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1 .搾乳ユニット自動搬送装置、『キャリロボ」開

発の背景

日本酪農の大半は、繋ぎ飼い方式である。この

方式は、個体飼養管理には適しているが、作業動

線が長いため搾乳作業や給餌作業に労力を要する。

また、l戸当たりの飼養頭数規模は年々増加傾向に

あるため、搾乳作業の過重労働の解決が求められ

ていた。

2. rキャリロボ」システム概要と導入の成果

本システムは、①午舎天井下に設置した搬送レ

ール、②これに懸架して自動走行する搬送装置、

③その左右に搭載する自動離脱装置付き搾乳ユニ

ットで構成されている。

本システムの使用により、搾乳午までの自動搬

送、ミルク配管との自動着脱、乳房からの搾乳ユ

ニット自動離脱などの3つの自動化を実現した。図

lは、「仮に自動搬送装置4合(搾乳ユニット8台)

を使用した場合、搾乳者l人で50頭を1時間で搾乳

が可能となる」ことを示している。また、女性や

高齢者にも容易に使用できる。特に、勾配があり

長い牛舎では、ミルク配管に手が届かなくても搾

乳ユニットは自動着脱され、手が届かない方が配

管に手をかけよじ登った際、誤って落下するよう

な事故も防げる。

A教場 B牧場 C牧掲
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図1 キャリ口ボ設置前・後の比較

3. rキヤlリ口ボ」機能追加

平成15年に発売開始後、お客様の要望に応え、

いくつかの改良が加えられ現在に至る。代表的な

ものとして、次の3点があげられる。

①今まで決められた順番・場所にしか搬送装置

が走行できなかったが、可動ドグ(通過感知器)

採用により、自動搬送装置の追い抜き機能が追

加され、|さらに効率的な走行が可能となる。

②従来のツーレールに対し、左右に振り分けで

きるワ才レール方式もメニュー追加した。これ

により、lキャリロボ本体l台から使え、 l台ずつ

の追加ができる。

③将来、l自動化を見据えた走行モーターの無い

手動キヤリロボもメニュー追加することで初

期投資を抑えた。

4_ rキャ[リロボ』普及状況

平成15隼に発売を開始し、平成20年度までの導

入牧場数ぽ250牧場を超える。尚、本商品に関する

特許については、 11件を出願しており、そのうち

10件を取得している。

5.さらなる発展、牛体情報モニタリングシステ

ム引レンジマン20J* 
近年、繋ぎ飼い用自動機器 uキャリロボ」や

粗飼料・濃厚飼料自動給餌装置「マックスフィー

タ」」)な[どにより、 100頭規模でも繋ぎ飼い方式

で対応できるようになったo このシステムをさら

にIT化することにより、乳量データなどを「キャ

リロボ」で自動収集し、手聞や乳量に応じた給餌

量を自動計算して「マックスフィーダー」から自

動給餌する、より高度な精密飼養管理「牛体情報

モニタリザグシステム」が開発された。本システ
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ムは、次世代型農業機械等緊急開発事業により生

研センターさまとオリオン機械(株)、北原電牧

(株)および富士平工業(株)が共同で開発し、新農

機(株)の実用化促進事業を経て商品化された。

* rチャレンジマン20J とは「チャレンジ:~兆

戦、マン:マネジメント=酪農経営、 20:飼

料効果20%改善の期待目標値」を意味するオ

リオン機械(株)の「牛体情報モニタリングシ

ステム」に対する商品名である。

6. rチャレンジ、マン20Jシステム概要

本システムは、「キャリロボ」と「マックスフィ

ータゃー」の導入牛舎への適用を前提とする。

①キャリロボには乳量データ収集・通信機

能を、給餌機にはパソコン(以下PC) との

通信機能を付加し、両者と双方向通信しデ

ータを総合管理する牛舎PCで構成されて

いる。全頭搾乳終了後に、乳量データなど

はパソコンに転送される。

間査牧場

鯛査月

8月

日月

10月

11月

12月

針

乳震/l震厚

L塑村信用量

②牛舎PCは、収集した個体データを牛舎の上か

ら覗いたようなイメージで分かりやすく表示

される。

③個体別給餌表は、乳量データと給餌モデルか

ら作成され給餌機に自動送信される。

④給餌機は、乳牛の個体識別用電子耳標を検出

し個体別給餌表に基づき所定量を給餌する。

図2 チャレンジマン20システム構成

7. rチャレンジマン20J導入の成果

繋ぎ飼い農家3戸 (A、B、C)での実証試験を

通じて、①生乳単位重量当たりの濃厚飼料費が導

入後3年経過のA農家および導入後4ヶ月経過のB、

C農家で導入前と比べ20%前後低減、②導入4ヶ月

後には、泌乳後期牛の過肥が抑制され、乳牛の

BCSが概ね3.0---3.5と適正範囲に収まる、③A、

B、C農家から牛舎PCに乳牛が牛舎内に並んでい

る通り表示されるので分かりやすいとの評価を得

た。

尚、現在10牧場(北海道6、府県4)で順調に稼

働中であり、年度内にさらに5牧場稼動の予定であ

る。

北海道B牧場(2008年7月30日導入} 長野県C牧場(2∞B年7月10日起草入)

