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はじめに 
 

 

酪農・肉用牛生産の生産基盤を強化するためには、生産コストの多くを占め

る飼料費の削減が不可欠であり、輸入飼料に過度に依存した畜産から国産飼料

に立脚した畜産へ転換するため、自給飼料の生産・利用の拡大が重要な課題と

なっています。 

しかしながら、生産現場においては、高齢化や後継者不足等により労働力不

足が進展しており、飼養管理や自給飼料の生産・調製に係る負担を軽減するた

め、作業の外部化や放牧の活用が図られているところです。 

このような中、近年、農業分野においてはＩＣＴ等の先端技術が急速に進展

しており、労働力不足の解決や生産性向上を進める上で、重要な役割を担うも

のと期待されています。畜産分野においては、畜舎内の飼養環境の改善等飼養

管理技術の向上のための導入が中心となっていますが、飼料生産及び放牧にお

いても、ロボット、ＩＣＴ、ＡＩといった新技術の活用は大きな可能性を有し

ていると考えられます。 
このため、グラス＆シード第４２号においては、農業における技術革新の大

きな柱であるスマート技術の飼料生産及び放牧への導入の現状、技術開発の状

況や将来展望について特集を組むことといたしました。   

本号では、飼料生産と放牧に係るスマート技術の研究開発に取り組んでおら

れる方々に、当該分野でのスマート技術の最前線について概観いただきまし

た。 

自給飼料生産の振興と畜産経営の安定化に資するための一助としてご活用い

ただければ幸甚です。 
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近年、日本の生乳生産は、高齢化・後継者不足等による酪農経営戸数の減少を 1戸あ

たり飼養頭数の拡大によりカバーして維持される傾向にあります。このため、限られた

労働力を飼養管理に重点投入せざるを得なくなった経営が少なくなく、飼料生産への十

分な対応が難しくなりつつあります。これを受け、飼料の生産や供給をコントラクター

や TMRセンター等の外部支援組織に委託する場面が増えていますが、高齢化・後継者不

足問題は外部支援組織にも及びつつあり、オペレータの確保や技量向上などの課題が山

積しています。 

このような現状を解決すべく、大学や公的研究機関、民間企業では飼料生産に係る作

業の省力化に向け、様々な取り組みが始められています。筆者の須藤らが所属する農研

機構北海道農業研究センターを例に採れば、当センターを代表機関とする「AI（省力牧

草生産）コンソーシアム」が組織され、農研機構生研支援センター「革新的技術開発・

緊急展開事業（うち人工知能未来農業創造プロジェクト）」の支援を受け、コントラク

ターや TMRセンターなど、牧草収穫や草地更新等の草地作業受託面積を今後拡大してい

くと予測される事業体による利用を念頭に、ドローンと人工知能（AI）を用いた草地監

視技術（空撮画像からの雑草繁茂場所や牧草量・栄養価等情報抽出技術）および、傾斜

や複雑な地形を持つ草地でも活用できるロボットトラクタ開発を目的とする研究プロ

ジェクトに取り組んできました。課題解決に向けた取り組みは他の研究グループによっ

ても複数実施されており、本稿ではそれらも含めてその紹介を行いつつ、簡単に成果を

解説していきます。 
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１ 飼料生産におけるスマート化の現状

（１）飼料生産におけるスマート化の主な対象

牧草生産におけるスマート化技術の開発に当たり、ユーザーの意向を調査した結果が

あります。北海道内にて開催された TMRセンター研修会において実施された ICTとロボ

ットトラクタ等に関する意識調査では、これらの技術を「導入したい」と「情報を知り

たい」の回答が 3/4 を占め、飼料生産現場における関心の高さが示されました。また、

ロボットトラクタにさせたい作業については「飼料収穫」作業が最多の回答数となりま

したが、「耕うん整地」や「施肥播種」、「ふん尿散布」から「飼料調製」まで幅広く回答

があり、酪農に関わる多くの作業においてロボットトラクタのニーズがあることが明ら

かとなっています（図１）。

以上の結果は一調査事例ではありますが、ユーザーの関心対象は飼料生産のスマート

化に対しての要望（＝まだ実現されていない現状の反映）と捉えることができます。こ

の調査結果も踏まえながら、スマート化技術による飼料作物の各生産工程について合理

化・省力化を図る場合、人間が関わる作業を大括りに分類すると、圃場状態や作物の生

育状況の監視（モニタリング）、圃場管理や収穫調製に関わる実作業の省力化（ロボッ

トトラクタ）、前二者の利用を含む作業計画立案などの意思決定（データの利活用）に

分けられものと考えられます。よって、以後本稿では、この分類に従い記述を進めてい

きます。

3 
 

（２）飼料生産用スマート機器・システムの現状 

①草地圃場の監視（モニタリング） 

人工衛星データを活用した圃場の隔測技術開発は 1970 年代より研究の蓄積が進み発

展してきましたが、現在でもなお必要な画像データをリアルタイムでかつ安価に精度よ

く収集するには不十分な状況です。一方、2010 年代より本格的に研究が始まったドロ

ーンによる測定は、任意の時に任意の圃場で実施でき、画像解像度も飛行高度の調節に

より任意に設定できる利点を持ちます。しかし、草地を対象とした研究は端緒についた

ばかりで、必要とされるデータを得るための空撮方法や空撮画像の解析技術については

発展途上でした。特に、泌乳能力の向上が進む乳牛の栄養要求量に合致した牧草を含む

自給飼料の高栄養化と牧草の生産性向上に対応するためには、牧草地の雑草防除に向け

た草種構成の把握、牧草の適期刈り取りのための牧草収量と栄養価の推定、環境負荷と

コスト低減のための適切なマメ科牧草の利用等に寄与するスマート技術の開発が求め

られています。これらの命題を達成するため、牧草と雑草の判別では、両者の画像の特

徴差が小さいことから、圃場を撮影するカメラ（センサー）の持つ波長を選択の上、葉

の大きさや分布の仕方等の生態的特徴も活用した判別技術を確立する必要がありまし

た。また、牧草の収量・栄養価推定については既に研究の進んでいるイネ等のタンパク

含量推定法を参照しつつ、牧草種別に相関の高い波長やその組み合わせを探索し、推定

精度を高める必要がありました。 

 

②省力化（ロボットトラクタ） 

農産物生産の省力化のために有力な技術であるロボットトラクタについては、これま

で主として比較的平坦で形状の整った水田や畑作圃場を対象に研究開発が進められて

きました。一方、国内の牧草地については、北海道が全国の総面積の約 3/4 を占め、1

筆の面積が 10ha を超える広大な区画や傾斜と起伏を含む圃場が多いなど、水田や畑に

比べて作業条件が厳しいところが少なくなく、複雑な地形要素を持つ牧草地でのロボッ

トトラクタによる作業については未検討でした。このため、トラクタ本体の車両制御安

定技術の深度化（傾斜地でもずれずに安全に走行する技術）は当然として、草地用作業

機には直装型ではない牽引型やオフセット作業（作業機がトラクタの斜め後ろに位置す

- 2 -
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るため作業領域がトラクタの軌道の側方にある）となる機種が多いことなど、草地用の

作業機に対応できる制御技術が必要となります。さらに、ロボットトラクタの採草地に

おける実際の運用場面として、有人無人の協調作業（例：刈り取りや反転など同一作業

への導入、集草－収穫－搬出など異なる連続作業への導入）が想定されますが、これら

の作業の運用や効率性についても未解明であるため、実際に作業時間等のデータを測定

し、どの作業へのロボットトラクタの導入が牧草の省力生産のために効率的か、評価を

する必要がありました。 

 

