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SynopsIs 

Tamaki Kida， Shigeki Tejima， Fumihiko Tanaka， Toshitaka 

Uchino (2014) A Technique for Measuring Grazing Cattle 

Form Using a 3D Digital Camera， Jpn J Grassl Sd 60 : 85-90 

The objective of this study was to estimate the withers height 

of cattle in public pastures from 3D digital pictures using an 

image-analysis technique. The 3D pictures of a cattle's side 

wer巴 usedfor withers height estimation. The object distance 

for the cattle was 3 to 5 m， and the camera height was 160 

cm. 

Withers height estimation took 3.5 minutes p巴ranimal. The 

actual and estimated withers height of cattle were correlated 

in both Holstein cattle (r = 0.67) and Japanese Black beef 

cattle (r = 0.92). The estimated withers height and weight of 

cattle were also correlated in both Holstein cattle (r = 0.55) 

and J apanese Black beef cattle (r = 0.83). These results 

indicate that 3D image analysis is an effective means of 

evaluating the growth of grazing cattle in pastures. 

Key words : Body measurement， Grazing cattle， Image analy-

sis， Public pasture， Withers height， 3D digital 

camera. 

緒言

公共牧場の草地は，全国の草地の約 15%，都府県の草地

の約 40%を占める重要な飼料基盤であるが(農林水産省

2012a) ，全国の公共牧場数とその利用率は低下傾向にある(農

林水産省 2012b)。低下要因のーっとして，公共牧場での預

託牛の発育および繁殖成績に対する，預託農家側の評価が低

いことがあげられる(山本2013)。

牛の発育評価や繁殖供用時期の判定では，牛体重と体高が

指標とされる。とくに初産種付けの時期は，早すぎると初産

牛の体格に比して胎児の割合が大きいことから難産のリスク

が高まり，遅れると経済的損失を伴う。それゆえに，初産種

付け時期は月齢、よりも体重，体高が重要とされ，ホルスタイ

ン種では体重 350kg.体高 125cmが推奨されている(農業・

食品産業技術総合研究機構 2006)。しかし公共牧場の体重

計導入率は 57%と低く(動物衛生研究所 2000)，体重測定を
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実施している公共牧場は限られている。また体尺計による体

型測定は，牛の保定や姿勢制御に労力，技量および時間を要

し，作業者の危険も伴うことから，公共牧場ではほとんど実

施されていない。

近年，画像解析手法やセンサによる非接触での家畜の測定

手法の研究が進んでいる。デジタルビデオカメラ画像 (2次

元画像)で牛体と牛の横に置いた既知のサイズの枠を撮影し

比較する手法(口田ら 1996，1997) により，牛体型(体高，

十字部高等)を高い精度で解析できることが報告されている。

また牛歩行式体重計の上に設置した超音波センサにより測定

した歩行中の牛の背の高さ(以下背線高)は，牛体高と高い

相関を示すことが報告されている(梅田 2004)。しかしこ

れらの手法は，計測は草地内では行えず，牛通路等の設備に

牛を集めて行う必要があり，機器導入に大きな投資を必要す

ることもあり，広大な草地を有する公共牧場では，放牧牛の

体型測定手法として普及していない。

さらに進んだ画像解析手法として，対象物を複数回撮影し

た画像を解析し測量する立体視解析手法が広く実用化されて

きている。また 2つの画像記録素子(以下 CCD) を有する

3次元(以下 3D) デジタルカメラ画像の立体視解析手法が

進み，コンパクトタイプの 3Dデジタルカメラと専用 3D画

像解析ソフトが市販化されている。

そこで本研究では，体尺計を用いずに.持ち運びが可能で

かつ簡易に撮影が可能なコンパクトタイプの 3Dデジタルカ

メラで放牧育成牛(ホルスタイン種，黒毛和種)を放牧草地

や集牛施設周辺で撮影し撮影した 3Dデジタ jレカメラ画像

(以下 3D画像)を解析し牛体型を推定する手法について検

討した。

材料と方法

1. 3Dデジタルカメラによる解析手法

放牧牛撮影に使用した 3Dデジタルカメラは平行ステレオ

方式のコンパクトデジタルカメラ (FinePixRea13DW3校正

機，富士フィルム，港区)で CCD間距離は 7.5cmと人の

両眼距離と同等で、ある。同時に 2枚の画像 (JPEG画像)を

撮影し， 3D画像 (MPO形式ファイル)として記録する(表

一部は日本草地学会第 69回発表会 (2013年3月)において発表。
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2. 3Dデジタルカメラの撮影条件と解析部位