2008年 2007年 2008年 2007年

出荷乳畳 i&P事飼料JI: 出荷乳量 温厚鈎斜Jit 出荷乳髭 遺原飼料量 出荷字Lil: 温厚銅草ヰ量

61.5 20.7 58.7 21.6 36.8 15.5 37.3 21.0 

63.8 22.5 62.6 16.2 39.9 20.0 36.1 19.5 

66.4 15.0. 66.5 23.4 41.4 21.2 36.3 21.0 

63.0 16.0 61.5 16.2 36.8 16.5 33.2 19.0 

63.0 16.0 60.4 27.9 36.6 18.5 34.0 23.0 

317.7 90.2 309.7 105.3 191.5 91.7 176.9 103.5 

3.52 2.94 2.09 1.71 

ーもげ 約gO~色閉上の 約22%向よ

図3 濃厚飼料の削減効果(単位:t) 

8.毎日の乳量変化にきめ細かく対応し、飼料代

を節約

チャレンジマン20では、キャリロボで測定した

乳量をもとに給餌量を自動計算することができる。

乳量は、毎日の乳量をそのまま使うのではなく、

10日間のデータのなかで最も大きい乳量1日分と、

小さな乳量3日分を外した6日分の平均値を用いて

いる。

図4は、 1カ月間の r6日分の平均乳量」変化の

例である。 1日目の乳量は45kgだが、 30日後の乳

量は39kgとなっており、この間に乳量は6kg減

少している。もしも、 1カ月間この「乳量45kgJ 

をもとに給餌量を算出すると、実際の乳量よりも

最大で6kg多い乳量をもとに給餌量を計算する

ことになる。飼料効果を 3とすると濃厚飼料を 2

kg余計に給餌することになり、その分、飼料代
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が無駄になる。また必要量を超えて配合飼料を給

餌することにより過肥となる恐れがある。
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図4 1カ月間の乳量変化の例
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図5 導入前後の飼料効果の比較

図5は、導入後 (2008年8月から12月までの5か

月間の累計値)の飼料効果を導入前 (2007年8月か

ら12月までの5か月間の累計値)と比較したもので

ある。飼料効果とは乳量を濃厚飼料で、割った値で、

濃厚飼料 1k gで何キロの乳量を搾っているかを

表す指標であるが、チャレンジマン20導入前は

2.72"-'2.94であったものが、導入後は2.97"-'3.52

となっており、濃厚飼料が節減されている様子が

読み取れる。

9. 100頭でも、キメ細かな個体管理が可能

i 40"-'50頭ならまだ頭の中で管理が可能だ、が、50

頭を超えると全牛がまったく分からなくなる」と

いう話を聞く。マックス導入農家は一般的に導入

時に規模をかなり拡大するが、作業時間はマック

スやキャリロボの導入により低く抑えられでも、

個体管理は難しくなる。マックス導入農家が、「フ

リースト十ル」ではなく 「繋ぎ飼い」にこだわる

のは、キメ細かな個体管理を望むからであり、そ

の期待に之たえて100頭規模でもキメ細かな個体

管理ができるよう、チャレンジマン20のメインプ

ログラム止してビジュアルマネージメントシステ

ムを開発じた。

図6のよ!うに牛舎を上か覗いたイメージで牛を

表示してしpる。泌乳前期などステージで牛色を変

え、個体番号、繁殖予定日、前回乳量、搾乳禁止

乳頭などを表示するo ただしこのように表示でき

るのは50頭程度で例えば100頭を表示することは

できない。!そこで、すぐ下にサブウインドウを設

けている。|このサブウインドウには牛舎の全牛を

表示することができ、例えば発情午のいる牛床を

薄いブル十で表示したりできる。またこのサプウ

インドウには黒い枠が表示になっているが、この

黒い枠で固まれた部分が上欄に表示になっており、

この枠を昨ラッグすることで上欄の表示部分を変

えることカまできる。

糊量の計算は事前に登録した糊モデルに基

づ、いて行めれるo 給餌モデルには、分娩日、ピー

ク目、問乳量階層毎の各飼料の給餌量が設定さ

れている。|まず泌乳前期は、分娩日とピーク日の

各飼料の給餌量と、計算日の分娩後日数から算出

する。泌乳中後期は、乳量階層毎の各飼料の給餌

量と、計算日の乳量から算出する。給餌モデルは

初産用、 2崖用、 3産用など必要なだけ登録してお

くことができる。

さらに、 iチャレンジマン20は、各牛の電子耳標
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図6 ピ、ジ、ュアルマネージメントシステム

を直接読む機能を有している。従来のマックスは

牛床を識別し、牛床と牛番号の相関表から牛番号

を取得している。これに対してチャレンジマン20

は各牛の電子耳標を直接識別するので、例えば乾

乳牛をーカ所に集める場合もいちいち牛の移動入

力をする必要はない。将来は、放牧地やパドック

から戻ってきた牛がどの牛床に入っても、各牛の

電子耳標を識別して給餌するといった使い方もな

されるであろう。

10.まとめ

酪農は知識集約型の農業である。乳量、繁殖、

飼料など様々な情報をフルに活用することにより、

生産性を大きく改善することができる。チャレン

ジマン20の狙いもそこにある。チャレンジマン20

により、マックスフィーダーとキャリロボは単な

る省力化のシシテムから高度な精密飼養管理シス

テムへと進化した。今後も、日本的な飼養管理シ

ステムとして発展させていきたいと決意している。

円

i 北海道家畜管理研究会報，第45号， 2010年