③意思決定支援（データの利活用） 

人工衛星やドローンによる空撮画像およびそれらを AI 手法等により加工解析した情

報を速やかに活用するためには、機器が収集した画像情報を加工して草地管理者やロボ

ットトラクタ（オペレータ）にわかりやすく簡易に伝えるインターフェイスの開発が欠

かせません。また、過去の情報を蓄積して、必要に応じて取り出す仕組みも重要となり

ます。インターネットを介したクラウドシステムは情報の迅速なやり取りおよび得られ

た情報の解析の自動処理等で近年発展著しいシステムであり、この利用により牧草生産

体系の管理を担う方の意思決定支援の実現が期待されるところです。しかしそのために

は、圃場地図データの整備、特にドローン空撮画像から作成された圃場地図は空撮条件

により誤差が生じるため、それらを補正する技術開発が求められます。また、空撮画像

から目的の草地情報を抽出するための画像解析アルゴリズム（問題解決の手順・やり方）

の開発が必要です。そこで、牧草生産性向上に寄与するクラウドシステムの開発への取

り組みが求められています。 

現在、インターネット上でユーザーからの注文を受け、主として人工衛星データの解

析結果から、草地内の雑草分布の状況等の情報を配信するサービスを行う企業もありま

す。酪農・肉牛経営の規模拡大や飼料生産作業の外部化が進む中で、このような牧場や

外部支援組織の作業管理担当者の意思決定に必要な情報を提供するビジネスは拡大が

進むものと考えられます。 
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２  技術開発の状況 

（１）草地圃場の監視（モニタリング技術の開発） 

 草地圃場の情報をリモートセンシングにより得るための手段としては、人工衛星デー

タを購入するか、自らドローンを飛行させ独自に計測するかに大別され、両手法の特性

を踏まえてユーザーが選択することになります。選択基準としては、①対象圃場の規模

（km2～ha）、②画像の解像度（m～cm）、③機動性（晴天の撮影日に限定～降雨・強風時

以外は可）などがあります（（  ）内は前が人工衛星、後がドローンによる場合を示

します）。 

ドローン本体およびドローンに搭載されているもしくは搭載可能なカメラやセンサ

ーの価格・性能は様々です。可視光による撮影でしたら 10～20 万円の回転翼型ドロー

ンで数 ha 程度の空撮が可能です。一方、さらに広い面積の圃場の測定を一度に行いた

い場合には固定翼型ドローンの利用が視野に入ります。さらに、知りたい情報によって

は近赤外域波長を含むセンサーの利用により解析精度の向上が期待される項目もあり

ますが、これらの機器は高額で、近赤外センサーは可視光カメラと比べると空間分解能

が劣る場合もあります。ただし、工業製品一般の事象として、技術開発の進展や量産化

により価格の大幅低下が実現されたものもあり、それらの実現を見越して研究や技術開

発が進められている側面もあります。 

ここまで、ごく簡単にセンシングテータの入手について記してきましたが、もちろん、

空撮画像データを集めただけでは何にもならず、得られたデータを解析し、情報処理の

ための手段（機器・ソフト）を用いて自分の欲しい情報を導き出すことが必要です。衛

星情報の取得やドローンの飛行等も含め、一連の作業を委託により実施するサービスも

一部始められています。また、AI（省力牧草生産）コンソーシアムにて開発した空撮画

像解析技術については、技術マニュアル「ドローン空撮による草地のモニタリング」と

して取り纏めているところです。本年４月以降に公表される予定ですので、併せてご活

用いただければ幸いです。 

 

① 雑草識別 

草地雑草には様々な種がありますが、国内牧草地面積の 7割強を占める北海道での代

表的な雑草種ギシギシ、シバムギ、クサヨシ（リードカナリーグラス）を対象に、圃場
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内への侵入度合いを推定し、更新対象草地の選択・順位付けや更新方法の選択（全面更

新するかスポット処理で対応するかなど）に活用することが可能になりつつあります。 

 

ギシギシ 

北里大学獣医学部の大出らの研究では、ギシギシの識別には近赤外域のバンドを有す

るセンサーが有効で、イネ科牧草地での識別が相対的に容易であったのに対し、マメ科

牧草と混生する草地での識別が難しいため、ギシギシの生長ステージが均一な刈取り後

早い時期の撮影が望ましいことなどが示されました。また、成長して大型化したギシギ

シが顕著に繁茂する草地の場合は、草種を分類する方法を変えることで識別可能となる

ことも示されました。次に、これらの手法を実証地の利用 1年目草地に適用した例をご

紹介します。（独）家畜改良センターの中村らが作成したギシギシ分布マップ（位置情

報）と圃場データの入力により除草作業ルートを自動作成するエクセルソフトを利用し

て、マルチ GNSS（GNSS：衛星による測位システムの総称で GPSはその一種）対応ハンデ

ィーGPSのナビゲーション機能の誘導によりスポット除草作業（図２・写真１）を行い

ました。その結果、目視による作業に比較して所要時間は 1/2以下となり、収量は無除

草の場合と比べて有意に増収し、選択制除草剤の全面散布時に発生する薬害が生じない

ため増収が見込め、除草剤費の節減も含めた総コストは全面散布の 1/14 以下であるこ

とが示されました。 

7 
 

シバムギ 

農研機構の坂上らの研究では、シバムギが侵入したチモシー草地において、両草種の

再成長速度の違いから、1番草刈取り 2-3週間後の空撮画像でシバムギの識別が容易で

あることが解明されました。その上で、両草種の分布境界を明瞭にするために一定の処

理※を行い視覚化したところ、良好な識別結果が得られました（図３）。 

※：機械学習 k平均法による減色処理を実施し、適切な地上解像度を選定して、別途作

成した判別アルゴリズムの自動実行プログラムを適用 

 

クサヨシ 

農研機構の坂上・渡辺・吉利らの研究では、エッジ検出（Canny法：画像の明るさの

違いで境界線を検出する方法）という方法で、周りの牧草よりも草高が高くパッチ状に

見えるクサヨシの繁茂場所を抽出するアルゴリズムを開発し、予測したクサヨシパッチ
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と地上調査結果を比較したところ、正解

