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一一 高知県工業技術センター研究報告 No.38 2007一一

乳牛の行動管理システムの開発(第 1報)

加速度の連続測定システムの開発

毛利謙作 今西孝也

Development of Activity Logging System for COWS (Pα吋 1)

Development of Continuous Acceler，αtion Logging System 

Kensαku MOHRI KoyαIMANISHI 

乳牛の個体管理を実現するシステムの開発のため、高知県畜産試験場内の牛舎に、牛の加速度デー

タを連続的に取得する実験システムを構築した。加速度センサデータの通信・保存プログラムを開発

した他、小型無線端末のハードパッケージ化、取付治具の設計製作、牛舎内の電波強度計測等を実施

した。実験システムの連続稼動を経て、得られたデータを分析し、平常時と発情時の加速度データの

差を定量的に把握した。

1 . まえカずき

圏内の酪農は大規模化傾向にあり、それに伴い飼

養方法が、 l頭毎の「繋ぎ飼い」から、多数を まと

めて飼育する「群管理jに移行している(写真 1)。

群管理方式は効率的な反面、個々の牛の個体管理が

困難になるという問題点がある。発情行動の見落と

しは牛乳の生産減に直結し、経営上大きな損失とな

る。

発情発見のためには、歩数計による発情発見装置 1)

等が開発、実用化されているが、より簡便、低コス

トの装置が農家から要望されている。

本研究は、乳牛の飼養方法の移行に伴うこの課題

に対し、独立行政法人産業技術総合研究所とワイマ

チック株式会社が共同開発したシンプルな小型無線

端末2)を用い、発情発見を目的とした低コス トの個体

管理システムを開発することを目的としている。

写真 1 大規模酪農家の牛舎 (群管理)

2.実験方法

2. 1 実験システムの構成

実験システムの概要を図 1に、システム構成のブ

ロック図を図 2に示す。システムは、乳牛に取り付

ける小型無線端末、小型無線端末とPC聞の通信を中

継するアクセスポイン ト、小型無線端末を監視・管

理するPC(個体管理端末)に分かれている。小型無

線端末とアクセスポイン トは微弱無線規格 (3m離

れて500μVの電界強度)の強度、周波数は303.2M

Hz 、変調方式はASK方式にて通信を行う 。アクセス

ポイン トとPCはRS-232Cで通信する。

PC 
(個体管理靖宋)

図 1 実験システムの概要
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i・e・-・鋤家} アクセスポイント

図2 システム構成のブロック図
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2. 2 小型無線端末

2. 2. 1 小型無線端末の情成

乳牛に取り付ける小型無線端末は、無線モジュー

ルと加速度センサモジュールで構成されている。無

線モジュールは、 Microchip社のPIC16F88を使用し、

シリアルポー トで受信したデータは接続された無線

モジュールに送られ、無線モジュールからアクセス

ポイン トに送信される。また、無線モジュールで受

信したデータはシリアルポー トに送られ、加速度セ

ンサモジュールに送られる。

加速度センサモジュールはCPUにMicrochip社のPIC

18F2515を使用し、 3次元加速度センサ、リアルタイ

ムクロック、 EPROM、シリアルポートで構成され、乳

牛の加速度データを一定周期ごとに取得する。

2. 2. 2 小型無線端末のハードパッケージ化

小型無線端末を牛に取り付けるためには、何らか

の固定冶具が必要となる。端末自体を収納するケー

スとして、丸型ケースが既に製作されており、それ

を牛に固定するための治具を試作した。

牛の頭部の頭絡(ひも)と丸型ケースを固定する

ため、 U字型の樹脂製の冶具を設計製作した。 3次

元CADによる設計後、 3次元造型機により製作した。

樹脂の種類はABS樹脂。端末を内蔵した状態を写真 2

に示す。

写真2 ハードパッケージ化した小型無線端末

2. 3 個体管理端末 (PC)

