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スマート農業の推進に関する国の動き

〇 「スマート農業の実現に向けた研究会」の設置（平成25年11月26日）

・ ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業（スマート農業）を実現するため、スマート農業の将来像と実現に
向けたロードマップやこれらの技術の農業現場への速やかな導入に必要な方策を検討する研究会を、農林水産省に設置。

〇 「中間とりまとめ」を提示（平成26年３月28日）

・ スマート農業の実現に向けた研究会において、スマート農業の将来像やその実現に向けたロードマップ、スマート農業推進に当たっての
留意点等を、「検討結果の中間とりまとめ」として提示。

【畜産におけるスマート農業の将来像】

出典：「中間とりまとめ」 1
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・ 飼養戸数は減少する一方、
１戸当たりの飼養規模は拡大

・労働時間は2,000時間/人・年を超える畜種もあり、
周年拘束性が高い

・担い手の高齢化や経営者不足等を背景に、
経営離脱が続いている

畜産をめぐる状況
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課題から見たシステムの機能及び期待できる効果

畜産経営におけるスマート機器導入時の留意点

課題 利用するシステム（システムの機能） 期待できる効果

作業を効率化したい
・家畜や雇用者の作業を的確に管理
したい

・コストなどを分析して経営改善につ
なげたい

作業・経営管理システム
・作業や飼養計画の管理ができる
・生産コスト、経営分析や経営シミュレーション

・飼養履歴の記録、提出やＧＡＰに基づく工程管理が
できる

高生産性・高品質の畜産物を
安定生産したい
・環境や家畜の状況を把握し、状況
に応じて管理することにより生産性、
品質を高めたい

最適な経営判断が可能
・規模の拡大にも効率的かつ適切な
作業が可能
・経営の見える化によりコスト削減

人材育成システム
・篤農家の「匠のわざ」を形式知化、データベース化
して誰でも学べる
・生産現場での疑問や情報をシェアできる

生産・環境管理システム
・生産性・品質のデータを見える化する
・畜舎の環境をモニタリングをする
・畜舎の環境を適切になるよう制御する
・生育状況に応じ飼料給与量などを調整する

人材の育成・能力の向上
・畜産経営者になるための期間を
短縮

・高度な技術の伝承により、作業者
の技術水準の向上

畜産物の信頼性向上
・生産におけるリスクを軽減

・取引に必要な飼養管理やＧＡＰなど
の対応が容易になる

生産性・品質の向上・安定化
・生育状況や環境に応じた管理によ
り生産性や品質が向上
・疾病の発生リスクが軽減

生産工程を見える化したい
・飼料や治療などの履歴の情報管理
や事務管理を省力化したい

・生産現場の状況や生産物の価値
などを発信したい

人材を育成したい
・経験が少ない者でも適切な作業が
できるようにしたい

〇スマート機器導入にあたっては、システム導入により目指す経営の方向性（課題）を明確にし、期待でき
る効果（コストとのバランスも含む）を整理する必要がある。
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ビックデータ
分析

農家による生産関連データの集約と活用

〇 情報の集約により、牛の移動履歴や乳量・乳成分といった様々な情報の一元的利用が可能。
〇 複数農家の情報を集約・分析することで、各農家は類似飼養規模別・地域別といった単位との比較が可能となり、自らの
立ち位置を把握することで改善すべき点の分析も可能。

【課題】現在、情報を収集・活用するには
（１）各情報を所有する機器や団体等から個別に収集。
（２）紙媒体での情報もあり、分析等の活用が難しい。
（PCで閲覧可能でも複数アプリが必要 等）

（３）データの連動や比較による経営分析等が難しい。

牛の移動履歴

団体A 機械B 機械C 獣医師D 団体E

乳量・乳成分

人工授精 血統情報

（１）情報が一元化し、各情報の一括入手が可能に。
（２）データとしての入手が可能となり、情報の活用が容易に。
（３）様々なデータの比較検討により、経営分析等が容易に。
⇒ 農家単位・牛単位で生産性の向上へ寄与。

疾病履歴

情報の集約により

例）乳牛１頭当たり乳量：
‘12年度 9,010kg → 16年度 10,008kg

情報元

【事例】
デンマークではデータ集約・活用の効果もあり、生産性が向上

農家単位・牛単位で
生産性向上

情報の集約

分かりやすい助言

全国版
畜産クラウド

情報の接続

（現状）

（同時期の我が国は8,154kg→8,522kg）
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牛の個体識別情報の活用