率 94.5%で抽出することができました

（図４）。

② 収量と成分の推定

一定の方法でドローンによる撮影画

像を処理すると、地上の立体画像を再現

することができます。一方、草量と草高

には高い正の相関関係がありますので、

ドローンの空撮画像から圃場全体の草高データを収集し、収量を推定することが考えら

れます。ここでは、酪農学園大学の小川・三枝が取り組んだチモシー草地の１番草収量

推定についてご紹介します。ドローンによる撮影を雪解け後と 1番草収量推定時点の 2

回行います。これは地表面の高さと収穫前の牧草が伸びているときの高さの差から草高

を推定するためです。別途、地上での刈取調査により草高と収量の回帰式を求めておき、

この式に空撮画像から推定された草高を代入して収量を推定します。推定精度を算出し

たところ、相対誤差は約 20%でした。推定精度の向上のためには地上への目印の設置が

有効ですが、ドローンに搭載する GNSSによっては RTK（Real Time Kinematic：固定局

と移動局（ドローン）が衛星からの信号を受信して両局間のズレを補正する技術で位置

精度が向上する）処理や後処理により目印の数を大幅に減らせることが明らかになって

います。

収量推定の際、ドローンによる撮影日と実際の収穫日がずれることがよくあります。

そこで、各牧場に前年までの収量データがある場合はそれを活用して、当年の収量推定

値を補正の上、収穫作業計画を立案するソフトウェアがエクセルで作成されています。

作業の流れは図５のとおりで、「収穫計画用データベース」の準備（既存データの複写）、

収穫量予測式の作成（収穫実績のある圃場でのドローン撮影と草量の刈り取り調査）、

各圃場の収穫量予測に基づく収穫作業計画策定（前記収穫量予測式に前年の実績と当年

の収穫予定日を入力）の順に行います。当ソフトを現地実証したところ、単に前年度並

9

みと見積もる場合に比べ、誤差は 18 ポイント改善されました。なお、以上で得た収量

予測に基づき、バンカーサイロへの収穫牧草の収納計画を立案するソフトもあわせて開

発されています。

このほか、牧草の成分推定については、ドローンに搭載した近赤外センサーを用いて

粗タンパク質（CP）含量を推定する方法が示されています。

農研機構の林らの研究では、乾草調製の際に迅速に水分を推定する方法も開発されつ

つあります。乾燥中の牧草は変敗や発火を防止する観点から水分が 20％以下にまで低

下していることを確認してからロール等に整形して収納することが必要なためです。具

体的には、赤色光と近赤外光の反射率の和や差を組み合わせた指数（NDVI）を用いて水

分率を推定します。決定係数は 0.89 と高く、刈り取り後の日数経過による水分率の低

下が可視化できます。

- 8 -



8

と地上調査結果を比較したところ、正解

率 94.5%で抽出することができました

（図４）。

② 収量と成分の推定

一定の方法でドローンによる撮影画

像を処理すると、地上の立体画像を再現

することができます。一方、草量と草高

には高い正の相関関係がありますので、

ドローンの空撮画像から圃場全体の草高データを収集し、収量を推定することが考えら

れます。ここでは、酪農学園大学の小川・三枝が取り組んだチモシー草地の１番草収量

推定についてご紹介します。ドローンによる撮影を雪解け後と 1番草収量推定時点の 2

回行います。これは地表面の高さと収穫前の牧草が伸びているときの高さの差から草高

を推定するためです。別途、地上での刈取調査により草高と収量の回帰式を求めておき、

この式に空撮画像から推定された草高を代入して収量を推定します。推定精度を算出し

たところ、相対誤差は約 20%でした。推定精度の向上のためには地上への目印の設置が

有効ですが、ドローンに搭載する GNSSによっては RTK（Real Time Kinematic：固定局

と移動局（ドローン）が衛星からの信号を受信して両局間のズレを補正する技術で位置

精度が向上する）処理や後処理により目印の数を大幅に減らせることが明らかになって

います。

収量推定の際、ドローンによる撮影日と実際の収穫日がずれることがよくあります。

そこで、各牧場に前年までの収量データがある場合はそれを活用して、当年の収量推定

値を補正の上、収穫作業計画を立案するソフトウェアがエクセルで作成されています。

作業の流れは図５のとおりで、「収穫計画用データベース」の準備（既存データの複写）、

収穫量予測式の作成（収穫実績のある圃場でのドローン撮影と草量の刈り取り調査）、

各圃場の収穫量予測に基づく収穫作業計画策定（前記収穫量予測式に前年の実績と当年

の収穫予定日を入力）の順に行います。当ソフトを現地実証したところ、単に前年度並

9

みと見積もる場合に比べ、誤差は 18 ポイント改善されました。なお、以上で得た収量

予測に基づき、バンカーサイロへの収穫牧草の収納計画を立案するソフトもあわせて開

発されています。

このほか、牧草の成分推定については、ドローンに搭載した近赤外センサーを用いて

粗タンパク質（CP）含量を推定する方法が示されています。

農研機構の林らの研究では、乾草調製の際に迅速に水分を推定する方法も開発されつ

つあります。乾燥中の牧草は変敗や発火を防止する観点から水分が 20％以下にまで低

下していることを確認してからロール等に整形して収納することが必要なためです。具

体的には、赤色光と近赤外光の反射率の和や差を組み合わせた指数（NDVI）を用いて水

分率を推定します。決定係数は 0.89 と高く、刈り取り後の日数経過による水分率の低

下が可視化できます。

- 9 -



10 
 

③ マメ科率 

マメ科牧草は共生する根粒菌による空中窒素の固定が可能で、牧草中の割合に応じて

窒素施肥量を減らせるため、その割合を把握することは適正な施肥を行う上で欠かせま

せん。北里大学獣医学部の大出らの研究では、機械学習の一種であるニューラルネット

ワーク（脳神経を模したモデル）を採草地の画像に適用して、イネ科牧草、マメ科牧草、

ギシギシを分類する基準を構築するとともに、その基準の精度を評価する方法を編み出

しました。この中で、①でも述べたように、マメ科牧草とギシギシの誤分類が多かった

ため、両者の葉の大きさの差に着目し、葉が大きいために画像上で隣り合うセル（画像

の最小単位）の特性値の差が小さい場合はギシギシ、そうでない場合はマメ科牧草と再

分類することで精度向上の可能性を見いだしました。現在までに約 80%の精度が得られ

ており、今後、あらたな測定方法の検討をはじめとするさらなる研究の進展が期待され

ています。 

 

④ 圃場形状 

ここまでに述べた雑草の識別や収量等の推定には、空撮画像から対象となる部分（圃

場）のみを選択する技術があわせて開発されています。一方、後述する草地用ロボット

トラクタの運用に際しても、圃場内の作業エリアとその外部との境界を確定する必要が

あります。トラクタの運行は人命にも関わり安全が最優先ですので、作業エリアの確定

には草地のモニタリングを上回る精度が求められます。現在、この境界（圃場縁）デー

タのロボットトラクタへの取り込みは、圃場縁に沿ってロボットトラクタを有人走行さ

せることで万全を期していますが、AI プロでは空撮画像による当該作業の置き換えを

目指し、技術開発が進められました。具体的には、機械学習で空撮画像間の特徴量を比

較・マッチングすることによる画像の位置ずれ補正、空撮画像から圃場縁を自動抽出す

るアルゴリズムの開発と精度向上に向けた深層学習によるノイズ削減などです。また、

圃場縁の抽出に適したドローン空撮時期についても整理し、撮影は 1番草生育期初期か

ら 1番草生育期中期までの、日光による影の影響が限りなく小さい時間帯に実施する必

要性を明らかにしています。さらに、3次元地形を考慮したロボットトラクタの走行経

11 
 

路の自動生成にも取り組み、

ドローン空撮画像から作成し

た 3 次元地形の XYZ 座標情報

を取得して基準経路とする方

法を確立し、斜距離が考慮さ

れない 2 次元データから生成

した走行経路で生じがちな傾

斜地作業での未作業エリアの

発生（図６）を抑制することが

期待されています。 

 

 

 

（２）作業の省力化（草地用ロボットトラクタの開発） 

①トラクタ本体 

既に述べましたように、ロボットトラクタの開発は水田・畑作用が先行していました。

このため、新たに草地専用のロボットトラクタを開発するのではなく、出力の設定をは

じめとする基本部分は既存機と仕様の統一化によるコストダウンを図りつつ、草地用と

して必要な機能を追加・改良する方針で草地作業に使用可能な機種を開発しました。こ

のため、トラクタ自体は水田畑作用としての使用も可能で、その機能が一層改善された

ということになり、一連のロボットトラクタ技術開発の系譜に連なる機種と位置づけら

れます。なお、草地におけるロボットトラクタ運用時の異常判別および危険予測につい

ても、AI手法を用いた技術開発が引き続き進行中です。 

 

