の継続に伴う既存植生の衰退に対応するため、表面追播等による簡易牧草導入技術の有効性を

実証する。

４－３）しなやかで壊れにくい電気柵の開発と実証
放牧牛によるダメージを最小限に留める電気柵を試作し、設置・撤去等にかかる労力、維持コスト、脱

柵頻度等を従来型の電気柵と比較して、その有効性を実証する。

５．効率的家畜管理・草地管理マニュアルの作成



効率的な家畜管理･草地管理法導入による公共牧場および繁殖農家の
生産性向上技術の実証

家畜・草地管理コストの２割削減と労働生産性向上を実証し、公共牧場と繁殖農家の経営を改善。

1 家畜繁殖管理における省力化技術の確立

１－１）省力繁殖プログラムの導入と高受胎胚の効率的生産方法の実証

２－２）放牧衛生検査で利用できる迅速・簡便な血液
成分測定装置の開発と実証

「実証キーワード」
効率的な家畜管理：省力繁殖プログラム、家畜疾病発症リスク低減
効率的な草地管理：草地ゾーニングによる草地管理支援システム、獣害低減。
耕作放棄地放牧推進：家畜飲水自動供給システム、放牧延長技術、壊れにくい電気牧柵

山梨県立八ヶ岳牧場（公共牧場：山梨県）

瀬尾牧場（繁殖農家：栃木県）

那須共同利用模範牧場（公共牧場：栃木県）

１ 家畜繁殖管理における省力化技術の確立

２ 家畜疾病発症リスク低減化技術の確立

３ 草地管理における省力・省資源化技術の確立

４ 耕作放棄地放牧支援システム技術の確立

実証現場のニーズに沿って必要な効率的家畜管理や草地管理技術を選抜して導入し、その効果を明らかに
するために、３箇所の実証地を設定

達成目標
公共牧場と繁殖農家の家畜管理と草地管理コストの２割削減と労働生産性向上の実証と耕作放棄地活用

２ 家畜疾病発症リスク低減化技術の確立

２－１）アブトラップによる疾病伝搬害虫防除
効果の実証

省力繁殖プログラム
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問い合わせ先：（独)農研機構畜産草地研究所 TEL：０２８７-３７-７８０７

３ 草地管理における省力・省資源化技術の確立

３－１）放牧地のゾーニングによる草地管理支援シス
テムの実証

３－２）ゾーニングに応じた効率的施肥技術及び
草地管理技術の実証

３－３）獣害による牧草被害率の簡易推定法と防護柵導入の決定支援シートの実証

４ 耕作放棄地放牧支援システム技術の確立

４－１）省力的家畜飲水自動供給システム技術の実証

４－２）耕作放棄地の牧養力維持と放牧期間延長
技術の実証

４－３）しなやかで壊れにくい電気柵の開発と実証

草地状態に対応したゾーニング

無線傾斜地トラクタ
を用いた施肥作業

◎ 草地に応じた施肥量削減と作業効率化

◎ 無線トラクタによる草地管理作業体系構築

草高1（ケージ内）

草高2（ケージ外）

被害率 = （草高1-草高2） / 草高1

草高1-草高2（内外差）

測定
入力

評価

検証

◎ 獣害による牧草被害評価の効率化

◎ 迅速な防護柵導入判断による獣害の低減

＋ ＝

電気牧柵システム 新たな給水システム
省力的家畜飲水自動供給システム

飼料用1年性ムギ類等を利用した放牧期間延長

支柱 支持体支柱

回転
具

荷重なし 荷重あり

ワイヤー

支持体

新型電気柵の開発

新型電気柵の実証



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

九州における飼料生産組織、ＴＭＲセンター、子牛育成センターが連携する地
域分業化大規模肉用牛繁殖経営の実証

〔分野〕畜産の生産性向上、省力化等を可能とする生産技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

飼料高騰や多頭飼育により、肉用牛繁殖経営では、自給飼料の安定的確保、作業労働競合の
軽減が急務である。そのため、生産部門の専用化・外部化を可能とする地域肉用牛連携分業シ
ステムを確立する必要がある。