1)撮影条件 牛の側面から，牛全体を画像中心に位置する

ように 3D画像の撮影を行った。測定精度を確保するため，

牛と 3Dデジタルカメラの距離は 5m以内で，なるべく水平

な場所で撮影した。 また撮影時 3Dデジタルカメラは手ブレ

低減を図るためと，解析時に牛の背の部分の座標を必要する

ことから脚元と背線部分が映るよう体高よりも高い位置

(160cm)で三脚に固定した。牛が頭をあげ，両脚を揃えた

姿勢の良い状態を理想の撮影条件として，画像t最影を行った

(図 2)。牛の個体番号は画像から確認できない場合が多いた

め，撮影時に野帳に牛番号と撮影枚数等 を記録した。

2)解析部位 画像解析によ り推定する牛体型部位は，牛側

面画像から端点が特定できる体高とし 3D画像上のき甲点

部と地表の 2点聞の距離を推定体高とした。3D画像上での

座標指定は各 3回行い，平均値を代表値とした。

第 60巻

1)。

牛体型値の推定に使用した 3D画像解析ソフト

(StarPictMeasure，桜井株式会社，台東区)は 3D画像から

テンプレー トマッチング手法を適用し立体視復元を行ってい

る (図 1)。すなわち，左画像上の任意点座標 (XL'YL) にお

ける周辺画素 (RGB画素情報)の局所的パターンをテンプ

レートとし右画像内でテンプレートと相関が最も高い点

(XR， YR)を算出し左右の画像を対応づける。平行ステレ

オ方式画像では，YLとYRはエビポーラ線上に位置し同値と

なるため， XLとねの差が視差 dとなる。視差 dとCCD問

距離 bおよび焦点距離/から，任意点のカメラを起点とした

3次元座標 (x， Y， Z)が求まる (徐辻 1998)。

l日νYI=IYL' b/d 

Z J Lf' b/d 

また画像上の 2点を指定することにより， 2点聞の距離を

算出した。
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3Dデジタルカメラ
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闘場利用機材

・3Dデジタルカメラ 富士フィルム社

画素数 1017万画素 x2 

画像ファイル 5MB/枚 (MPO形式)

焦点距離 6.3mm (35mmフィルム換算 35mm相当)

本体質量 250g 
3D画像解析ソフトウ ェア用専用 CCD校正済

-三脚 SLIK社 F630 
本体質量 1320g 

-野帳牛番号 -撮影枚数等記載

3D画像解析ソフトウェア

.3D画像解析ソフト 桜井株式会社

明TindowsOS
3D画像上の任意点の 3D座標解析

任意点問の距離の算出

解析結果画像の出力 (PDF.EXCEL形式)
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3Dデジタルカメラによる体型解析機材

FinePixREAL3DW3 

表l.

足元と背線が映るように撮影

3~5m 

Star PictMeasure 

3Dデジタルカメラ撮影条件図 2

jJ!IJ定対象点(X;Y，Z) 

I~ 

左画像上の
任意点座標

(XL， YL) 

焦点距離

CCD間距離.

d=x，-x L "R 

3D画像による測定の概要 (平行ステレオ方式)