個体管理端末では、 OSがWindowsXPのPC上にて.NET

Framework 2.0のアプリケーションプログラムとして、

データ取得プログラム、データ表示プログラム、デー

タ解析プログラムが動作する。データ取得プログラ

ムは、小型無線端末から一定周期ごとに送られてく

る3次元加速度データを受け取り、 CSV形式でファイ

ルに格納する。データ表示プログラムは取得した 3

次元加速度データやRSSIをモニタ上にグラフイカル

に表示する。データ解析プログラムは、取得データ

を分析し、牛の状態を管理する。個体管理端末のス

クリーンショットを図 3に示す。

図3 個体管理端末のスクリーンショッ卜

2. 4 アクセスポイン卜

アクセスポイントは、乳牛に取り付ける小型無線

端末の無線モジュールと同じハードウェアであり、

シリアルポー トにてPCに接続している。アクセスポ

イントで受信したデータは、 RSSI値と共にPCに送ら

れる。RSSI値はアクセスポイントがデータを受信し

たときの電波強度である。小型無線端末とアクセス

ポイントを写真3に示す。

写真 3 小型無線端末とアクセスポイン卜

2. 5 ソフトウェア開発環境

小型無線端末とアクセスポイントにプログラムを

組み込むためには、クロス開発環境が必要となるた

め、 WindowsXPのPC上にMicrochip社のIDEとCustom

Computer Services杜のCコンパイラを組み合わせ、

開発環境を構築した。これは、テキストエディ夕、

アセンブラ、シミュレータで構成されたPICマイコン

用の統合開発環境であり、 PC上でターゲットとする

PIC CPUを搭載した組み込み基板に適した開発を行う

ことが可能である。

小型無線端末とアクセスポイントへの開発したプ

ログラムの組み込みは、シリアルEEPROMプログラマ

を使用し、 RS-232C経由にて行った。
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2. 6 連続測定システムの設置

開発した実験システムを、高知県畜産試験場内の

実験牛舎に設置した。アクセスポイントは、牛舎の

四隅の柱上にそれぞれ設置した(写真 4)。牛舎の外

観を写真 5に示す。

写真4 柱に設置したアクセスポイント (中央)

写真5 実験システムを設置した牛舎

3.結果

3. 1 牛舎内の電波強度計測

牛舎内の電波環境を把握するため、電波強度測定

を行った。ワイマチック株式会社製の専用システム

にてRSSI(Received Signal Strength Indicator) 

値を計測した。RSSI値とは、受信信号強度を示す数

字で、値が高いほど受信感度が高いことを示す。単

位はなし。この端末では80以上で安定したデータ通

信が行えることがわかっている。

端末からの信号を受信するアクセスポイン トは、

地表から2.5mの高さに設置した。これは、牛がなめ

られない高さ。牛舎内の測定点を図4に示す。

9烏 」嗣

-測定点• 
6ml・

• • 
3ml・ • • • 
醤三 -一ι

…
3響-一九…

図4 牛舎内の電波強度の測定点

電波強度の測定結果を図 5~9 に示す。 アンテナ

の種類は、ストレートアンテナとヘリカルアンテナ

の2種を試した。各アンテナは、鉛直方向に設置し

た場合と、写真 6に示すように、牛のいる方向に三

角定規により 30。傾け、電波を受信しやすくした場

合を試した。いずれもRSSI値が80を下回る箇所はな

く、 lつのアクセスポイン トで、牛舎一区画 (9m 

x 9 m)の大半の部分から信号が受信できている。

結果として、下記のことがわかった。

-牛舎内の電波環境は良い。そのため、通信エラ一

発生は他の原因によるもの。

-ストレートアンテナに比べ、ヘリカルアンテナは

受信信号強度が当然落ちるが、微々たるものであり、

牛舎内での通信には支障ない。

-アンテナを30。傾けても、受信信号強度はあまり

変わらない。

-天井ファンのノイズによる悪影響はない。

-柱や牛のすぐ後方に端末が位置する場合、受信信

号強度は著しく落ちる。

3. 2 牛の加速度計測

実験システムにより得られた牛の加速度について、

X，Y，Z各軸を合成し、 3次元的な加速度の大きさを計

算した。平常時の加速度を図10、発常時の加速度を

図11に示す。

平均加速度は、平常時0.1旬、発情時0.55g、また、

全データのうち0.5gを超えたデータの数は、平常時

2.8%、発情時51%と、加速度の大きさに明確な違い

があることが確認できた。
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図5 電波強度マップ 図6 電波強度マ ップ 図7 電波強度マップ
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写真 6 30.傾けた受信アンテナ
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図 8 電波強度マ ップ 図9 電波強度マ ップ5

4. まとめ
2.5 

~平常時| 小型無線端末を用いた乳牛の個体管理を実現する
2 

ため、 加速度を連続的に取得する実験システムを関

~ 1 .5 発し、牛舎内に設置した。得られた加速度データの
雲生当 1 

分析により、平常時と発情時の値の差を定量的に把

0.5 握した。

。 今後は、データの蓄積、発情発見アルゴリズムの

10∞1 2∞01 30001 開発 ・高精度化、無線通信の省電力化を図り、大規
データナンバー

模農家での実証試験を予定している。

図10 平常時の加速度データ
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図11 発情時の加速度データ
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