〔代表機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構・九州沖縄農業研究センター
〔参画研究機関〕 鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場、福岡農業総合試験場、長崎県農林技術開発セン
ター、熊本県農業研究センター畜産研究所、大分県農林水産研究指導センター、宮崎県畜産試験場、広島県立総
合技術研究所畜産技術センター、株式会社藤原製作所、株式会社NTTドコモ、家畜改良センター鳥取牧場、鹿児
島県大隅地域振興局、JA鹿児島きもつき、鹿児島県経済連
〔研究・実証地区〕 鹿児島県鹿屋市、吾平町

１．飼料生産における新技術の実証
•年間を通じて高い生産量を確保し、作業集中が生じないコントラクター向け生産技術として、九州研で開
発した多収輪作体系および不耕起播種技術を基にした省力・多収作付け体系の導入を行う。また、九州研

が育成した線虫対抗性エン麦品種をカンショ後作圃場にて栽培し、線虫抑制効果を実規模で検証する。さ

らに、堆肥を活用したWCS用イネ栽培技術を実規模で実証する。

２．発酵TMR調製・利用における新技術の実証

•タンパク質源として麦焼酎粕濃縮液の利用技術を導入する。また、繁殖経営での給与実証結果をフィード
バックさせ、製造した発酵TMRを用いた繁殖牛向け給与メニューの作成を行う。

３．繁殖成績向上における新技術の実証

•肉用牛用代謝プロファイルテスト、ならびに無線発情発見システムについて実証試験を行う。

４．哺育育成における新技術の実証

•強化哺育マニュアルを導入し、実証試験を行うとともに、牛舎内環境改善技術として細霧装置を導入し、
疾病予防対策への活用技術として検討・実証する。

５．実証試験における導入効果の評価

•経営データ等の収集・解析を行うとともに新技術等の経済性などの導入効果を明らかにする。

６．ロールベール簡易水分計の開発と実証
•サイレージ中の水分を現場で簡易に測定できる水分計の実用化に取り組み、市販化する。

２

飼料生産において多収作付け体系を導入し、現状（２毛作体系）より140%増収する。
発酵TMR調製・利用においてTMR原料費として¥8/日・頭、¥420万/年/TMRセンターを削減する
繁殖牛において夏季の発情発見率を３割向上させ、監視等時間で5,000時間/500頭・年を削減する
哺育育成において出荷日齢を現状より20日短縮し、飼料費（代用乳）を¥800万/1,000頭削減する
ロールベール簡易水分計を市販化する



問い合わせ先：独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構・九州沖縄農業研究センター TEL：096-242 -1150

九州における飼料生産組織、ＴＭＲセンター、子牛育成センターが連携する地
域分業化大規模肉用牛繁殖経営の実証

・子牛生産のための一連の作業を分業化・専門化し、連携する地域営農体制を確立する

１．飼料生産における新技術の実証

１．飼料生産

コントラクター

２．飼料調製

TMR（混合飼料）センター

３．親牛飼養

大規模繁殖経営

４．子牛育成

哺育育成センター

食品副産物や自給粗
飼料の高品質発酵調
製技術

繁殖牛への自給発酵
TMRの給与技術

粗飼料取引のための
サイレージ簡易水分計

不耕起栽培を取り入
れた多収作付体系

サツマイモネコブセン
チュウの増殖を抑制
するエンバク新品種

WCS用稲栽培に適し
た堆肥施用技術

代謝プロファイルテスト

発情・分娩発見システム

強化哺育マニュアル

牛舎内環境改善技術

１－１）省力・多収作付け体系の実証（九州研）

１－２） 線虫対抗エンバク品種の利用による線虫増殖抑制効果の実証（九州研）

播種作業時間が短縮

飼料面積の増加
潜在面積
1200ha/大隅地域

エンバク収量の増加

現状比5％の増収

繁殖牛向
け体系に
アレンジ

線虫密度
89%減少

カンショ前
作としての
利用の促進

新品種利用後の畑で栽培
したカンショの良品率が
高まる

0
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2毛作 2年5作
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4作目