視差

図 l
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3. 3Dデジタルカメラによる放牧牛の撮影

放牧牛の撮影を以下の 2畜種で、行った。

1)ホルスタイン種育成牛.群馬県浅間家畜育成牧場のホル

スタイン種育成(月齢 9.8-20.8ヶ月)牛の放牧牛群(平均

90頭)を対象に， 月 l回の体測時に 3D画像を撮影した。す

なわち歩行式体重計用の牛通路に l列に並んでいる牛の側面

を個体ごとに撮影した (2013年 1月 5月)。 体重計用通路は

枠高さ 120cm，幅 60cm.長さ 100m程で¥撮影距離 3-4m

とした。体高は体尺計(富士平工業 牛体測定器ホル協式)

によか体重は歩行式体重計(クボタ ロデオテック 2RT-

2W)により計測した。

2)黒毛和種育成牛 畜産草地研究所御代田研究拠点の黒毛

和種育成牛 (月齢 2.6-11.1ヶ月 )の放牧牛群(のべ 11頭，

平均 7頭)を対象に，放牧期間中 (2012年 5月 10月)に各

月 l回放牧草地内で個体ごとに牛側面を撮影した。主主影距離

は3-5mとした。体高は体尺計(富士平工業 和牛用牛体測

定器)により，体重は可搬式体重計(富士平工業 Tru-Test

EC-2000S)により計測した。

データ解析にあたっては， 3D画像解析ソフトによ り推定

した体高値と，放牧牛の体高，体重との相関について表計算

ソフト(マイクロソフト社 EXCEL201O)により 回帰分析を

行った。また推定体高と体尺計により実測した体高(以下実

測体高)を対応のある t検定(アドインソフト Statc巴197

xla) により比較した(柳井 1998)。

結果と考察

1. 3Dデジタルカメラによる放牧牛の体型測定

(1) 3D画像撮影 :3Dデジタルカメラと三脚は L6kgと軽量

で，撮影者が放牧地内や牛通路横を移動しながら，放牧牛の

側面画像を撮影可能であった。撮影時は画像中心に牛の側面

が映るように，かつできるだけ牛の姿勢が良い画像を撮影し

たため，牛通路横では 35秒 /頭程度τ 放牧地内では 40秒 /

頭程度の撮影時間を要した。撮影牛の個体番号は 3D画像と

野帳に記載した撮影時の情報から識別可能であった。

(2) 3D画像解析と推定精度 3D画像解析ソフトウェアによ

ホルスタイン種育成牛 n= 429 

160 

口

13 140 
r= 0.670 

jlliI 
話 120
{トト
十
{~ 
銀 100

80 

80 100 120 140 160 

実現1)体高 (cm)

る推定体高の解析作業は 2.9分 /頭であった。撮影時の照度

は40-120kLx程度で，降雨降雪時に撮影した 3D画像の解

析も可能であった。

ホルスタイン種育成牛で撮影した 435頭分の 3D画像から，

429頭分を推定でき (成功率 98.296)，黒毛利種育成牛では

53頭分から， 49頭分を推定できた(成功率 92.4%)。推定で

きなかった事例は 3Dカメラによる撮影ミスが3件，牛の脚

元や背が草や体重計枠に隠れた事例が7件の合計10件であっ

た。

3D画像上のき甲点部と 3Dデジタルカメラとの距離を撮

影距離としたところ，ホルスタイン稜育成牛の撮影距離は平

均 29L8cm，標準偏差 26.8cmで，黒毛和種育成牛の撮影距

離は 323.0cm，標準偏差 124.7cmであった。ホルスタイン

種育成牛では牛通路横から撮影したのに対し黒毛和種育成

牛は放牧草地内で放牧中に撮影したため，撮影距離は大きく，

かっぱらつきが大きくなったと考えられる。

表2に撮影牛の実測体高，推定体高，体重を示す。黒毛和

種育成牛，ホルスタイン種育成牛で、実視IJ体高と推定体高につ

いて有意な相関関係が得られた (p< 0.01) (図 3)。実測体

高と推定体高の相関係数は，ホルスタイン種育成牛で 0.670，

黒毛和種育成牛で 0.921であった。

表 2 撮影牛の実測体高。推定体高および体重

(ホルスタイン種育成牛刀=429)

