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② 牛と最先端技術に向き合う
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酪農における最先端科学事情

酪農業界をめぐる変化
酪農では現在，複数の農業者が法人を設立して共同

最初に，現在どのような技術が農場に導入されて

経営したり，個人経営の農場がメガ・ギガファーム化

いるのかを伺ったところ，
（1）牛の繁殖管理に使わ

したりするなど，大規模化と効率的な経営を目指す動

れる技術と，
（2）牛の選抜を行うためのゲノム技術

きが進められている．それに伴い搾乳ロボット等の技

とデータベースについて，それぞれ代表的な社名も

術進歩や民間コンサルタント会社の台頭，
TMR（Total

挙げながら紹介いただいた☆ 1．

Mixed Rations : 完全混合飼料）センターの設立，飼養
戸数の減少による余剰牧草地の増加がある．この背景

牛の繁殖管理に使われる技術

には多頭飼育管理技術の確立と経営支援システムの発
1）

展による酪農の分業化の進展があるとされている ．

牛の発情を発見して人工授精し妊娠させることは，
酪農家が経営活動していく上で必須の管理作業です．

また，黒毛和牛繁殖雌牛の減少とそれに伴う素牛

その最初の作業である「牛の発情を発見する」こと

価格の高騰を背景に，肉牛農家が黒毛和牛の受精卵

を，人による観察ではなく牛にセンサを付けて代わ

を乳牛に移植して和牛子牛を生産するために酪農を

りに管理作業を行う技術システムが近年増えてきま

開始することも増えてきた．このような肉牛農家の

した．もちろん，それは大規模化し集約された形態

2）

酪農参入も経営の大規模化に繋がっている ．

の変化による影響も大きいです．

大規模化に伴い，情報技術（IT）を用いた牛群管

具体的に説明すると，牛の発情に伴う活動性の増

理や，ゲノムデータを用いた牛の選抜が日常的に行わ

加があるかを集積・モニタします．そして通常時の

れるようになり，それらに関する専門知識も必要に

数値からの逸脱をシステムが ” 発情 ” と認識します．

なってくる．酪農家の人たちはこのような現状にどの

センサは牛の足や首に端末として付け，その情報

ように対応していっているのだろうか．獣医師で「酪

を搾乳時に受け取ったり，または無線通信でリアル

農コンサルタント」を行っている（株）ゆうべつ牛群

タイムに受け取ったりします．また最新のものでは，

管理サービスの代表取締役である安富一郎氏に 2018

牛の反芻行動や起立，伏臥（睡眠）行動を定量化す

年 6 月 16 日にお話を伺った．安富氏の会社は酪農家

ることで，発情だけではなく病気や分娩を推定する

と年間契約により，乳牛の飼育管理や牛舎施設の改善
から病気の発生を予防することに重きを置いた仕事を
行っている．農場のサイズは，搾乳される頭数として

30 頭から 1,200 頭と大きな幅があるそうだ．
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本インタビューは「ELSI 概念の再構築」
（セコム科学技術振興財団特定領
域研究助成（ELSI 分野）
）研究メンバである見上・三成・吉澤と江間によっ
て行われた．本執筆にあたってはまずインタビュー全体を書き起こし，
テー
マに応じて情報技術に関する項目のみを抜粋し，論点をまとめた．その
後読みやすさのために言いよどみや重複などを簡易編集している．