3作目

2作目

1作目

2毛作比
33％up

収量の増加
現状（２毛作体系）
比140%の増収
1.1ｔ/10a・乾物→1.6t

• 多回作付け体
系が可能

•単収増加

多収でネコブセンチュウ対策
に有効なエンバク新品種

１－３ WCS用稲
栽培に適した堆肥
施用技術

肥料費50%削減

２．発酵TMR調製・利用における新技術の実証

２－１）食品副産物を活用した繁殖牛向け発酵TMR調製・給与技術の実証（鹿農セ畜試・九州研）
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焼酎粕区 対照区

九州地域で多量に
排出される焼酎粕
の特性・利用方法
を明らかにしマニ
ュアル化(H23)

TMR原料費削減
△¥8/日・頭
△¥420万/年

/TMRセンター

大豆粕と代替可能
乳量に影響なし

でんぷん粕と併
用し繁殖牛向け
にアレンジ

4%
補
正
乳
量
（
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３－２）無線式体温測定システムによる発情発見、分娩管理の効率化
（NTTドコモ・九州研）

牛群全体の個体状況
が推定できる

発情時・分娩時に特徴的に発現する体温変化を
監視し、メールで連絡するシステム

子牛生産性の向上

夏季の発情発見率を３
割向上
分娩事故率低減
（実証地5％→1％）
子牛40頭/ （500頭規
模・年）の増頭効果

労働時間の軽減

監視等時間
△5,000時間/500頭・
年
24時間→12時間体制

受胎率向上
飼料設計変更等の
迅速な対応が可能

軽労かつ確実に
授精や分娩介助

•繁殖成績
の向上

•監視作業
の軽労化

血液成分 値

グルコース ○○

ヘマトクリット ○○

総コレステロール ○○

・
・

人工授精
体温の監視

プ
ロ
フ
ァ
イ
ル

プ
ロ
フ
ァ
イ
ル

牛群の2割程度の牛で実施

省力的に
異常を発見

３－１）大規模繁殖管理における代謝プロファイルテストの有用性の実証（家改セ鳥取・九州研）

３．繁殖成績向上における新技術の実証

４－１）強化哺育マニュアルの実証（鹿農セ畜試）

４．哺育育成における新技術の実証

強化哺育マニュアル
（H25年度作成）

・通常より高濃度な代用乳で哺育
・生時体重別の哺乳方法

哺育期間
を短縮

出荷日齢の短縮
250日（△20日）

飼料費（代用乳）の削減
△¥800万/1,000頭

標準増体（1.0kg/日）
を維持しつつ、
哺乳期間の大幅な短縮
（56日以内）が可能

一般的に飼養頭数が多くなると事故回避のため小さい子牛にあわせた管理を行う
哺育期間が必要以上に長く（80日）なり、コストがかさむ

４－２）牛舎内環境改善技術としての細霧装置の実証（鹿農セ畜試）

事故率を低減
現状8.9％→3％以下
出荷頭数の拡大
59頭（¥2,770万）以上の販売収入増

乳牛では暑熱対策に有効

・子牛に対する有効性の確認
・消毒薬噴霧に活用し、呼吸器
病等予防

５．ロールベール簡易水分計の開発と実証（藤原製作所他）

サイレージでの測定誤差を軽
減した試作機が完成（H25）

試作機での測定 TMRセンター
飼料調製

コントラクター
商品の規格化

普及指導機関
迅速な指導

実用化
市販化

飼料混合時の水分誤差を低減
コントラクターとの取引も公正化



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

肉用鶏生産者収益を向上させる革新的鶏舎LED光線管理技術の実証

〔分野〕 効率的な家畜管理等による生産性向上，省力化を実現する技術体系
〔分類〕 網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要３

近年,飼料や光熱水費等生産経費の高騰が生産者の収益性を低下させている。安価な海外鶏肉
の輸入増加によって国内の鶏肉市場価格が低下すれば,生産者の収益性は更に低下し,消費者が
求める安全安心な国産鶏肉供給が大きく揺らぐことが予想される。
この問題を解決するためには,飼料や鶏肉の輸入価格動向に左右されず,生産コスト低減と生