②草地用として開発された機能 

ロボットトラクタを草地で利用するための機能開発の主眼は主に以下の 3 点に置か

れました。すなわち、①傾斜地でも安全かつ精度の高い自動走行が可能なこと、②複雑

- 10 -



10 
 

③ マメ科率 

マメ科牧草は共生する根粒菌による空中窒素の固定が可能で、牧草中の割合に応じて

窒素施肥量を減らせるため、その割合を把握することは適正な施肥を行う上で欠かせま

せん。北里大学獣医学部の大出らの研究では、機械学習の一種であるニューラルネット

ワーク（脳神経を模したモデル）を採草地の画像に適用して、イネ科牧草、マメ科牧草、

ギシギシを分類する基準を構築するとともに、その基準の精度を評価する方法を編み出

しました。この中で、①でも述べたように、マメ科牧草とギシギシの誤分類が多かった

ため、両者の葉の大きさの差に着目し、葉が大きいために画像上で隣り合うセル（画像

の最小単位）の特性値の差が小さい場合はギシギシ、そうでない場合はマメ科牧草と再

分類することで精度向上の可能性を見いだしました。現在までに約 80%の精度が得られ

ており、今後、あらたな測定方法の検討をはじめとするさらなる研究の進展が期待され

ています。 

 

④ 圃場形状 

ここまでに述べた雑草の識別や収量等の推定には、空撮画像から対象となる部分（圃

場）のみを選択する技術があわせて開発されています。一方、後述する草地用ロボット

トラクタの運用に際しても、圃場内の作業エリアとその外部との境界を確定する必要が

あります。トラクタの運行は人命にも関わり安全が最優先ですので、作業エリアの確定

には草地のモニタリングを上回る精度が求められます。現在、この境界（圃場縁）デー

タのロボットトラクタへの取り込みは、圃場縁に沿ってロボットトラクタを有人走行さ

せることで万全を期していますが、AI プロでは空撮画像による当該作業の置き換えを

目指し、技術開発が進められました。具体的には、機械学習で空撮画像間の特徴量を比

較・マッチングすることによる画像の位置ずれ補正、空撮画像から圃場縁を自動抽出す

るアルゴリズムの開発と精度向上に向けた深層学習によるノイズ削減などです。また、

圃場縁の抽出に適したドローン空撮時期についても整理し、撮影は 1番草生育期初期か

ら 1番草生育期中期までの、日光による影の影響が限りなく小さい時間帯に実施する必

要性を明らかにしています。さらに、3次元地形を考慮したロボットトラクタの走行経

11

路の自動生成にも取り組み、

ドローン空撮画像から作成し

た 3 次元地形の XYZ 座標情報

を取得して基準経路とする方

法を確立し、斜距離が考慮さ

れない 2 次元データから生成

した走行経路で生じがちな傾

斜地作業での未作業エリアの

発生（図６）を抑制することが

期待されています。

（２）作業の省力化（草地用ロボットトラクタの開発）

①トラクタ本体

既に述べましたように、ロボットトラクタの開発は水田・畑作用が先行していました。

このため、新たに草地専用のロボットトラクタを開発するのではなく、出力の設定をは

じめとする基本部分は既存機と仕様の統一化によるコストダウンを図りつつ、草地用と

して必要な機能を追加・改良する方針で草地作業に使用可能な機種を開発しました。こ

のため、トラクタ自体は水田畑作用としての使用も可能で、その機能が一層改善された

ということになり、一連のロボットトラクタ技術開発の系譜に連なる機種と位置づけら

れます。なお、草地におけるロボットトラクタ運用時の異常判別および危険予測につい

ても、AI手法を用いた技術開発が引き続き進行中です。

②草地用として開発された機能

ロボットトラクタを草地で利用するための機能開発の主眼は主に以下の 3 点に置か

れました。すなわち、①傾斜地でも安全かつ精度の高い自動走行が可能なこと、②複雑

- 11 -



12

形状の圃場でも走行経路を生成可能なこと、③草地用作業機に多い牽引式やオフセット

作業機での作業に刈り残し等の問題を発生させることなく対応できることです。以下、

項を跨いで順に述べていきます。

急傾斜地を含む草地におけるロボットトラクタの安全機能について、意図的に急斜面

エリアにロボットトラクタを進入させたところ、設定された危険角度に達した瞬間に自

動停止できました（図７）。本機能の動作設定はロボットトラクタの静的転倒角度から

見て十分なマージンが確保されており、予め圃場の立体形状や支障物などの情報を取得

し、作業時の危険箇所として情報を蓄積共有することでより安全なロボットトラクタの

運用が可能になるものと考えられました。

13

傾斜対応ブレーキ装置について、ハードウェアと停止時のブレーキ装置駆動ソフトな

どソフトウェアを開発し、トラクタに搭載しました。自動走行時に本機構の確実な作動

を担保するため、一日の初回運転時に動作チェックを行い、正常確認後に自動走行機能

が有効になるようにしました。本機能は 2018 年 10 月から市販機に組み込まれていま

す。

傾斜草地におけるロボットトラクタ本体の直進精度は、比較用に供試した自動操舵装

置と比べて高く、ベテランのオペレータが操縦する有人運転のトラクタと同等以上であ

ることが示されました（図８）。一方、牽引式モーアコンディショナの直進性は相対的

に低く、走行経路の設定や傾斜の緩急などに対し影響を受け易いことから、予め取得し

た傾斜や起伏などの地形情報に基づいて作業方向や経路を設定することなどが有効と

考えられました。

③作業機との連携

直装式オフセット作業機については、ディスクモーア作業の経路生成が可能となり、

2020年 8月に商品化されました（図９）。不定形圃場に対応するための任意の経路生成
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ソフトについては、モーアコンディショナ（牽引式オフセット作業機）の旋回時に角部

の刈り残しを少なくするため、作業機の内輪差を考慮した経路を作成する機能について

も開発しています。

作業実証試験では、

ロールベーラを除

く作業機（写真２）

でロボットトラク

タによる自動作業

を実現できました。

15

④ 無人作業の実際

農林水産省は「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」を定め、ロボ

ット農機の使用に当たり、使用者への教育訓練の実施、道路での自動走行禁止、監視可

能な環境下での使用（現時点では遠隔監視は不可）等の指針を定めていますので、遵守

が求められます。また、ロボットトラクタは人工衛星データからの位置情報に基づいて

事前に設定した経路に従って走行しますが、走行中に発生するズレを随時補正するため、

RTK基地局と呼ばれる基準地点からの補正情報を受信する必要があります。しかし、RTK

基地局の設置が進んでいない地域もまだ多く、移動式の小型基地局も開発されてはいま

すが、農村部における光ファイバー等インターネット環境も含めた今後の通信環境の整

備が待たれます。

ア．ロールベール調製

モーアコンディショナやディスクモーア、ロータリテッダについては、同種作業機を

装着した有人トラクタと無人トラクタの協調作業が想定されます。ロータリテッダによ

る転草作業は作業幅がトラクタ車幅に比べて広く、作業状態のまま旋回動作が可能なた

め、切り返し旋

回のない作業

経路が設定可

能です。運用方

法としては、先

行する無人の

ロボットトラ

クタを有人ト

ラクタが追走

する随伴協調

作業（写真３）

が実用的です。
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一方、モーアコンディショナやディスクモーアによる刈草作業は、作業領域がトラクタ