ことにも使われるようになりました．反芻は牛の健

房炎という病気に罹患したと判断したりします．さ

康を表す大事な行動であり，僕ら獣医も牛がベッドに

まざまなデータの組合せを使いながら牛を管理する

横になって反芻をしていることは，牛が健康であるこ

という考え方を思いついたイスラエルは非常に先進

とはもちろん，その牛舎施設や管理するスタッフの仕

的だったわけです．

事の良さを示す大事なサインだと考えています．

そしてこれら牛の活動量や乳量，反芻，それから

またロボット搾乳機器などと合わせて，搾乳のた

病気などさまざまな要素を吸い上げて表示するシス

びに乳量や乳成分をデータ化するミルクメーターと

テムにアメリカの Dairy Comp 305 や日本の Farmnote

いうツールもあります．これは搾乳作業という酪農

などがあります．Farmnote は，現時点ではセンサ

家において必須の仕事の中で得るとても重要な情報

によるデータ収集と，人材が増え会社化してきた牧

となります．ミルクメーターは搾乳機器と一緒に販

場におけるタスク管理として利用されています．し

売され，北海道内では主に 3 つの大企業，GEA（ド

かしそれにとどまらず，データを経験データとして

イツ）
，デラバル（スウェーデン）そしてロボット

積みながら AI を利用していくという将来ビジョンを

搾乳では最もシェアを持つレリー社（オランダ）か

語っており，今後の展開には注目したいです．

ら提供されています．特にレリー社のロボット搾乳
機器は人を必要としない自動搾乳を可能とします．

牛の選抜とゲノムデータベース

新規の搾乳施設を建てる際には，今まで主流であっ

種牛となる雄牛の評価は従来，それらの娘牛が産

たパイプライン式やミルキングパーラー式の搾乳機

まれ成長し，牛乳の生産を開始してはじめて評価す

器ではなくロボット搾乳施設の方が採用されること

るという「後代検定」という手法でなされていまし

が多いと思います．

た．しかしそれには年月もコストもかかります．

以前レリー社を扱っているコーンズ・エージーとい

そ こ で SNP（Single Nucleotide Polymorphism :

うディーラーから聞いたところ，レリー社の販売台数

一塩基多型）テストという遺伝子検査を利用して，

は世界でも日本がトップではないかということでした．

データベースを蓄積して予測をするという考え方

雇用環境が厳しくなってきた中で，北海道のような田

が新しく生まれました．国内でもゲノムテストは始

舎において，より多く牛を搾乳しなければならない場

まってはいますが，まだ出力される情報量やその信頼

合ですと，人間よりもロボットに依存した形態にシフ

性には先進地のアメリカには及ばないと思います．私

トせざるを得ないことも理解できます．

たちは顧客の牛に対しサンプリングを行い，アメリカ

こういったビジネスモデルの変化から，酪農場に

の民間会社に送って SNP テストを行い，アメリカの農

は非常に多くのデータが存在し，それらを組み合わ

務省が管理するホルスタイン種のデータベースからゲ

せることでより精度の高い発情発見を目指すことに

ノム評価値を得て顧客にフィードバックしています．

なります．多分，発情発見のオリジナルの考え方を

今までは娘牛の成績が出てから評価されていた

提案したのは Afimilk というイスラエルの会社だと

のが，今は雄牛のゲノム評価が先に来て，娘牛の

思います．それには牛から得られる 3 つのデータ，

データも後から追加されて検証されることで，ゲノ

すなわち乳量，電気伝導度（乳汁中の電気伝導度）

ムデータの信頼性はさらに高まっていくと考えま

そして活動量を用います．たとえば活動量が上がっ

す．図 -1 は 2007 年から 2011 年までの期間，市場

て乳量が下り，そして電気伝導度に変化がなければ

で売られていた精液の割合を示しています．以前

発情であると判断したり，または電気伝導度が上

は，後代検定によって初めて評価された種牛の精液

がって乳量が下がり，かつ活動が変わらないのを乳

（ファーストクロップノンゲノム：First crop non-G）
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が主流だったのですが，わずか 5 年間でゲノムだけ