産量増加の両立による高収益性肉用鶏生産を確立する必要がある。

〔代表機関〕 日本フネン株式会社
〔参画研究機関〕 株式会社イシイ 株式会社イシイフーズ 国立大学法人神戸大学

徳島県立農林水産総合技術支援センター
〔研究・実証地区〕 徳島県名西郡石井町 他

１．鶏舎LED照明システムの開発

①鶏舎LED照明システムの導入実証

LED照明･設備システムとのシステムコーディネート,スマートアグリモデル導入実証を行う

②鶏舎LED照明システムの改良

複雑な光線管理をワンタッチで操作する変調システムの試作,PSEマーク（特定以外の電気用品）取

得を目指す

③鶏舎LED照明システムによる肉用鶏の飼育実証

飼育実証による生産性データを入手,システム改良や新色光線管理プログラムの実証を行う

２．新色LED光線管理プログラムの設計

①開放鶏舎用プログラムの試作

育成ステージ毎の効果を評価検証,既存の効果を上回る新しいプログラムを設計する

②ウィンドレス鶏舎用プログラムの試作

育成ステージ毎の効果を評価検証,最適プログラムを設計する

③肉用鶏生産性に対する各種光線の作用機序解明

鶏の成長促進機構（青色光と白色光との違い,新プログラム）を解明する

３．普及支援業務

①実証展示等を通じた技術体系普及

実証施設展示,産業展等イベント参加,契約生産者等研修会実施による技術体系普及を行う

②マニュアル作成等を通じた技術体系普及

講演会等成果発表,技術マニュアル作成による技術体系普及を行う

研究の目標２
達成目標 平成26年度：プロダクションスコア 5%向上 ,1羽当たり収益15円増収

平成27年度：プロダクションスコア10%向上,1羽当たり収益20円増収
※上記は過去の研究データに基づく判定試算

※最低でも1年間で，初期投資額を上回る収益額を確保すること

※プロダクションスコア＝（（体重×育成率）÷（飼料要求率×日数））×100



肉用鶏生産者収益を向上させる革新的鶏舎LED光線管理技術の実証

■光線管理をスマートフォン，i-phone，
i-pad等を用いてワンタッチ操作！

→ スマートアグリに活用！
■普及最適版は，波長・照度の精査を

行い，プログラム制限と小型化設計！
→コストダウンによる収益性up
→導入費低減と普及促進を図る

■光線管理をスマートフォン，i-phone，
i-pad等を用いてワンタッチ操作！

→ スマートアグリに活用！
■普及最適版は，波長・照度の精査を

行い，プログラム制限と小型化設計！
→コストダウンによる収益性up
→導入費低減と普及促進を図る

【 鶏舎LED照明システムの開発 】

■実証にて民間規模の生産データを獲得
→プロダクションスコア，収益性等の算出，機序解明等に活用！
■実証にて民間規模の生産データを獲得
→プロダクションスコア，収益性等の算出，機序解明等に活用！

■光線管理プログラムを，旧型開放鶏舎・新型ウィンドレス鶏舎へシステム導入
・普及最適版LEDランプの試作 ， ・育成状況のモニタリング ， ・PSE等取得

■光線管理プログラムを，旧型開放鶏舎・新型ウィンドレス鶏舎へシステム導入
・普及最適版LEDランプの試作 ， ・育成状況のモニタリング ， ・PSE等取得

■機序解明用飼育試験の実施
→ 開放鶏舎，ウインドレス鶏舎にて実施

■各種光線の作用機序を解明し，プログラムを設計
→ 血中ホルモン濃度，タンパク等の測定

■機序解明用飼育試験の実施
→ 開放鶏舎，ウインドレス鶏舎にて実施

■各種光線の作用機序を解明し，プログラムを設計
→ 血中ホルモン濃度，タンパク等の測定

RGB
■LED電球 [ RGB（1,650万色）対応 ]

青色 水色 白色

■LED電球 [ RGB（1,650万色）対応 ]

青色 水色 白色

当該技術の効果を上回る
新しいプログラムの可能性も
視野に入れ機序解明を行う

当該技術の効果を上回る
新しいプログラムの可能性も
視野に入れ機序解明を行う

【 新色LED光線管理プログラムの設計 】

問い合わせ先：日本フネン株式会社 TEL：０８８３- ２５ - ２４４５



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

飼料用稲（飼料用米・稲WCS）を最大限に活用した飼料供給ｼｽﾃﾑ実証

〔分野〕畜産の生産性向上、省力化等を可能とする生産技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

畜産サイドでは、海外穀物相場の変動や配合飼料価格の高騰による経営への影響を緩和する
ともに、飼料自給率を高める必要がある。
一方、稲作サイドでは、食用米の需要量緩和に対応するために、飼料用米や稲ＷＣＳへの円