平均値 最大値 最小値 標準偏差

実測体高 (cm) 133 145 117 5.2 

推定体高 (cm) 137 150 123 5.l 

体重 (kg) 362 502 232 48.5 

(黒毛和種育成牛 11=49)

平均値 最大値 最小値 標準偏差

実測体高 (cm) 105 118 87 8 

推定休高 (cm) 107 123 84 9.8 

体重 (kg) 195 335 78 65.5 

黒毛和穫育成牛 n= 49 

160 

y= 1.123x-ll.3 

13 140 
r = 0.921 
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図 3 実i~l)体高と推定体高の相関
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両区において，推定体高は実測体高より大きくなる傾向が

認められた。推定体高と実測体高の誤差率 1(実測体高一推

定体高)7実測体高 x1001 の絶対値の平均は 3.8%で誤差範

囲は -12.l-7.3%であった。口田ら (1996)はホルスタイン

種雌成牛の2次元画像を用いた体高解析において，推定体高

は実測体高より大きくなる傾向があり，誤差率の絶対値平均

の2.0%.誤差範囲 -3.5-3.5%と報告している。また背線高

測定装置(梅田 2004)を用いて得た背線高と実測体高では

相関係数0.993と報告されている。本報での解析の精度は両

報告よりも低い結果となった。

誤差の要因として撮影時の午の姿勢による影響が考えられ

n
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る。ホルスタイン種育成牛の撮影では体測のため牛は通路に 140 

追い込まれており，前後の牛に押される等で頭を下げたり背

中を丸めたりする事例が多く発生した。撮影時に頭を上げた

姿勢と頭を下げた姿勢での推定体高を比較したところ，頭を

下げた姿勢の推定体高の方が小さくなる傾向(平均値 2.7cm

標準偏差3.9cm)が見られた。

また体尺計による体高測定時は牛の背の部分の体毛を抑え

て測定しているが. 3D画像の撮影時は体毛を抑えることが

できないため，撮影時の体毛の状態により，推定体高が実測

体高より大きくなった可能性がある。

体尺計による体高測定は通常2人作業で. 1.5分/頭程度

を要する(梅田 2004)03Dデジタルカメラによる体型推定

では，撮影に 0.6分，解析に 2.9分で合計3.5分を要した。体

型計測値を算出する総作業時間は要するものの. 3D画像解

析ソフトによる作業は空き時間等で随時可能なことから，放

牧草地での体型計測作業自体は省力化できると考えられる。

3D画像撮影は一人作業が可能であり，撮影時の牛との距

離や牛体の向き等の自由度は高い。また放牧牛に直接触れる

必要がないことから作業者にとって安全で、，かつ放牧牛のス

トレスを低減することが可能と考えられる。

2. 推定体高による放牧牛の発育評価の検討

育成牛の発育程度は，月齢に応じた体重・体高の標準発育

曲線(全国和牛登録協会2004)により評価される。黒毛和

種育成牛において，牛月齢と体重 実測体高および推定体高

を標準発育曲線と比較したところ，牛個体によるぱらつきは

大きいものの，実測体高と推定体高は放牧中の牛の成長に伴

い標準発育曲線に準じて推移した(図 4-a.b)。したがって，

撮影牛の月齢と推定体高および標準発育曲線により，放牧牛

の発育評価が可能と考えられた。

牛の栄養状態や成長度の評価指標として，ボディコンデイ

ションスコア (BCS)が用いられる。 BCSは繁殖成績と密

接な関係が報告されているが，評価者の主観的判断によって

BCS値が偏ることがあり，評価者に対する適切な訓練が必

要とされる (Boster. Btoster 1998)。一方，評価者に特別

な訓練を必要としない簡易手法として，体重体高比(体重

体高)が用いられ，肥育牛の体重体高比は 3-4が適正値とさ

れている。

そこで，黒毛和種放牧牛の月齢と実測体重および実測体高

算出した体重体高比(以下体重実測体高比)と，実測体重お

よび推定体高から算出した体重体高比(以下体重推定体高比)
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図 4. 黒毛和種育成牛の発育の推移例.