インタビューからは，牛群管理や牛の選抜には，

で選ばれた種牛の精液（ヤングゲノム : Young G）

情報技術や生命科学の最先端技術が実用化されてい

が最も多くなったという変化が見られます．

ることが分かった．また，それに伴って牛個体の評

評価と選抜のスピードが速くなった結果，乳牛

価も後代からの推定ではなく，データベースに基づ

の遺伝改良も急速に進んでいると考えられていま

く予測評価へと移り，改良のスピードは上がっている．

す．この SNP テストとデータアクセス料金と送料

しかし一方で，安富氏はこのようなデータ依存の

で，1 頭あたり 9,000 円かかるのですが，ランク

酪農経営に違和感も覚えていると言う．その理由と，

が分かったら下位の牛を販売してしまう，または

今後の酪農の在り方についてもお話を伺った．

優秀な雌牛からとれた受精卵を受卵牛に移植する
ことが可能となり，十分に費用対効果を得られる
戦略だと考えます．

データ化・モニタ化への違和感

ま た，「95 ％ ぐ ら い の 確 率 で 娘 牛 が 産 ま れ る 」

私たちの重要な仕事の 1 つは，牛を効率的に妊

という雌判別精液の出現も大きな技術革新でした．

娠させることです．テクノロジーが増えると，獣医

この技術はアメリカの XY 社という大企業がほぼ

師の作業が減る可能性も出てきました．

独占しています．これを使うことによって，将来

データ化やモニタ化は，牛から離れて管理する方

の搾乳牛になる後継牛を安定的に確保することが

向に向かっています．でも，獣医師が直接牛に向き

可能となり，繁殖管理で牛群の改良を容易にする

合う方が，より多くの情報を牛から感じとることが

条件を得ることができたわけです．

できます．また前述した発情発見に関する技術もま

日本でも類似したデータベース作りが始まって

だ診断の正確性は高くなく，さらには妊娠したこと

い ま す が， 現 状 は， 世 界 中 の 牛 の 情 報 が ア メ リ

を推定するには及んでいません．より多くのセンサ

カに流れています．理由としては，1 つは精液も

そして AI の活用が進めば，こうした問題を将来ク

アメリカから買っていること，また牛群を改良し

リアする可能性はあるとは思いますが．

ようとすると多くの情報はほとんど海外の情報ば

さらに，データ化やモニタ化は牛の病気を早期に

かりであるため，比較するときにも海外のデータ

発見する，つまり病気が起こることを前提にした考

ベースや指標の方がいいということになります．

え方で生まれた技術でもあります．今は国もセンサ

残念ながら酪農というのは北米依存なのです．

の方に投資していますし，この全体的な流れに対し

% of total breedings

て柔軟に構えてはいますが，牛が健康でかつ生産的
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な姿をイメージした酪農に対し，根本的な問題解決
にはならないのではないかと考えています．
僕は病気ありきのセンサではなく，病気を減らす，
予防することが重要であると考えます．そのため我
が社は牛の集団を，より健康な方にシフトさせて，
それにより省力化と生産性を上げたいと思っていま
2007
Young Non‐G

2008

2009

2010

First crop G

First crop non‐G

Breeding year

Old G

■図 -1 市場で売られた精液の割合変化 3）
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2011
Old non‐G