滑に転換し、農家の所得確保や水田保全を行う必要がある。

〔代表機関〕 熊本県農業研究センター

〔参画研究機関〕 東海大学、熊本県酪農業協同組合連合会、
ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社九州ｶﾝﾊﾟﾆｰ、菊池地域農業協同組合

〔研究・実証地区〕熊本県菊池市、合志市、菊池郡大津町、阿蘇郡南阿蘇村、美里町

１ 飼料用稲の低コスト生産

１－１）飼料用米・稲WCS低コスト生産技術実証
ＧＰＳを用いたレベラーにより、水田を高精度に均平化し、水管理の高度化や雑草制御を容

易化して、飼料用米直播栽培の収量増加、省力化、低コスト化を図る。
１－２）汎用収穫機による稲WCS収穫実証

汎用コンバインを利用した稲ＷＣＳ収穫体系を実証評価する。

２ 飼料稲の低コスト保管法開発

２－１）飼料米低コスト保管技術実証

飼料用米のＳＧＳ化にあたり、調整方法の比較やﾁｭｰﾌﾞﾊﾞｯｸ・ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ保存性の比較や経済性
の評価を行う。

２－２）稲WCS保管技術実証
大型バンカーサイロを利用した稲ＷＣＳの調整法の検討、及びにロールラップ法との品質や

経済性比較を行う。

３ 飼料用稲を利用したTMR飼料開発実証

３－１）乳用牛、肉用牛（繁殖・肥育）用ＴＭＲ飼料設計を行う。

３－２）上記ＴＭＲ飼料の給与試験を行い、肉質、乳量、増体重等の生産性、経済性比較を
行う。

２

●低コスト飼料用米生産と保管 ：直播栽培の労働時間、対移植栽培比労働時間２割減
：飼料用米保管経費２７円／ｋｇ以下

●低コスト稲WCS生産と保管 ：専用ｺﾝﾊﾞｲﾝによる収穫作業時間縮減２０％
：稲WCS生産費対ロールベール方式比２０％減

●飼料用稲を利用したTMR開発 ：繁殖牛、肥育牛、搾乳牛用低コストＴＭＲ飼料開発



問い合わせ先：熊本県農業研究センター畜産研究所
TEL：０９６-２４８ –６４３３

飼料用稲（飼料用米・稲WCS）を最大限に活用した飼料供給ｼｽﾃﾑ実証
飼料用米、稲WCSを低コスト生産し、安価なTMR飼料を開発する

飼料用米・稲WCSの

低コスト生産

飼料用米・稲WCSの

低コスト保管体制

飼料用米・稲WCSを利用した

ＴＭＲ飼料開発と実証

大型集落営農組織畜産農家 ＴＭＲｾﾝﾀｰ

所得が確保できた
水田が守れたエサ代が

下がった

めざす姿

１ 飼料用稲の低コスト生産
１－１）飼料用米・稲WCS低コスト生産技術実証

（GPSを用いた圃場面の省力・高精度均平化技術・鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ種子直播実証等）
１－２）汎用収穫機による稲WCS収穫実証

汎用ｺﾝﾊﾞｲﾝに
よる稲WCS収穫

２ 飼料稲の低コスト保管法開発
２－１）飼料米低コスト保管技術実証

（①ﾁｭｰﾌﾞﾊﾞｯｸ、ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸによるＳＧＳ保存等比較、②籾米粉砕機械・ﾐﾆTMRﾌﾟﾗﾝﾄ開発
２－２）稲WCS保管技術実証

（ﾊﾞﾝｶｰｻｲﾛ法・ﾗｯﾌﾟ法による品質等比較）

ﾁｭｰﾌﾞﾊﾞｯｸｻｲﾚｰｼﾞ ﾊﾞﾝｶｰｻｲﾛによる稲WCS

３ 飼料用稲を利用したTMR飼料開発実証
３－１）畜種別発酵TMR飼料開発 （乳用牛、肉用牛（繁殖・肥育）ほか）
３－１）発酵TMR飼料給与実証 （肉質、乳量、増体重ほか比較）

