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（参考２）畜産関係の技術（開発中の技術を含む）

☞連絡先
㈱AmaterZ
TEL:03-6455-6884
info@amaterz.com
https://www.amaterz.com

製品HP

㈱AmaterZ:
牛の空胎期間を適正に保つソリューション「tukumo of cow」

●小型軽量かつ、自己発電により電池不要で耐久性が高くメンテナンスが不要であり、遠隔監視を低
コストで実現可能な⾧距離無線センサーネットワークである「tukumoシステム」を開発。

●牛の活動量と体温変化から、発情兆候の発見や、傷病状態監視、産後回復期事故防止、 行
動・状態変化捕捉等が可能。また、センサーは、牛や豚の首ベルト、耳標、尻尾など装着 箇所の
自由度が高く、畜舎の温度・湿度・照度・ガス濃度なども同じセンサーで監視が可能。

☞連絡先

TEL:080-2230-1129
info@eco-pork.com

当社概要および
お問合せは、左記の
QRコードからもご覧
頂けます。

㈱Eco-Pork:養豚経営支援システム「Porker」

●養豚経営における必要情報を簡単に記録し、分析が可能なクラウド型管理システムを販売中。
●得られたデータから作業予定の管理および繁殖成績・肥育成績の最適化支援を行う分析結果を提供することで養豚生産者の

作業省力化、経営力向上に貢献。
●豚舎内の温度・湿度等の環境データを自動で取得し、Porkerにデータ連携する環境センサーのサービスを開発・実証中。

Porkerの活用イメージ

〇家畜生体管理
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☞連絡先
伊藤忠飼料㈱ 業務部
情報システム開発チーム
TEL:070-3872-6472
fukunaga.kaz@itochu-f.co.jp

伊藤忠飼料㈱／NTTテクノクロス㈱:
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【対象営農類型】

●撮影した豚の画像から、独自の画像認識技術を組み込んだ計測ロジックで豚の体重を推定する「デジタル目勘」。
●出荷時の体重の違いなどで豚の価格が変わることに悩む養豚農家に対し、本サービスは豚の体重を簡易に推定することで養豚農家

の作業省力化、経営向上に貢献。

＜特徴＞
「非接触型」の体重推定システム

小型・軽量で⾧時間駆動

安定的に高い精度で推定

豚体重推定システム「デジタル目勘」

YouTube

【価格】
ソフトウェア利用料 15,000円/月・台
端末価格 518,000円/台
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●無線センシング機能を有した体温センサーを牛の膣内に挿入することにより、微妙に変化する体温を5分毎0.1℃単位で計測し、
その情報をモバイルデータ通信網を介して監視サーバで保存管理・情報提供する。

●分娩が予想される1週間前にセンサーを膣内へ挿入留置することにより、分娩の約24時間前の段取通報や、分娩直前の駆付け
通報を行い、分娩準備や分娩介助を行うタイミングを通知する。また、発情前が予想される１週間前にセンサーを挿入留置するこ
とにより、発情通報や妊娠鑑定を行うことができ、繁殖成績の向上に貢献する。

●モバイル牛温恵の導入牧場は2,300牧場、約92,000頭の母牛に活用され、日々約200頭の分娩をサポート。
●畜産農家さんとタッグを組んで「分娩事故ゼロへの挑戦」を行っている。

☞連絡先
牛温恵カスタマーセンター
TEL:0570-783-133
info@remote.co.jp

㈱NTTドコモ／㈱リモート:
牛の分娩・発情発見システム「モバイル牛温恵」

牛温恵HP

京都大学／㈱ワイピーテック:
瞳孔撮影によるビタミンＡ簡易測定による肥育牛の適切な管理

●肉牛を肥育する上で最も重要となる血中ビタミンＡ濃度(VA)について、瞳孔カメラによ
る計測装置を開発中。

●さらに、体温、給餌・飲水量、肥育環境等を計測可能なセンサー群も合わせて導入し、
種々のデータをデータベースに蓄積することにより、肉質、収量との関係を明らかにし、そ
れらのデータと個人農家および地域の戦略・要望に応じた肉質の肥育牛生産、およびス
トレスを最小限に抑える黒毛和種の精密肥育を実現。

サーモカメラによる目の画像

☞連絡先
京都大学 農学研究科
生物センシング工学研究室
TEL:075-753-6170
kondonao@kais.kyoto-u.ac.jp
fujiura@kais.kyoto-u.ac.jp
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NECソリューションイノベータ㈱:
AI×スマートフォンを活用した豚体重推定技術

●スマートフォンで撮影した画像から豚を判別し、スマートフォンに搭載されているステレオカメラから距離を割り出し、豚の体重を推定。
●なお、画像からの豚検出は、ＮＥＣの画像解析技術およびＡＩ（機械学習）を駆使し、豚の格好（立っている、寝ている）に

かかわらず、豚を特定可能。

☞連絡先
NECソリューションイノベータ㈱
TEL: 03-5569-3313
agri@nes.jp.nec.com

【対象営農類型】
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●「ＭＯＨ－ＣＡＬ」は、酪農牛・肉用牛の発情、分娩、育成、肥育など飼養管理全般を支
援するためのシステムとして、牛にセンサーなどを取り付けるのではなく、牛房に取り付ける赤外線
モーションセンサーカメラにより得られた画像について、システム側が自動的に画像解析を行ない
個別の牛の行動を分析し、その行動に対して異常検知などの必要に応じて牛の管理者の携帯
電話やスマートフォンへメール通知する。

☞連絡先
㈱コンピューター総合研究所
TEL:029-303-8851
contact-cal@moh-cal.com

㈱コンピューター総合研究所:
MOH-CAL（画像による牛管理）

●web牛歩は、インターネット回線を利用するので、いつでも、どこででも発情開始時間と授精適期を確認。1時間単位で24時間リア
ルタイムに発情状況をグラフ表示して繁殖ロスを削減。