す．そのため僕は，牛の住む環境や牛の餌，そして
牛を管理する人の教育に介入しています．

のであり，それをどのようにしたら予防できるのか，

酪農現場の改革

いかに牛が快適になるかという「カウコンフォート

健康に関する評価指標

（Cow Comfort）」の概念が重要になると言う．

牛の生産性や健康そして長命性と関連する体型を
総合的に考慮した評価指数として，日本では NTP

カウコンフォートは生産的な意味合いが強いです．

（Nippon Total Profit Index）がある．それに対し

図 -2 はアメリカの有名なコンサルタントがつくっ

アメリカでは TPI（Total Performance Index）や

たファクタなのですが，乳生産をしていく中で一番

Net merit がある．

重要なのはカウコンフォートで，それを上げれば乳

このインデックスでは，近年，牛の健康に関する
比重がどんどん上がってきている．その理由として，

量も増えるし，もちろん牛も長持ちします．
蹄病に関しては，牛の要因と管理・環境要因があ

過去に乳量を増やすための選抜を行った結果，受胎

ります．現在の集約された酪農施設の多くは図 -3

率が下がったという反省がある．現在それが回復し

のような鉄柵で仕切られ，そこに牛が並んで寝るよ

ているのは健康に関する選抜項目を加えたことによ

うになっています．またベッド以外の場所はすべて

ると考えられているそうだ．

コンクリートで加工された床となっています．
牛 の 行 動 を カ メ ラ で ず っ と 撮 る 行 動 学 研究は

カウコンフォートがキーである

2000 年代前半から進められ，その中で牛の伏臥（睡

獣医師でもある安富氏は，牛の病気治療は主に蹄

眠）時間と蹄病の発生が関連していることが分かり

（てい）の治療だという．蹄病は生活病のようなも

ました．そこで牛の寝る環境に砂を厚く敷いたとこ

フレッシュ牛
乾乳牛

乳生産

ろ，明らかに寝ている時間が長くなったという調査
Cow Comfort

育成

結果があります（図 -4）．
蹄病はつめの中に病変ができるのですが，その原
因の最終的なトリガは，牛自身の重い体重や歩行時

飼料

乳質

繁殖

バンク
マネージメント
Dr. Gordie Jones

■図 -2 乳生産への影響要因 4）
（安富氏より提供）

の物理的な衝撃と考えられており，寝るということ
が唯一それら傷害から解放されるイベントなのです．
つまり牛の伏臥時間は長いほど蹄の健康維持におい
て有利となり，蹄病の予防につながるわけです．
牛は図 -5 のように敷量を増やして，ベッドを深
くするとよく寝ます．
P =0.01

伏臥時間（時間 /24
時間）

14

13

12

11
10

0

1

7.5

マットレス上に入れるオガクズの投入量（㎏）

Tucker CB & Weary DM, 2004

■図 -3 集約された酪農施設（安富氏より提供）

■図 -4 敷料量と牛の伏臥時間 5）
（安富氏より提供）
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牛は起立する瞬間につめがバレリーナのようにつ