繁殖牛用TMR飼料 乳牛用TMR飼料
肥育牛用TMR飼料

低コストTMR製造



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

西南暖地から発信するスマート・サイエンティフィックファーミング
～精密飼養管理によりホルスタインの能力発揮と生産性向上・省力化を実現する新たな技術体系の構築

〔分野〕畜産の生産性向上、省力化等を可能とする生産技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要３

市場のグローバル化が進む中で、山間地が多く高温多湿である等のわが国の環境や気候風土、
社会条件に見合いかつ競争力のある酪農業の形態が求められている。
本事業では、それらを解決するため、牛舎環境・牛個体・搾乳・給餌等の飼養管理をオート

メーション化とIT化で精密化する新技術を導入し、乳牛にとって厳しい飼養環境下にある西南
暖地においても省力化と生産性向上を実現できる新たな技術体系を構築することを目指す。

〔代表機関〕国立大学法人鹿児島大学
〔参画研究機関〕 宮崎県畜産試験場、有限会社有村ファーマーズ、デラバル株式会社、南薩農業共済組合

鹿児島県酪農業協同組合
〔研究・実証地区〕 鹿児島県鹿児島市

１スマート・サイエンティフィックファーミング要素技術の開発

１－１）精密生産システムによる乳生産量の高度化・安定化技術の開発

搾乳ロボットや自動給餌機等による高度な個体・生産管理により生産性向上・省力化を図る

１－２）精密環境コントロールシステムによる飼養環境の最適化技術の開発
温湿度指数による暑熱対策や衛生対策、動物福祉向上対策で最適飼養環境を実現し生産性向上を図る

１－３）ITによる飼養管理情報集約と全体システム高度制御技術開発

ITによる高度な飼養管理情報に基づき最適な酪農生産を実現、生産性向上・省力化等を実現

１－４）疾病管理・繁殖管理の高度コントロール技術の開発

高度な飼養管理情報に基づき、疾病管理・繁殖管理を高度化、疾病率・繁殖率を改善

１－５）スマート・サイエンティフィックファーミングに基づく高付加価値生産技術開発
高度な飼養管理情報に基づき、黒毛和牛受精卵移植や生体内卵胞吸引技術・体外受精を高度化、産子を高付加価値化

２スマート・サイエンティフィックファーミングの実証

スマート・サイエンティフィックファーミングの要素技術を組み合わせたトータルシステムを実証、

生産性向上・省力化等を実現するとともに普及に向けたマニュアルを作成

３スマート・サイエンティフィックファーミングの普及展開

公開展示会や生産生乳試供会等のイベント開催、情報発信等により新技術の普及を図る

４総合評価

研究の目標２

「スマート・サイエンティフィックファーミング」による省力化と生産性向上の実現
精密生産システムによる生産性向上（乳量10,000kg/頭・年以上）
暑熱環境コントロール技術による暑熱期（6～9月）乳量減少抑制（10%以内）
ストレスコントロールプログラム構築（ボディコンディションスコア許容範囲内比率10%向上）
疾病管理コントロールプログラム構築（疾病率10％低下）
繁殖管理高度化プログラム構築（初回受胎率65％以上、妊娠鑑定授精後30日）



問い合わせ先：国立大学法人鹿児島大学 共同獣医学部 臨床獣医額講座（窪田） TEL：０９９ - ２８５ – ８７３６

西南暖地から発信するスマート・サイエンティフィックファーミング
～精密飼養管理によりホルスタインの能力発揮と生産性向上・省力化を実現する新たな技術体系の構築

１スマート・サイエンティフィックファーミング要素技術の開発

１－１）精密生産システムによる乳生産量の高度化・安定化技術の開発

１－２）精密環境コントロールシステムによる飼養環境の最適化技術の開発

１－３）ITによる飼養管理情報集約と全体システム高度制御技術開発

ホルスタインの能力を最大限発揮する
最適飼養環境制御を実現

1-2精密環境コントロールシステムによる飼養環境の最適化技術
・THIを指標とした高度な暑熱・寒冷ストレス対策技術の開発
・衛生環境コントロール技術の開発
・牛のストレスコントロール技術の開発