●牛歩１０は、 1台で10頭まで管理が可能、パソコン不要の表示盤タイプ、ボタン1つで簡単操作、3時間単位で72時間リアルタイ
ムにグラフ表示、コンセントに挿すだけの簡単設置。

●歩数計をネックタイプへ、web管理システムの「Step」へのアップデートで牧場業務をより強力にサポート。

☞連絡先
㈱コムテック
TEL:0984-25-6070
http://www.s-comtec.co.jp/
Info@s-comtec.co.jp

ネックタイプ牛歩
間もなくリリース

発情検知率:牛歩と同等
開発期間:７年

新クラウド型飼育牛管理システム

Step
間もなくアップデートリリース
従来の牛歩webと比較して

より広い範囲の牛群と牧場業務の管理

牛歩１０ =  ICTアップデート

次の
ステージへ

次の
ステージへ

㈱コムテック:クラウド型飼育牛管理システム(Step)
繁殖・健康管理システム(牛歩シリーズ) 

お問い合わせ
フォーム
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光和ネットサービス㈱:
電池レスビーコンによる牛の行動管理ソリューション「ルミログ」

☞連絡先
光和ネットサービス㈱ 企画部
TEL:048-446-7780
rumilog@kowa-ns.co.jp

◆電池レスビーコンの取付け状況

●繋ぎ飼い牛舎、フリーストール牛舎、フリーバーン牛舎、放牧地での牛の行動管理が可能。
●牛の行動（採食、反すう、静止等）や活動量の推移を記録。
●センサーは軽量（約60ｇ）で電池は使わずメンテナンスフリー。
●ソーラー発電機により放牧地等の電源確保が難しい環境での利用も可能。

【対象営農類型】
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☞連絡先
㈱セントラル情報サービス

牛プロジェクトチーム
TEL:06-6538-2532
ishindenshin@cisnet.co.jp

【対象営農類型】
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㈱セントラル情報サービス:
胃診電信（胃内センサーによる牛の健康管理）

●牛ルーメン内に投入・留置した無線温度センサにより、５分毎２
４時間３６５日継続して深部体温計測を行う事で早期の疾
病・転倒事故対策や繁殖（発情・分娩）の支援を行う。

●収集・蓄積した温度データを分析、個体毎の体温変化を監視し
症状や行動に表れる前の体温推移から状況を捉え、メール通知。

●個体情報はＰＣ・スマートフォン・タブレットにより、どこにいても確認可能。
●給水回数や異常な体温変化の早期通知、繁殖管理の的確な通知により慢性

疾病対策や生産性向上を進め、農家経営効率化・働き方改革を支援。

●牛（酪農、肥育、繁殖）に取り付けたタグに内蔵されたセンサーから収集したデータを分析し、リアルタイムに動態・起立・横臥・反
芻などの複数の行動を人工知能で分析し、異常を検知する。

●取得した行動データはパソコンやスマートフォンからいつでもどこでも確認できるよう「見える化」し、牛の発情や疾病兆候・転倒事故等
はアラートでお知らせする。

●人の観察力を最新技術で補助し、農場の生産性を高めるサービス。

☞連絡先
デザミス㈱
TEL:03-6380-7239
contact@desamis.co.jp
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【対象営農類型】

デザミス㈱／NTTテクノクロス㈱:
U-motion® (牛群管理、行動モニタリング、異常検知)
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㈱ファームノート:牛向けIoTセンサー 「Farmnote Color」
クラウド牛群管理システム 「Farmnote Cloud」

第8回ものづくり日本大賞
内閣総理大臣賞 受賞

第5回日本ベンチャー大賞
農林水産大臣賞 受賞

☞連絡先
(株)ファームノート
TEL:03-3447-8213
support@farmnote.jp
https://farmnote.jp/

●斃死鶏の検知作業をＮＥＣの画像認識技術と機械学習技術を組み合わせて自動化する。鶏舎内の通路を専用の台車で回り、
ケージ内を撮影し、この動画をあらかじめ学習させた大量の画像と照合し斃死鶏を検知する。

☞連絡先
ＮＥＣ
heisikeisl@kgs.jp.nec.com

【対象営農類型】
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ＮＥＣ:斃死鶏発見システム

リコーインダストリアルソリューションズ㈱:
牛群管理システム ”RICOH CowTalk”

≪センサー≫

≪データ中継器≫

☞連絡先
リコーインダストリアルソリューションズ㈱
TEL :050-3814-6518
zjc_agri_info@jp.ricoh.com
https://cowtalk.ricoh.com/ サービスサイト

センサーデータの活用による機能
●行動分類 （反芻/活動/静止）
●発情兆候検知
●反芻低下通知

※内容は変更となる場合もございます。
※販売サポートは日本全薬工業㈱様と行っていきます。
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【対象営農類型】
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TIS北海道㈱:酪農管理システム

☞連絡先
TIS北海道㈱業務推進室
TEL:011-251-5514
mail: kanri@tis-h.co.jp

●酪農事業を取り扱っている農協様や各種団体様向けのクラウドサービスです。
●酪農に関するさまざまなデータを一元管理することで、より的確な営農支援を実現します。

 生産管理
出生、異動、死亡等の生産情報の入力や報告を行います。
 生乳管理
出荷乳量および生乳検査結果の取込みと修正を行い、
生乳に関する帳票出力を行います。
出荷乳量の補填処理にも対応しています。
 人工授精管理
人工授精、授精卵移植や妊娠鑑定の入力、照会
および授精に関する帳票出力を行います。
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【対象営農類型】