の側方に位置するオフセット作業であること、モーアコンディショナについては牽引式

作業機のため旋回時の内輪差が生じやすいことなどから比較的に作業の困難性が高い

ため、このような作業は人が行う有人作業区とし、ロボットに適した作業を行う無人作

業区を分割した有人機と無人機の協調作業が現実的です。現状のロボットトラクタは、

安全確保のため圃場周縁部の自動作業は設定できない仕様となっており、有人機・無人

機のどちらにも待機時間が生じない作業配分がポイントとなります。

有人機とロボットトラクタで協調作業を実施する場合、作業経路や作業幅が近似して

いれば別種作業機との連携による協調作業を選択できます。実例として、ロータリレー

キを装着したロボットトラクタとロールベーラを装着した有人機の協調作業では、先行

するロータリレーキを装着したロボットトラクタが自動で生成する集草列を、有人機に

装着したロールベーラが拾い上げる体系（写真４）によって、オペレータ 1名で集草作

業と梱包作業を同時に制御できることが実証されました。

17

一方、有人自走式モーアコンディショナを利用する大規模圃場において、自走式モー

アコンディショナによる 1往復分の刈取作業を先行して済ますことにより、無人ロータ

リテッダと組合せ、オペレータの視界内でロボットトラクタによる転草作業の実施（写

真５）が可能であることも確認され、実用的な作業体系となり得ることが示されていま

す。

イ.施肥

マニュアスプレッダやブロードキャスタでは、無人機を監視しながら資材の補給作業

が可能で、1 名の作業員によ

り、無人機による資材散布と有

人作業の資材補給・準備作業を

並行して実施できます。1名の

作業員が機械を乗り換えるこ

となく作業できることから、省

力化が期待されます（写真６）。
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ウ.バンカーサイロ詰め込み 

 帯広畜産大学を代表とする酪農サイレージ調製作業ロボット化コンソーシアムによ

り、圃場での刈り取りからバンカーサイロへの収納までの工程のうち、刈り取りとバン

カー内での踏圧作業の自動化技術が開発されています。リアとフロントに計 3個のモー

アコンディショナを装着可能な 170馬力の既存形式トラクタに、自動運転制御端末や位

置・方位角・傾斜角を計測するセンサ等を取り付けるなどの改造によりトラクタ内部を

電子制御化し、トラクタ本体と作業機の制御が可能となっています。踏圧作業に関して

は、有人のホイールローダによる敷き均しと壁際の踏圧作業・ロボットトラクタ監視、

サイレージパッカーを装着したロボットトラクタによる踏圧作業という有人・無人協調

作業が実現されています。ロボットトラクタは最大 13 度の傾斜でも時速 5km で安定し

た作業が可能です。本体系は間口 12m以上の大型バンカー向けで、踏圧作業に掛かる労

働時間は 28%、経費は 16%削減されるものと評価されました。 

 

（３）意思決定支援（データの利活用技術） 

①草地管理者への圃場情報の提供 

AI プロでは、ドローンによる雑草検出や草量推定アルゴリズムを開発してクラウド

上に搭載するとともに、収集された画像情報から結果を出力してユーザーに返すインタ

ーフェイスの開発に取り組みました。画面は通信販売の Webサイトのような構成で、ユ

ーザーがアクセスすると、ドローン空撮画像からモザイク画像作成や詳細地形情報の作

成処理を行なう「3次元解析の注文」、雑草検出や収量推定処理を行なう「省力的採草

地管理の注文」などのメニューを選択可能とするとともに、解析履歴の確認や過去の注

文の成果データのダウンロードも可としました。各解析処理に関し、ユーザーはドロー

ンによる空撮データが必要になりますが、解析メニューや必要データの指定などは簡便

となるようにしました。 

 

② TMRセンターへの収穫作業関連情報の提供と一元管理 

 農林水産省のスマート農業実証プロジェクトでは、北海道中標津町の TMRセンターと

19 
 

酪農場において、「TMR センター利用型良質自給飼料生産利用による高泌乳牛のスマー

ト牛群管理体系の実証」を 2019 年度から 2 年間にわたり実施しています。飼料作に関

わる要素技術として、ドローン利用に基づく高精度・高効率圃場管理技術、リモートセ

ンシングと作業自動記録システムによる高品質サイレージ収穫調製技術について実証

が進められつつあります。具体的に前者では、ドローン空撮によるトウモロコシ圃場の

雑草状況と播種ムラの把握を通じて除草剤節減と作業精度改善を図り、あわせてトラク

タによる作業が困難な時期の無人ヘリによる殺菌剤散布で効率的な病害防除を実証中

です。後者では、ドローン空撮によるトウモロコシ収量・収穫適期予測に基づく収穫順

序決定・収量最大化とサイレージの品質改善、GPS・スマホ・データクラウド管理によ

るバンカーサイロ詰め関係農機・車両の位置情報把握と最適作業指示・生産履歴記録、

原料草の生産履歴～TMRの品質把握～飼料設計～乳量・乳質のリンクについて取り組ま

れています。 

 

（４）開発技術の経済性評価 

AI プロにおいて提示された、乾草ロールベール調製体系へのロボットトラクタ導入

による経済性について、農研機構の久保田らの研究では、以下の点が明らかとなりまし

た。慣行作業体系にロボットトラクタ 1台と新規にテッダ 1台を導入すると、モーアコ

ンディショナとテッダの協調作業～テッダ 2 台の協調作業～レーキとロールベーラの

協調作業により、ワンマンオペレーションでの労働時間を 36.4％削減できます。また、

この体系にさらにモーアコンディショナも新規に 1 台導入して同時協調作業を実施す

ると、労働時間を 45.4％削減できます。さらに、テッダ作業におけるまくら畦（圃場内

の外周部）の数を 2畦から 1畦に削減し、まくら畦の半分をロボットトラクタに割り当

てると労働時間は 49.1％まで削減できることが明らかとなりました（図１０）。 

また、コントラクターと TMRセンター（北海道に多い自給飼料を生産するいわゆる農

場制型 TMR センター）について、1 番草はすべてバンカーサイロへ収納、2 番草は 50%

をバンカーサイロへ収納して 50%を乾草ロールに調製、ロボットトラクタは乾草ロール

調製と肥料散布に利用するとする牧草生産に特化したモデルを複数設定し、ドローンお

- 18 -



18 
 

ウ.バンカーサイロ詰め込み 

 帯広畜産大学を代表とする酪農サイレージ調製作業ロボット化コンソーシアムによ

り、圃場での刈り取りからバンカーサイロへの収納までの工程のうち、刈り取りとバン

カー内での踏圧作業の自動化技術が開発されています。リアとフロントに計 3個のモー

アコンディショナを装着可能な 170馬力の既存形式トラクタに、自動運転制御端末や位

置・方位角・傾斜角を計測するセンサ等を取り付けるなどの改造によりトラクタ内部を

電子制御化し、トラクタ本体と作業機の制御が可能となっています。踏圧作業に関して

は、有人のホイールローダによる敷き均しと壁際の踏圧作業・ロボットトラクタ監視、

サイレージパッカーを装着したロボットトラクタによる踏圧作業という有人・無人協調

作業が実現されています。ロボットトラクタは最大 13 度の傾斜でも時速 5km で安定し

た作業が可能です。本体系は間口 12m以上の大型バンカー向けで、踏圧作業に掛かる労

働時間は 28%、経費は 16%削減されるものと評価されました。 

 