1-3ITによる飼養管理情報集約と
全体システム高度制御技術の開発

1-1精密生産システムによる乳生産量の高度化・安定化技術
・搾乳データによる自動給餌最適制御
・高度な個体情報管理・生産管理 等

ロボット搾乳 自動給餌

乳量と給餌量の関係

送風・散水システム精密環境コントロールシステム ＴＨＩメーター

牛舎環境の最適化

高度な飼養管理情報に基づく疾病管理・繁殖管理技術

高付加価値生産技術

1-3 ITによる飼養管理情報集約と全体システム高度制御技術開発
ITによるトータルシステム制御

1-1 精密生産システムによる
乳生産量の高度化・安定化技術の開発
搾乳ロボット等による生産性向上・省力化

1-2 精密環境コントロールシステムによる
飼養環境の最適化技術の開発

高度な飼養環境制御（暑熱対策、ｽﾄﾚｽﾌﾘｰ）

高度な飼養管理情報に基づく繁殖管理
（暑熱期繁殖／雌雄産み分け／繁殖率向上）

高度な飼養管理情報に基づく疾病管理
（酪農家・獣医師・研究者の連携による現場適用）

1-5 スマート・サイエンティフィックファーミングに基づく高付加価値生産技術開発
高度な飼養管理情報に基づき和牛産み分け、高能力後継牛作出を高度化

サイエン
ティフィック

ホルスタインの能力を最大限発揮する最適飼養環境制御技術スマート

＋α

1-4 疾病管理・繁殖管理の高度コントロール技術の開発

２．スマート・サイエンティフィックファーミングの実証

１ スマート・サイエンティフィックファーミング要素技術の開発



問い合わせ先：国立大学法人鹿児島大学 共同獣医学部 臨床獣医額講座（窪田） TEL：０９９ - ２８５ – ８７３６

１－４）疾病管理・繁殖管理の高度コントロール技術の開発

１－５）スマート・サイエンティフィックファーミングに基づく高付加価値生産技術開発

２スマート・サイエンティフィックファーミングの実証

・各要素技術を統合導入した

トータルシステムを実証

・生産性向上・省力化等の効果を検証

・マニュアルを作成

３スマート・サイエンティフィック

ファーミングの普及展開

・展示会等による新技術の普及

・地域酪農の経営基盤強化

４総合評価

・生産性向上・省力化等を検証、国内への水平展開につなげる

疾病管理の高度コントロールプログラム構築 繁殖管理の高度コントロールプログラム構築

搾乳や給餌、活動量等の高度な飼養管理情報から様々
な疾病リスクを把握、予防等の高度な対策が可能となる

乳量は極端に
少なくないか？

4.6

5.05.6

4.4

電気伝導度から潜在的な
乳房炎を把握

生乳から得られる繁殖管理情報による高度な繁殖管理

(1)搾乳ロボット等による生産性向上・省力化 (2)高度な飼養環境制御（暑熱対策、ｽﾄﾚｽﾌﾘｰ）

(3)ITによるトータルシステム制御

(4)-1 高度な飼養管理情報に基づく疾病管理
（酪農家・獣医師・研究者の連携による現場適用）

4)-2高度な飼養管理情報に基づく繁殖管理
（暑熱期繁殖／雌雄産み分け／繁殖率向上）

(5)高付加価値産子生産（和牛産み分け／高能力後継牛作出）

スマート・サイエンティフィックファーミングトータルシステムの実証

受胎

受胎して
いない

発
情
発
見
へ
の
活
用

発情
好適期

繁
殖
管
理
へ
の
活
用

西南暖地の過酷な環境条件下にありながら高能力を発揮し
ている乳用牛を計画的に効率よく増産することが可能

高度な飼養管理情報・

精密飼養技術に基づき、

高付加価値産子生産

（繁殖率向上）を図る

高付加価値産子生産技術の適用検証 経膣採卵（OPU）を活用した高能力乳用後継牛の
効率的作出技術の実証

余剰牛

（繁殖により見込まれる頭数）

（適切な飼養管理頭数を把握）

適切な飼養管理頭数

発情適期の判断精度向上等により
受胎率向上、余剰牛のF1生産による
高付加価値化を実現

余剰牛

和牛生産