すことに貢献します．またこの病気は夏に発生のピー

ま先立ちする瞬間があり，そのとき足が痛い牛に

クを迎えますが，牛は暑さに非常に弱い生き物である

とってはとてつもなく痛く，その痛みに対する記憶

ため，免疫力が下がり発生が増えます．北海道であっ

が恐怖を生みます．牛は基本的にすごく弱く怖がり

ても，夏にどうやって牛を冷やすかはとても重要な課

な生き物なので，寝ることをためらうようになりま

題であり，砂ベッドはその点でも効果的です．
図 -6 は私の顧客の農場データです．死んだり，

す．そうすれば起立時間が長くなり，蹄の健康にお
いて負の影響を与え，蹄病として目に見える症状を

食に回らずに結局お金にならないで駄目になったり

示す牛が増えるようになるわけです．いかに牛に

した牛というのが以前は多かったのですが，この青

とって生活しやすい施設を作れるかが牛舎設計の基

線の右側から急に減っています．2017 年 4 月から

本概念であり，それが牛の健康管理の核の要素，つ

砂ベッドに改造をはじめカウコンフォートを高めた

まりカウコンフォートです．

結果です．それにより更新率が低下し，牛の頭数も
1,000 頭にまで増え同時に生産性も高まりました．

でもこの方法は砂が排泄物と一緒に通路に出て，
処理する機械の摩耗を生んだりするという欠点があ

牛舎を作るときに大事なのは，計画性と柔軟性で

ります．砂ではなくたとえばもみ殻とか木のくずで

す．現在の牛の頭数だけでなく将来どうなるか，そ

もできるのですが，それをすると違う病気が出てく

してその場合の施設の拡張は可能かどうかを考慮し

ることがあるため，一番良いのは砂なのです．

ながら検討を進めます．地図を見ながら，酪農家と

こういう牛舎の改造などを進め，それによって生

一緒に将来の牛舎の配置を考え，さらにその内部構

産を上げながら寿命を伸ばして更新率を下げていく．

造についての具体的な改造事例や適切なレイアウト

また並行して生産性や効率性の低い牛を自主的に淘

を具体化して提案を進めていきます．こういった牛

汰することもできるようになり，牛の集団としての

舎建築の相談は年々増えており，酪農家さん自身も

改良はさらに押し上げられていく，というのが私た

カウコンフォートの重要性を理解されてきたと思い

ちの目指す姿でもあります．

ます．新しい施設を作るときは病気を制御するチャ

また牛の病気として最も多いのは乳房炎ですが，そ

ンスです．それがカウコンフォートの高い良い環境

の発生は砂のベッドにするとぐっと減ります．この病

であれば，以前の悪いものとの対比がはっきりする

気は細菌感染によって発生します．砂をベッドの敷料

ので，それが投資意欲になり，酪農業のさらなる成

として使うと，ほかの有機物の敷料よりも菌数が少な

長につながると考えています．
あとは，牛の食べる餌の設計や総合的な栄養管理

いことが分かっており，それが乳房炎の発生を減ら

07/28/18
22
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■図 -5 砂ベッド（安富氏より提供）
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■図 -6 砂ベッド等の改良前後で廃用になった牛数の推移（安富氏より提供）

も我々に任されていますが，この分野こそ完全に海

管理）認証を去年の暮れに取って，という戦略を進

外依存です．海外の飼料設計プログラムを使ってメ

めてきました．ただ，プロセスに対する認証を取っ

ニューを考え，また栄養関連の知識のほとんども北

ていても，いざ商品を売るということになったとき

米から来ています．コストを意識しながらより高い

の差別化はそれだけでは難しいようでした．

泌乳性を求めつつも，牛の健康も維持できる飼料メ

それであれば，もっとはっきりした付加価値を付
けたほうがいいということで，そこの牧場は全頭ゲ

ニューの提案が求められています．

ノムテストをして，今，A2 ミルクを生産すること

ゲノム以外の取り組みとブランド化

も考えています．A2 ミルクというのは，元々オー

砂ベッドなどの話は，健康を評価するためには，

ストラリアが発祥です．牛乳の生乳中のβカゼイン

遺伝子よりも環境要因が大事という話でもあった．

に A1 と A2 という 2 つのタイプがあることが分かっ

しかし，実際には環境要因の評価は難しいのではな

ています．A1 の因子を持っているものが牛乳に対

いだろうか．現状では，安富氏の言葉を借りれば

してのアレルギーとか，飲めないことと関係性があ

「データや数値ばかり」が見られている．つまりア

るということで，A2 タイプのミルクの商標登録を

ウトプットやプロダクトのみが重視されている．環

その会社がしています．パテントの問題など障害は

境のようなプロセスに関する評価はどのようにすれ

ありますがイメージ戦略としては一番インパクトの

ばよいのかという質問に対して安富氏はこう答えた．

あるやり方だと思います．

ゲノム情報は生産や牛の健康を数値化しますが，
それらが実際に表現された数値になる過程において，
管理や環境の要因が強くかかわるのは現実です．
「ゲ
ノムが良い」からといって，その通りの結果が出る