（３）意思決定支援（データの利活用技術） 

①草地管理者への圃場情報の提供 

AI プロでは、ドローンによる雑草検出や草量推定アルゴリズムを開発してクラウド

上に搭載するとともに、収集された画像情報から結果を出力してユーザーに返すインタ

ーフェイスの開発に取り組みました。画面は通信販売の Webサイトのような構成で、ユ

ーザーがアクセスすると、ドローン空撮画像からモザイク画像作成や詳細地形情報の作

成処理を行なう「3次元解析の注文」、雑草検出や収量推定処理を行なう「省力的採草

地管理の注文」などのメニューを選択可能とするとともに、解析履歴の確認や過去の注

文の成果データのダウンロードも可としました。各解析処理に関し、ユーザーはドロー

ンによる空撮データが必要になりますが、解析メニューや必要データの指定などは簡便

となるようにしました。 

 

② TMRセンターへの収穫作業関連情報の提供と一元管理 

 農林水産省のスマート農業実証プロジェクトでは、北海道中標津町の TMRセンターと

19 
 

酪農場において、「TMR センター利用型良質自給飼料生産利用による高泌乳牛のスマー

ト牛群管理体系の実証」を 2019 年度から 2 年間にわたり実施しています。飼料作に関

わる要素技術として、ドローン利用に基づく高精度・高効率圃場管理技術、リモートセ

ンシングと作業自動記録システムによる高品質サイレージ収穫調製技術について実証

が進められつつあります。具体的に前者では、ドローン空撮によるトウモロコシ圃場の

雑草状況と播種ムラの把握を通じて除草剤節減と作業精度改善を図り、あわせてトラク

タによる作業が困難な時期の無人ヘリによる殺菌剤散布で効率的な病害防除を実証中

です。後者では、ドローン空撮によるトウモロコシ収量・収穫適期予測に基づく収穫順

序決定・収量最大化とサイレージの品質改善、GPS・スマホ・データクラウド管理によ

るバンカーサイロ詰め関係農機・車両の位置情報把握と最適作業指示・生産履歴記録、

原料草の生産履歴～TMRの品質把握～飼料設計～乳量・乳質のリンクについて取り組ま

れています。 

 

（４）開発技術の経済性評価 

AI プロにおいて提示された、乾草ロールベール調製体系へのロボットトラクタ導入

による経済性について、農研機構の久保田らの研究では、以下の点が明らかとなりまし

た。慣行作業体系にロボットトラクタ 1台と新規にテッダ 1台を導入すると、モーアコ

ンディショナとテッダの協調作業～テッダ 2 台の協調作業～レーキとロールベーラの

協調作業により、ワンマンオペレーションでの労働時間を 36.4％削減できます。また、

この体系にさらにモーアコンディショナも新規に 1 台導入して同時協調作業を実施す

ると、労働時間を 45.4％削減できます。さらに、テッダ作業におけるまくら畦（圃場内

の外周部）の数を 2畦から 1畦に削減し、まくら畦の半分をロボットトラクタに割り当

てると労働時間は 49.1％まで削減できることが明らかとなりました（図１０）。 

また、コントラクターと TMRセンター（北海道に多い自給飼料を生産するいわゆる農

場制型 TMR センター）について、1 番草はすべてバンカーサイロへ収納、2 番草は 50%

をバンカーサイロへ収納して 50%を乾草ロールに調製、ロボットトラクタは乾草ロール

調製と肥料散布に利用するとする牧草生産に特化したモデルを複数設定し、ドローンお

- 19 -



20

よびロボットトラクタを用いた新たな牧草生産体系の経済性を評価しました。

その結果、両組織における慣行に比べた労働費は「肥料散布＋全収穫作業」ベースで

慣行比 84%、「肥料散布＋2 番草ロール作業」ベースで 59%、「肥料散布作業」のみで

53%へ低下することが明らかとなりました。

３ 将来的な技術開発の方向性

（１）圃場のモニタリング

ユーザーや農業情報提供サービスを行う企業が魅力を感じる、より省力的なセンシ
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ング技術の開発、推定精度の向上、費用対効果の改善等が求められます。また、肥料や

農薬などの投入資材の削減や資材散布のスポット化等を通じた、環境保全型農業の展開

に貢献できる技術の開発も求められるものと考えられます。 

 

（２）飼料作用無人作業機 

AIプロで開発した草地用ロボットトラクタについては、開発技術適用の範囲をさらに

広げるため、以下の項目を対象に、ロボットトラクタのバージョンアップ計画へ取り込

むことを検討し、継続して開発を進めることとしています。 

・草地での障害物検知システムの開発。 

・傾斜地での作業精度、安全性の確認。 

・各種作業機に対応するための、外部油圧装置の電子制御化。 

・牽引式作業機に対応した、作業経路の自動生成。 

・ドローンで撮影した圃場縁データとロボットトラクタで取得した圃場縁データの整

合性確認。 

・自動走行システムへのドローンで撮影した圃場縁データ等外部データの自動入力方

法の確立。 

 また、規制緩和が前提となる部分もありますが、無人走行、資材の空中散布や局所散

布の推進を図れるスマート農機の開発が引き続き期待されます。 

 

（３）データの利活用 

 ２の（４）ではドローン及びロボットトラクタを用いることによる労働費の削減効果

を述べましたが、全体の生産コストを考える上では、ドローン等による計測に伴う費用

の低減が課題となります。提供されるデータの品質向上とあわせて低廉なサービス料金

の設定がなされれば、意思決定支援サービス関係への需要は今後一層拡大することが想

定されます。 
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「飼料生産及び放牧のスマート技術最前線 

  ICT,IoT,リモートセンシング技術の飼料生産及び放牧への活用」 

 

Ⅱ 放牧におけるスマート技術 
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

畜産研究部門 草地利用研究領域 山地放牧ユニット長   喜田環樹 

 

 

 

 

 

 

 

１ 放牧におけるスマート化の現状 

2019 年時点で日本の農林水産物・食品の輸出額は 9000 億円と 2012 年時点の 4500

億円から倍増しています。さらに 2025 年には 2 兆円、2030 年には 5 兆円という目標

額を掲げています（2016 農林水産省）。2020 年に策定された「酪農及び肉用牛生産

の近代化を図るための基本方針」（2020 農林水産省）では、肉用牛の増頭・増産等の

生産基盤強化や「和牛」肉生産量の増大と一層の輸出拡大をその政策の大きな柱とし、

現状の肉用牛頭数 166 万頭から 2025 年までに 20 万頭の「和牛」増頭を目標としてま

す。その増頭には肉用牛肥育素牛の飼養頭数増加すなわち繁殖牛の飼養頭数増加が鍵

となっています。しかしながら労力不足や高齢化等により繁殖農家戸数は減っている

のが現状です。そこで肉用牛繁殖素牛の飼養を省力化する手段として放牧利用の推進

が求められています。 

放牧は、主として非生産期間である妊娠期間や育成期間の牛を省力的に低コストで

飼養するために行われていま

す。放牧牛の飼養管理作業と

して、 

①家畜管理・・・見廻り時の状

態把握や、転牧、繁殖や衛生管

理とそのための集畜作業 

②施設管理・・・牧柵や、水飲

み場、飼槽の管理。 

③草地管理・・・草量把握、施

肥、雑草管理等 

があげられます(図１)。 
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もともと放牧は省力的な飼養管理方法ですが、これらの管理作業は朝晩の作業で、

集畜等は複数人による共同作業が必要となります。放牧頭数の拡大には、管理作業の

省力化や効率化が重要と考えられます。そのために ICT 技術を活用したスマート放牧

技術が期待されています。

近年、乳用牛飼養農家では頭数規模拡大に伴い、省力化・効率化のために各種 ICT

技術活用したスマート畜産技術が広く普及しています。乳牛には首輪・足輪等で個体

識別用電子タグが装着され、搾乳施設や給飼施設では電子タグで牛を識別し、乳量、

繁殖管理、分娩管理データ等が飼養管理データベースで一元管理されています。これ

ら乳牛用スマート畜産技術は海外製が多く、通信方式やデータベースは各社で異なっ

ています（図２）。    

    

