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一一高知県工業技術センター研究報告 No.392008一一

乳牛の行動管理システムの開発(第2報)

実験システムの運用

毛利謙作 今西孝也 川原尚人*

Development of Activity Logging System for Cows (Pαrt 2) 

Oper，αtion of Experiment System 

Kensαku MOHRI KoyαIMANISHI NIαoto KAWAHARA 

大規模酪農家における乳牛の個体管理を実現するため、小型無線端末を用いた加速度の連続測定シ

ステムを構築、運用した。省電力通信手順を開発し、収集したデータを分析、評価した。システムの

連続的な運用により、通信の安定化、端末装着方法の簡便化、耐久性向上等、実用化への課題を把握

した。また、姿勢判別に機能を絞った発情発見システム簡易版を試作した。

1. まえがき

国内の酪農家戸数は減少傾向にあるが、飼養規模

は大規模化している。飼養方法も、中小規模 (30頭

程度)の「繋ぎ飼いJから、数百頭規模の「群管理J

に移行しつつある。「群管理jの問題点は、発情発見

等の個体管理が困難になってしまうことである。

このため、全国の酪農経営者から低コストかつ高

精度な発情発見、個体管理システムが要望されてい

る。歩数計を使ったシステムが実用化されている 1)が、

精度及び価格面から広く普及するまでには至ってい

ない。

これまで我々は、小型無線端末により加速度を連

続的に取得するシステムを開発、牛舎に設置し、得ら

れたデータの分析により、平常時と発情時の値の差を

定量的に把握した 2)。 しかしながら、このシステムで

はl頭の牛のデータ収集しかできなかった。

本研究では、加速度センサを搭載した小型無線端

末を複数の牛に装着し、牛舎内に構築したネットワー

クーにより得られたデータを解析するとともに、姿

勢判別による発情発見システムの試作を行った。

* 高知県畜産試験場

2.実験方法

2. 1 実験システム

乳牛に取り付けた小型無線端末から、実験牛舎

(写真 1)の四隅の柱に設置したアクセスポイントを

経由し、乳牛の加速度データを取得する「実験シス

テム」を、高知県畜産試験場内に構築している。牛

舎の広さは 9m四方で、 4頭の牛を実験に用いた。

小型無線端末は、 3次元加速度センサを実装した

rS-nodej3) (ワイマチック側製、写真2)を使用した。

端末は専用ケースに収納し、電池と共にあらためて

プラスチックケース内に収め、牛の頚部及び脚部に

装着した (写真3)。

端末は、 一定時間毎に 3軸(x，y，z)の加速度データ

を送信し、データはアクセスポイント経由でPCに保

存される。

写真 1 実験牛舎
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写真 2 小型無線端末(左)と専用ケース (右)

写真 3 頭部及び脚部に装着した小型無線端末

2. 2 省電力通信手順の開発，

実験システムでは、 4頭の牛の頚部及び脚部で、

計 8個の小型無線端末が、同じ電波帯を用い加速度

データのパケッ トを送信する。 したがって、端末問

でパケットの衝突が起こり、データがアクセスポイ

ントに届かない場合がある。

これを回避する方式としては、 802.11無線LANなど

で使用されているキャリアセンス方式等がある。こ

の方式は、電波帯の空きを常にモニタし、その空き

を見て送信する方式である。そのため、無線機は送

信時以外常に受信状態となっており、無線機は受信

状態でも電力を消費し続けることになる。

本研究では、単 3電池 2本で長期に渡りデータを

取得することを目的とし、電力を消費するキャリア

センス方式を行うことなく、 8個の端末からデータ

取得を行う方式を提案し実験した(図 1)。

約1秒(1サイクル) 次のザイヴル

4bytesデ-~送信

図 1 提案した省電力通信手順

2. 2. 1 データ転送方式

本実験で実施した省電力通信手}II買の概要は以下の

とおり。

. 3軸加速度を l秒に l回データ送信する。

・アク セスポイントは全パケッ トを受信しない。

-端末からアクセスポイントへの通信は、送信のみ

行う 。相手がパケ ッ トを受信したかどうかの確認

(ACK) は行わない。また、他の端末が同時に送信す

ることによるパケットの衝突(コリジョン)が原因

によるパケットの未受信の検知もできない。

そこで、各端末に衝突をなるべく回避する工夫を

施した。パケットの送信のタイミングをランダムで

決めることとし、単位時間あたりのパケットの送信

数を減らした。

まず、端末がデータを送るのに必要な時間である

タイムスロットをパケットの数と無線通信レートか

ら求めた。 1パケ ットのデータ量は、 3軸加速度の

データ3バイトと自分の端末IDの lバイトの 4バイ

トである。その 4バイトデータを送信するのに必要

なパケットヘッダ情報 6バイトを加え、 lパケ ット

は合計10バイトとして送信される。端末の無線機の

転送レートが2，400bps(300バイト/秒)であること

から lパケ ットを送信するのに必要な時間は式 lよ

り33msecであることがわかる。

10バイト-:-300バイト/秒 33msec 式1)

この端末ではタイマ割り込みのトリガのため、1/64

秒の倍数の時間を lタイムスロットとしている。よっ

て、式2より lパケットを送信するのに必要な33msec

を満たす最少のタイムスロットは47msecで、あること

がわかる。

2/64秒 31msec<33msec <3/64秒 47msec

(式 2)

式 3より、 1秒間に21個の送信スロットが割り当

てられていることがわかる。

1秒-:-3/64秒=21個 (式3) 