インタビューからの示唆
酪農をめぐるプラットフォーム
酪農をめぐる社会的な状況も変化していく中で，

わけではありません．ただ，ビジネスとしてはゲノ

生産性の向上や作業の効率化，省力化が現在推進さ

ム以外の要因を無視したほうがやりやすいわけです

れている．搾乳ロボットやデータベース，指標，飼

が．これまで述べてきたカウコンフォートを高めつ

料や飼育方法などは北米や欧米主導であるという事

つ，遺伝的な有利性を最大限発揮していくことで酪

実はあるものの，個別の酪農家が，生産性を上げる

農は進化していくと考えます．

ために最先端の情報技術やゲノム技術を駆使して試

ただこれは生産としての量的成長であり，生産物の

行錯誤することは今後もますます増えていくだろう．

単価に貢献するようなブランド化とは違います．酪

ま た， 日 本 の 状 況 に 即 し た 評 価 指 標 や デ ー タ

農の場合，“ 乳 ” という差別化しにくい販売物を扱っ

ベースの構築も進められているということである

ていること，また賞味期限が短いものを流通・販売

が，精液の販売やゲノム情報による予測システム，

していることもこの分野の展開を難しくしています．

乳量など日々のデータ，「良い牛」に関する評価指

それをブレークスルーするためには売り先をはっ

標の改良，それに伴う資料や管理方法の学術的な

きり求めていかなければいけません．うちのお客さ

研究や情報など，多くの評価をめぐる要素が機能

んで富良野藤井牧場というのがありますが，そこは

するプラットフォームがすでに北米や欧米で形成

日本で初めて HACCP（Hazard Analysis and Critical

されている．そのような中，日本ならではのさま

Control Point : 危害要因分析重要管理点）認証を取っ

ざまな情報や知見が集約したプラットフォームを

て，JGAP（Good Agricultural Practice : 農業生産工程

作っていけるかは 1 つの課題となるだろう．

2. 牛と最先端技術に向き合う酪農コンサルタント 情報処理 Vol.59 No.11 Nov. 2018
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牛に向かい合う必要性

はならない．

一方，インタビューでは，現在の酪農と情報技術
政策において，センサ化やモニタ化のみが推進され

酪農コンサルタントという仕事

ていくことに対する違和感も提示されていた．本特

安富氏は技術を貪欲に求めていくこと自体を否定

集号の別レポートにおいても，
「技術が入ると牛を

はしないが，
自身の仕事を「対農場のゲートキーパー」

見る技術の目が失われる」ことに酪農家がどう向か

と考えていると言う．
「何をその牧場に対して選択し

6）

い合っていくかという論点が提示されている ．牛

たらいいかとか，個別の流れだけでなく全体の流れ

の様子がデータ化，数値化や可視化されているが故

ということも含めて考えなければいけない」と言う．

に，新たに酪農の世界に踏み入れた新人でも，数値

個別の酪農家でもなく，技術を導入してほしい企

というエビデンスを使って経験を持つベテランと対

業でもなく，「日本の酪農」という粒度で未来を見

話できるようになるという利点はある．また情報の

つめる専門家として，安富氏は海外にも積極的に出

可視化や共有を推進することによって，そのような

かけて行って最先端の研究を吸収するだけではなく，

新人に特定の仕事を任せることも可能になるだろう．

大学や新規農業参入者などに対して勉強会も開催を

しかし，
「牛を見る技術」や，
「カウコンフォート」

しているという．

をどのように具体的な対策として設計するかは，デー

安富氏が実践する，治療ではなく予防をする獣医

タではなく，実際に対象となる牛を見ることで養われ

師としての「酪農コンサルタント」は技術進展に伴っ

る面も多い．情報技術を用いることで，データをも

て生じる「新しい職業」の 1 つでもあるかもしれな

とに効率化や省力化を提案することもできるが，牛

い．その職業で必要とされているのは既存の枠組み

そのものの快適性などの新しい価値を実際に試行錯

にとらわれずに牛と酪農家に真剣に向き合う姿勢だ．

誤していくのはやはり現場知を持つ人間である．
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企業のコンサルティングでも同様のことがいえる
のではないだろうか．データを見て問題や無駄な支
出などを指摘することはできるかもしれない．しか
し，個別の組織の状況や人間関係を把握できていな
いと，具体的な解決策を提示しても取り入れられな
い，あるいは提示ができないこともあるだろう．問
題を指摘するだけではなく，それを現場で改善する
方法を提案できる能力を持っていなければ本来の意
味でのコンサルティング業務は成立しない．
「酪農コンサルタント」である安富氏は，そのよ
うなコンサルティングをするためには獣医師などの
経験が必要だと言う．また，技術プラットフォーム
の構築や技術コンサルをするにあたっても，現場を
よく知っているということがやはり重要になると言
う．牛群管理ソフト Dairy Comp 305 も元は米カリ
フォルニアの獣医クリニックの人たちが診療しなが
ら使っていたプログラムであるということを忘れて
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