① 伝染性疾病発生時の迅速な個体追跡を可能とすること

② 生産物についての生産情報の提供のための追跡基盤を整備すること

③ 農家等における個体確認を確実かつ簡素化すること

④ 個体識別番号を鍵として個体情報の統合を可能とし、経営の高度化に資すること

⑤ 改良の精度を向上させること

⑥ 個体識別を必要とする団体等の業務を効率化し、農家へのサービスを向上すること

⑦ 個体識別を必要とする制度及び補助事業の適正な執行を確保すること

家畜個体識別システム構築に係る基本方針
（平成13年10月22日家畜個体情報管理システム推進中央協議会決定）
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≪牛トレサビリティ制度の概要≫

ＢＳＥのまん延防止措置の的確な実施を図るため、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、
生産から流通・消費の各段階において個体識別番号を正確に伝達することにより、消費者に対して個
体識別情報の提供を促進



地域で牛の個体識別情報を活用した取組

 乳用牛の個体別乳量を評価す
るための牛群検定成績、家畜人
工授精などの繁殖成績、獣医師
による家畜の治療歴などの情報
を牛の個体識別番号をキーとし
たデータベース化。

 各種データの共有・利用を促進
した結果、農場全体の課題の把
握や他農場との比較が可能と
なった。

 酪農家を始めとする関係者によ
るデータの入力・管理及び加工・
分析の省力化を実現。

 酪農家に対する営農指導や
家畜人工授精サービスを、
直近の個体毎の詳細なデー
タを閲覧しながら行えるよう、
各種データをクラウド上で統
合。

 将来の経営の予測が可能と
なり、適確な経営判断が可
能となった。

 TMRセンターが、個々の
酪農経営のデータを的確
に把握して、最も効率的
な生産が行える飼料を設
計。

 利用者への聞き取り調査
結果によると、酪農家の
データ管理に要する作業
時間が１日当たり15分程
度短縮。

B農協A協会 C_TMRセンター

・ 平成26年度から「家畜個体識別システム利活用促進事業」により、生産現場の宝である各種情報（乳量、人工
授精の成績、治療歴など）を、飼養管理の効率化・高度化に積極的に活用するモデル的な取組を支援。
・ 平成28年度補正予算では都府県での実証を支援。
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主な協議会所属メンバー
農業・食品産業技術総合研究機構
（独）家畜改良センター
（独）農畜産業振興機構
（公社）中央畜産会
（公社）日本食肉格付協会
（公社）全国農業共済協会
（公社）全国和牛登録協会
（一社）全国肉用牛振興基金協会
（一社）日本草地畜産種子協会
（一社）日本ホルスタイン登録協会
（一社）家畜人工授精師協会
乳用牛群検定全国協議会
日本飼料工業会
（一社団）日本科学飼料協会
（公社）北海道酪農検定検査協会

「全国版畜産クラウド」システムの構築

〇 全国的にデータを収集する「全国版畜産クラウド」を2018年から運用開始。
〇 今後機能の拡充、参加農家・団体の拡充を図る方針。

（支援者）
普及員、獣医師等

https://www.lcn00.liaj.jp/chikusan‐cloud/

（生産者）

データベース

利用者登録

情報提供同意システム

全国版畜産クラウドシステム
事業実施主体（システム管理主体）

（一社）家畜改良事業団

全国版畜産クラウドシステム推進協議会

コ
ン
バ
ー
タ
ー

システム推進協議会メンバー
（生産者団体等）からの生産関連情報の共有を推進

以下の情報について順次接続

・個体識別情報
・乳量・乳成分情報
・人工授精情報
・疾病履歴情報 等

WAGRIとの連携
・農地関連情報 等

ビッグ
データの
分析や
経営へ
の活用
【2019年～】

民間クラウド
データベース

民間クラウド
データベース

（生産者）

（生産者）

＜全国データベース構築＞
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※精液等情報システム
（（一社）全国肉用牛振興基金協会において構築）
と合わせて運用。