その中、牛にとりつけて牛個体の生体情報（行動量や体温等）を収集管理する生体

センサーが普及してきています。生体センサーは共通してマイコンボート、センサー

(加速度や温度等)、通信モジュール、バッテリー、耐水性・耐衝撃性ケースからなり、

放牧牛には首輪や足輪等で取り付けられます（図３）。牛の生体センサーの値は無線通

信により受信局へ送られ、そこからインターネット上のクラウドサーバーで中継され
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ます。農家は牛の生体データをスマートフォンや PC から閲覧し、飼養管理に活用す

ることができます。生体センサーの運用は免許や基地局申請の不要な技術適合規格を

取得した通信方式の製品が大半です。海外製のみならず国産メーカの製のスマート畜

産技術も市販化されていますが、通信方式はやはり各社で異なります。

他に牛舎にインターネットライブカメラを設置し、自宅等から畜舎のライブカメラ

の画像により牛の様子をモニタリングする手法も広く普及しています。

一方、放牧用向けのスマート畜産技術というのはまだ少ないのが現状です。最大の

理由として、前述の牛舎用のスマート畜産技術をそのまま放牧飼養下で利用するのは

難しいことがあげられます。具体的には、牛舎用スマート畜産技術は牛舎内や、牛舎

に併設されるパドック等用で、また生体センサーの場合、データの通信距離は数十メ

ートルから 100m 程度と短いことがあげられます。放牧地では牛と受信局の通信距離

は 1 ㎞以上になることもあり、牛舎用スマート畜産技術では、無線通信距離とデータ

の取りこぼしが大きな課題となります（図 4）。また放牧飼養では牧柵、水飲み場、補

助飼料給与場所、集畜場所等の施設はありますが、放牧地内に点在しており、電源確

保や、インターネットへの接続が課題となります。またスマート畜産技術は導入と維

持管理にコストがかかります。放牧での低コスト飼養と放牧スマート畜産技術の導入

効果との兼ね合いというのも大きな課題です。そのため、放牧でスマート畜産技術を
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利用するには、既存のスマート畜産技術を大幅に改良するか、新たに開発する必要が

あることがあげられます。放牧用スマート畜産技術の市場規模と開発コストを天秤に

かける必要があります。

２ 技術開発の状況

近年 ICT や IoT は技術開発が進んでいます。ICT 技術の核となるマイコンには、オ

ープンソース化、モジュール化が進み、ソフトウェアとハードウェア共に開発コスト

が大幅に下がってきています。また生体センサーについても加速度センサーや GPS セ

ンサー等はスマートフォン等の爆発的普及に伴い、小型化・省電力化・低コスト化が

進んでいます。電源についてはリチウムイオンバッテリ―の高性能化や、ソーラーパ

ネルやバッテリーを用いた給電システムの低価格が進んでいます。また家畜用の生体

センサーで必須となる無線通信についても、長距離通信、小電力化が日進月歩で進ん

でいます。農業分野のような多品目・小ロット生産現場に導入可能な技術となってき

ています。
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一方、スマート畜産技術機器として実際に牛に装着して利用するためには取り付け

方法、耐衝撃性、防水性、データ欠落対応、長時間駆動等で技術的な課題は残ってお

り、市販化にはこれらを解決する必要があります。

農研機構では、放牧での利用を想定したスマート畜産技術の研究開発を実施してい

ます。具体的には、新規就農で肉用牛繁殖経営に取り組む農家を想定し、牛舎なしで

周年放牧飼養を行う際に利用可能な放牧用 ICT 技術として、放牧牛の繁殖管理技術を

目的とした放牧牛の首輪装着式の生体センサーデバイスの開発を行っています（喜田

ら 2020）。開発したデバイスは、生体センサー部（加速度センサー、GPS センサー、

Bluetooth Low Energy(BLE)タグ、通信モジュール）、バッテリー、通信アンテナ、生

体センサー用ケース（防水性と耐衝撃性を持つ）で構成されます。生体センサー通信

には、サブGHz帯の通信主手法として注目されている LoRa（Long Power Long Range）

による長距離無線通信手法を用いました。LoRa により 1 ㎞以上のデータ通信が可能

となり、放牧地内に設置した基地局で放牧牛のデータを収集管理可能となりました。

LoRa は無線局申請や免許等が不要な技術適合基準を取得したものです。生体データは

基地局からモバイル WiFi ルータで携帯電話網を用いてクラウドサーバーに送信され

ます。データはスマートフォンや PC から閲覧することができます。

開発したデバイスを牛に装着して牛の加速度を閲覧している様子を図 5、図６に示

します。また牛に装着した GPS データの記録事例を図７に示します。開発したシステ

ムにより、放牧牛の行動量や位置情報を取得可能となりました。現在行動量データを

基に人工知能（AI）を用いて放牧牛の発情予測ができないかについて検討中です。

これら生体センサーデ

バイス、基地局、クラウ

ドサーバーと AI による

発情予測モデルはイーソ

ル株式会社に実施いただ

いたものです。
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３ 将来的な技術開発の方向性 

（１）放牧家畜の発情発見および体調管理 

牛舎用のスマート畜産技術として国内外で、発情検出や分娩予測、体調管理等の利

用が進んでいます。しかしながら放牧利用に関しては取り組みが少ない現状です。海

外では動物福祉（アニマルウェルフェア）的な視点で、家畜行動をモニタリングする

際のツールとして行動量を測定する手法や、山羊等でバーチャルフェンス首輪といっ

た放牧制御手法が報告されています。しかし放牧牛の発情発見や分娩管理に関する報

告はほとんど取り組まれていません。これは海外では、放牧牛の繁殖管理はまき牛利

用が主体で、和牛繁殖では人工授精が主流であることの違いが大きいと考えられます。 

 

（２） 放牧家畜の自動誘導・ゲート開閉の自動化 

 放牧管理では、放牧牛の集畜作業の省力化と、管理作業が必要な牛を牛群から選別

する作業の省力化が求められます。牛舎飼養では牛用通路や、振り分けゲート等が実

用化されています。これは個体識別手法と牛位置計測センサー、エアーシリンダ等に

よるゲート制御機構を組み合わせたものです。これら機器を放牧地で利用するために

は、集畜場と牛用通路の設置やゲート設置と電源の確保といった課題があります。 

 

（３）市販スマート畜産技術の適用 

 放牧飼養管理方法を工夫することで、牛舎用のスマート畜産技術の流用可能とする

ことも重要と考えられます。例えば発情発見用の生体センサー機器では、データを 1

日分まとめて 1 時間ごとに送信し、受信局側ではその差分をとってデータ管理をして

います。このような通信手法の場合、集畜場（パドック）に受信局を設置して、放牧牛

を朝晩それぞれ１時間以上パドックに集めて滞留させることで、最大半日遅れ程度で

放牧牛の生体データを収集することができると考えられます。 

しかしながら行動量等の生体センサー値は行動に制約がない放牧飼養下と制約が大

きい牛舎飼養下では異なります。牛舎用のスマート畜産技術では、毎日の給餌や管理

作業が一定時間に行われることから、日内の通常時の行動パターン（前 1 週間程度）

と発情時の行動パターンを比較し、発情予測を行っています。放牧飼養では牛舎飼養

と比べ、行動量が大きくなります。加えて放牧草地の草量や、周りの牛の状態、天候

等で、行動パターンは毎日変わります。放牧飼養向けのスマート畜産技術のデータ解
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析手法の開発が重要となると考えられます。