の推移を検討した。両比はほぼ同値を示し育成初期のため

1.5-3と肥育牛の推奨体重体高比よりも小さく，月齢ととも

に増加する傾向を示した(図 4-c)。このことから，体重推

定体高比は，育成牛の成長度の遅速の判断基準として利用で

きる可能性が示唆された。

3. 推定体高による放牧牛の体重推定

牛の体型と体重は相関が高いことが知られており，特に胸

囲と体重は相関が高く，黒毛和種去勢牛用にメジャー形式の

体重推定尺が市販化されている(三橋ら 2001)。また体高，

胸囲，腹囲等の体測値を組み合わせた推定式と，体重には相

関が高いことが報告されている(水原ら 2003. 磯崎ら

2003)。しかしいずれの報告においても，体高のみでは牛

の高さ方向の成長度合いは把握できても，奥行き方向の情報

がないため体重との相関は低いとされている。

ホルスタイン種育成牛と黒毛和種育成牛のデータを用い

て，牛体重と実測体高および推定体高の相関性を検討したと
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図 5 体重と実測体高および推定体高との相関

ころ，いずれも体重と実測体高において体重と推定体高より

も相関が高い傾向を見られた(図 5)。牛体重と体高の相関

は0.8以下とされている(水原ら 2003，磯崎ら 2003) が，

黒毛和種育成牛では 0.8以上であった。これは既報の牛体重

と体高の相関性の検討は肥育牛を対象としており，肥育牛で

は肥育の進行に伴い奥行き方向の増加がみられるのに対し，

本報で用いた育成前期から育成中期の放牧育成牛では，肥育

牛と比べ奥行き方向での体型差が少なく ，結果として推定体

高と体重との相関が高くなった可能性が考えられる。またホ

ルスタイン種育成牛は妊娠牛を含むため，体重と体高の相関

が低くなった可能性があり 体重推定精度の向上には更なる

検討が必要と考えられた。

牛体の側面から撮影した 3D画像からは，胸囲や腹囲の解

析は困難であったが，牛上面から撮影した画像からは，側面

(撮影方向)からみて奥行きである牛の横幅等の情報が取得

可能で、あった。現時点では行えていないが，側面と上面から

撮影した 3D画像を組み合わせ，推定体高と推定横幅を用い

ることで，体重推定の精度向上が可能と考えられる。 しかし

ながら，牛上面からの 3D函像を得るためには，高さ 2.5m

程度の位置に 3Dデジタルカメラを設置しシャッターをリ

モー トで操作する等の改良が必要と考えられる。

以上のことから， 3D画f像象による牛体型解析は体高を体尺

計による計i摂淵測R則則|リj値と誤差率 3

の発育を把握するための指標となりうると考えられた。しか

しながら撮影および解析に 3.5分 /頭を要することから作業

の省力化と，体高推定は牛の姿勢の影響が大きいことから，

撮影時の牛の姿勢制御が課題と考えられる。
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要 旨

喜田環樹・手島茂樹・田中史彦・内野敏剛 (2014)3Dデジタルカ

メラによる放牧牛の体型推定.日草誌 60:85-90 

公共牧場等における放牧牛の体型測定作業の簡略化を想定して，

牛体側面を 3Dデジタルカメラで撮影した 3D画像から解析ソフトに

より牛体高を推定した。撮影と解析作業に 3.5分/頭程度を要した。

体尺計による実測体高と比較し ホルスタイン種育成牛では相関係

数 0.67.黒毛和種育成牛では相関係数 0.92で推定できた。また黒毛

利種育成牛での推定体高値と体重の相関係数は 0.83であった。 3D

画像による牛体型解析手法は 放牧育成午の発育評価へ適用可能と

考えられる。

キーワード:画像解析，公共牧場.3Dデジタルカメラ，体高，体ilU.

放牧牛.
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