畜産クラウドで現在できること（支援者ページの例）

〇 個体識別情報と連携したことで経営内の産次ごとの分娩間隔を閲覧可能。飼養改善や治療を考える牛が見える化。

頭
数

分娩間隔

最
頻
値

平
均
値

分娩間隔の平均値が、

中央値（全ての牛の分娩間
隔の真ん中の値）より長い
場合

⇒ 分娩間隔の長くなってい
る牛がいるということ

更新or
治療牛

＜参照＞
例えば、この農家さんでは・・・

＊ ３産の牛群に繁殖の悪い牛がい
て、中央値（●）と平均値（棒グラフ）
が乖離。
＊ ７産の牛は相当、繁殖が悪い
＊ ２産の牛は分娩間隔がやや長い

治療など飼養改善を
考える牛が見える化！

＊ 発情１回逃すとエサ代は21日
で約２万円（生産費から推計）。

＊ ７産の635日を平均の462日に
短縮するとエサ代▲約8.5万円。

⓪ 個人登録及び団体登録が可能
・ 個人の場合、免許証等で登録
・ 団体の場合、団体が本人確認

①

注：農家が了承していない場合、
勝手に閲覧はできません。

②

③

⓪ まずは畜産クラウドに登録。

① データ一覧を選択すると関係する
農家が一覧表示される

↓
② 確認したい農家の「閲覧」を選択

↓
③ 農家で飼養される牛が一覧表示さ
れる。例えばここで、「農家グラフ」を
選択すると上記のグラフが表示。

＜上記を閲覧するには＞

（日）
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注）子牛が死産で牛トレサ制度の届出がない場合も

中
央
値



情報提供団体

（留意事項）畜産クラウドに集約したデータの取扱いについて

〇 個人情報は守りつつ、農家の利便性を確保するため、
・ 情報提供団体は自らが提供するデータについて、個々の情報ごとにカテゴリ－分けを実施。
・ 農家及び情報提供団体は、第3者から情報提供依頼があった場合、情報提供の可否及び提供の範囲について畜産ク
ラウドにより表明する。

農家

獣医師A 農協B 企業C

情報

カテゴリー１
のみOK

カテゴリー１～３
までOK

提供不可

カテゴリー１：乳量

カテゴリー２：乳成分

カテゴリー３：体細胞数

畜産クラウド上のデータを閲
覧・利用できるのは

農家自身と情報提供団体が
許可した相手のみ

同意／不同意の表明

〈例〉
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● 畜産クラスター事業【R3補正（一部基金）】：
617億円（所要額）の内数

我が国の畜産・酪農の体質強化を集中的に進めるため、地域ぐ

るみの収益性向上に向けて、地域の畜産関係者が連携して策定す

る畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な経営体に対し、

畜舎の整備や機器の導入等を支援します。

補助率：１／２以内
支援対象者：中心的な経営体

● 畜産ICT事業【R4当初】：10億円

● 楽酪ＧO事業【R4 ALIC事業】：55億円

酪農家における労働負担軽減・省力化及び飼養管理技術の高

度化に資する機械・装置の導入等を支援します。

● スマート畜産業の全国展開に向けた導入支援事業
【R3補正】：77億円の内数

畜産農家等のスマート機械の共同購入の取組等を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体

補助率：１／２以内 等
事業実施主体：生産者団体等

スマート農業関係予算（畜産分野）
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＜事業の内容＞ ＜事業イ メージ＞

１．畜産経営の生産性向上対策
畜産経営の省力化・生産性向上を図るため、以下の取組を支援します。
① 搾乳ロボット・発情発見装置等のICT関連機械の導入
② ICT関連機械の規格に合った家畜生産等の推進

２．全国データベース構築
生産関連情報を一元的に集約する全国データベースの構築及びデータ
ベースに基づき高度かつ総合的な畜産経営の改善に向けたアドバイスを提
供する体制の構築等を支援します。

１．畜産経営の生産性向上対策
①省力化・生産性向上につながる機械・装置（各種データ取得が可能）の導入を支援

②ロボット搾乳不適合家畜等に関する調査

２．全国データベース構築

搾乳ロボット

畜産経営体生産性向上対策

［お問い合わせ先］畜産局畜産振興課（03-6744-2587）

＜対策のポイント＞

酪農・肉用牛経営の労働負担軽減・省力化に資するロボット・AI・IoT等の先端技術の導入や、高度かつ総合的な畜産経営の改善に向けたアドバイ
スを提供するためのビッグデータ構築等を支援します。

＜事業目標＞［平成30年→令和６年まで］
子畜の出生頭数の増加（乳用牛産子：72.0万頭／年→74.4万頭／年、肉用牛産子：51.7万頭／年→54.7万頭／年）

国

民間団体 協議会

定額、
1/2以内定額

＜事業の流れ＞

民間団体

定額、
1/2以内

（１①の事業）

（１②、２の事業）

飼養管理(搾乳、給餌等)分娩監視
発情発見

(人工授精)

ビッグデータ

個体識別
情報

乳量・乳成分
情報

疾病履歴
情報

人工授精
情報

生産関連情報

全国データベース
による一元集約化

民間クラウド ビッグデータに基づく高
度・総合的な畜産経営の
改善に向けたアドバイス

発情発見装置 分娩監視装置 ほ乳ロボット 自動給餌機

〈全国版畜産クラウドシステム〉

【令和４年度予算概算決定額 1,006（1,300）百万円】

搾乳ロボットに適合する乳房形状 搾乳ロボットに適合しない乳房形
状

乳頭が交差し搾乳
ロボットが器具を
装着できない
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