（４）放牧用 ICT 普及の鍵となる技術

①共通耳標の電子化

現在日本では、共通耳標による全頭個体管理が行われています。共通耳標は 10 桁の

数字と、バーコードが印刷されています。一方、EU や NZ 等では電子耳標による全頭

個体管理がおこなわれています。電子耳標は 15 桁の数字(うち前 5 桁は国番号等)で管

理されており、国際標準規格（ISO 11784/11785）が策定されています。電子耳標は、

RFID リーダーにより最大 80 ㎝程で読取が可能です。搾乳施設機器や給飼機、体重計

（図 8）と連動することで、牛個体の様々なデータ管理を自動化しています。海外では

電子耳標は安価（500 円/頭程度）です。日本でも電子耳標が普及すれば、牛舎用スマ

ート畜産技術の個体識別機能として使われる可能性が期待されます。

31 
 

②スマート畜産技術のデータ共通化 

 牛舎用スマート畜産技術のほとんどが、インターネット上のクラウドサーバーによ

るデータ管理手法に対応しています。しかし現状では、国内外とも各社独自の方式が

多く、データは囲い込まれています。今後、スマート畜産技術の通信手法（通信プロ

トコル）や飼養管理データベース構造が共通化されれば、各社スマート畜産技術のデ

ータを統合的に取り扱うことが可能となり、より広範なデータ活用や機器の低コスト

化が期待されます。放牧でのスマート畜産技術の普及への波及効果も期待されます。 

 

なお本稿で紹介しました一部の内容は生研支援センター「革新的技術開発・緊急展

開事業（うち AI プロジェクト「周年親子放牧」）」の支援を受けて得られた成果です。 

 

参考文献 

喜田環樹・中尾誠司・進藤和政・手島茂樹（2020）家畜の生体情報に基づく「放牧管

理システム」.日草誌 66(3):166-170 

農林水産省（2016） 政府の輸出促進政策 

 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_kyouka_senryaku/h28_senryaku.html 

農林水産省（2020） 酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針 

 https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/rakuniku_kihon_houshin.html 
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参考：優良品種のお知らせ 
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「いもち病」の発病はイネだけではありません。リスク回避の提案。

・栽培適応地域は東北南部～九州～沖縄まで広い。

・早播きから普通期播きまでに適す。 畑地の早播きは夏雑草に注意

登録番号 27423号

「はやまき 18」４月 28日

栃木県那須塩原市 普通播き

飼料増産を支援する 一般社団法人 日本草地畜産種子協会 電話

いもち病の感染適温は 25℃前後で、平均気温が

20℃になると発病が減少する。

早播き年内収穫栽培には品種の選択が重要です。

注意：「ガルフ」はいもち病に弱い品種です。

・場所：熊本県合志市 ・播種日：平成 28年 9月 16日 ・写真撮影：平成 28年 11月 4日

民間優良品種 「はやまき 18」 民間優良品種 公的優良品種

イタリアンライ

グラス早播き栽

培へ安心の提案

です。

左の写真のよう

な経験はありま

せんか。

いもち病による

枯死の状況です。

播き直しが必要

になります。

他の改良種と同

程度の種子価格

なら安心な品種

を選びませんか。

「はやまき 」は収量性も高く、耐倒伏性も

他の改良種と同様で、しかもいもち病に抵抗性。
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鹿児島県畜産試験場 早播き「いもち病発病試験」

8月下旬播種区 写真：平成 26.10.7.

「はやまき 」 優良品種Ａ 優良品種Ｂ

耐倒伏性と出穂期 ・倒伏程度 評点数字：無：1／甚：9

熊本 栃木 1 栃木 2 栃木 3

倒伏程度 出穂期 倒伏程度 倒伏程度 倒伏程度 出穂期

はやまき１８ 3 3月 31日 3 3 1 4月 23日

民間品種 A 7 4月 3日 8 3 3 4月 24日

ワセアオバ 6 5 5 4月 23日

ワセユタカ 8 4月 4日

調 査 年 2013 2013 2013 2014 2015 2015

収量性 早播き：熊本県 9月中旬播種

適応地域：東北南部 ～ 九州・沖縄（積雪の多い地帯は除く） ★積雪地帯は「ナガハヒカリ」が最適

播 種 量：・普通播きは ２～3㎏／10ａ ・早播きと晩播きは ３～４㎏／10ａ

・早播き年内収穫のえん麦混播⇒「はやまき 18」３～４㎏＋えん麦 3～5㎏／10ａ

育成機関：一般社団法人日本草地畜産種子協会 ★晩播きは「きららワセ」が最適

88

はやまき

「はやまき 」 優良品種Ａ 優良品種Ｂ
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イタリアンライグラスタリアンライグララス

極早生品種

写真１ ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽのいもち病の被害程度の違い  
   （2014年8月26日播種、10月7日撮影、熊本県合志市）

   従来品種 A   従来品種

従来品種 B Kyushu 1

「Kyushu 1」はいもち病に強い！

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 03-3251-6501

写真２ イタリアンライグラスいもち病の典型的な病斑。

品種登録出願番号：32120

温暖化で「いもち病」発病増加中

９月中の播種は抵抗性品種を！

従来品種 C 従来品種 D Kyushu 1

379 641 651

いもち病が大発生した2016年秋には「Kyushu 1」が抵抗性を発揮！

写真3 極早生イタリアンライグラスの生産力検定試験の年内草の状況
       2016年9月12日播種、12月7日撮影、九州沖縄農業研究センター（熊本県合志市）

    撮影図内の数値は、12月15日収穫の年内乾物収量 ( kg/10a )

「従来品種 A」：いもち病への抵抗性の無い品種

「従来品種 B」：従来のいもち病抵抗性品種

「Kyushu 1」：いもち病抵抗性が強化された品種

春１番草の乾物収量(3/30収穫、kg/10a)

この年内草に加えて ⇒

40 197 345

従来品種C 従来品種D Kyushu 1

いもち病抵抗性の強化で、年内草も春１番草も多収！
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図１ 「Kyushu 1」と「従来品種 E」の年内草と春１番
草の合計乾物収量。九州地域の６場所３カ年(2014年
～2016年播種）の平均。

写真４ 「Kyushu 1」（左）  「従来品種E」（右）
2016年9月16日播種、11月30日撮影。九州沖縄農業研究センター

「Kyushu 1」雑草がほとんどない

「従来品種Ｅ」雑草が目立つ

九州では３月中に春１番草が

収穫できる極早生品種です

【熊本における播種期別

      再生草の出穂始めの日】

〇  ９月播種時 （はや播き時）

      ⇒ ３月２１日

〇 １０月播種時 （通常播き時）

      ⇒ ３月２４日

【育成機関】お問い合わせ先：

農研機構 九州沖縄農業研究センター 畜産草地研究領域

飼料作物育種グループ ＴＥＬ：０９６－２４２－７７５５

「Kyushu 1」を使って、周年収量ＵＰ！！

いもち病抵抗性品種Ｅに比べ、さらに
抵抗性がパワーアップ！（右写真）

いもち病発生の恐れのある９月中の
播種も安心して行える

年内草で多収！
再生の春１番草も多収！

《九州地域における「Kyushu 1」を活用
     した周年利用体系例》

100110
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本誌の全部または一部を無断で転載・複製・コピーすることを禁じます。 

転載・複製については当協会の許諾を得て下さい。 

【問い合わせ先】一般社団法人日本草地畜産種子協会 総務部 

℡：03-3251-6501、Fax：03-3251-6507、info@souchi.lin.gr.jp 
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