今回、 3軸の加速度データを 1秒間隔で取得した

いことから、タイムスロットは、単位時間あたりの

パケットの送信数の最小値である21個を採用した。

パケットの送信のタイミングをランダムで決めるこ

とから、 1秒毎にランダムでタイムスロ ットを選択

し、図 lのようにデータを送信することとした。

2. 3 発情発見システム簡易版の試作

実験システムとは別に、発情発見システム簡易版

を試作した。これは、牛の姿勢判別に機能を絞った
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省電力通信手順の開発

連続して計測した 1週間において、発情を確認し

2 3. 簡易システムで、発情時には立位時間が長くなる特

性を利用し、加速度センサで重力加速度の向きを計

の頚部に装着した端末データにおける

4つのアクセスポイントでの取得確率/分は、平均

(最大96.9%、最小0.8%)であった(図 3)。

た牛(l頭)「立ったor座った」を判別、通

54.2% 

国
政
〔固
)

測、端末の角度から

知するもの。

100頭規模の個体管理システムは、価格が数百万円

と見込まれ、経営環境が悪化しつつある農家にとっ

て導入のハードルが高いと思われた。そこで、機能

を限定した廉価版として想定した。

牛の脚部に端末を取り付け、端末の角度が水平に

対して一定角度(暫定600

)を超えると「立ったj

。α .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .60 .90 

05 .15 .25 .35 .45 .55 .65 .75 .85 .95 

データ取得砲車ノ分

データ取得確率/分のヒストグラム図3

と判断し、 LEDを点滅させるとともに、

ントに信号を送信。

を受信すると、パトライト(回転灯)

農家に知らせる仕組み(図 2)。

アクセスポイント内には、端末と同じ通信基板

(ソフトは異なる)を用い、 100Vリレーを介し、パ

トライトのON/OFFを制御する。

アクセスポイ

アクセスポイントは、その信号

を点灯させ、

l秒

今回、採用したパケ ット長は10byte(33msec)固

定であり、パケ ットが生起率(パケット数/秒)のポ

アソン過程に従って発生する。パケットの到着は単

位時間(1 sec)あたり 8端末でランダムに発生す

る。単位時間当たりの平均パケ ット到着数は、

聞に33msecのパケ ットが8個発生することから、

8個 *33msec/ 1 sec=O. 264である。

ランダム送信用プロトコルの基本的な方式として

Pure AlρHA方式がある。この方式においては、各端

末は好きな時に自由にパケットを送出する。パケ ッ

トの到着がPureAlβ出方式の完全ランダムだとする

発情発見システム簡易版

3.結果と考察

実験システム

図2

3. 

と、パケットは生起率(パケ ット数/秒)のポアソン

過程に従って発生し、衝突の危険がある期間中の他

のパケットが生成されない確率は式4で求められる。

P:衝突の危険がある期間中に他のパケ ットが生

成されない確率

G:単位時間当たり平均パケット到着数

したがって、 8個の端末が33msecの聞に 1パケッ

トのみが送信する確率を求めると P=0. 589となる。

P = e-2G 

が高かったのに対し、頚部は端末の反対側に重量物

である電池ボックスを固定することにより、端末が

G:0.264 

常に牛体上方に位置していたため、アクセスポイン

トとの問に遮蔽物が少なかったためと考えられる。

試作した装具は試験期間中に破損、脱落すること

はなかった。実用化に向けては、牛体の荷重、飼料

給与時に用いる頚を挟むスタンチョンや、牛同志の (式4) 

これはデータ取得確率/分のヒストグラムに示すデー

(図 3)とほぼ一致しており、パケッ トの平均到

着確率(データ取得率)約60%と一致した。

また、 パケッ トの発生がランダムなことから、到

着率の分布は二項分布となる。 しかし、現実のデー

タ採取ではデータ取得率にばらつきが無い方式が望

ましく、さらに検討する必要がある。
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連続して計測した 1週間において、 2頭の頚部、

脚部に装着した合計4個の端末から送信されたデー

タの取得確率は、頚部49.0%、脚部19.1%であった。

脚部が頭部に対し取得確率が格段に悪かったのは、

脚部には伏臥時など端末に牛体が覆い被さる機会が

多かったことや、他の牛体が電波を遮蔽する可能性

P = e -2G = 2. 718T2*0.264 = 0.589 

タ

摂食による衝突、水飲み場や濡れた牛床で浸水等の

対策のため、ケースの堅牢化、防水処理が必要と考

えられる。また、牛へのストレスを最小化するため

に専用ケースに組み込むなどの方法による小型化、

薄型化が必要と考えられる。併せて、農家の手間を

少なくするために、 1年間以上の省電力化を達成し

て電池交換作業を極力少なくすることが望まれる。



3. 3 発情発見システム簡易版の試作

現状の試作品は、「立ったor座ったjの姿勢のみを

判別するもの。実際牛に取り付け、姿勢判別ができ

ることの実証、また、暫定60。としている闘値の最

適化が必要である。

加えて、加速度の合成値から、「止まっているor歩

いているjの判別、運動量の計測、端末内のEEPROM

へのデータ保存等の機能追加を計画している。

4.まとめ

牛4頭の頚部及び脚部、計8点の加速度データを

連続的に取得するシステムを開発し、連続稼動させ

た。省電力通信手順を開発、実装した。それにより

牛の行動データを蓄積した。

牛舎での連続的な運用により、通信の安定化、端

末装着方法の簡便化、耐久性向上等、実用化への課

題を把握した。また、姿勢判別に機能を絞った「発

情発見システム簡易版Jを試作した。

今後の課題として、通信の安定化、 3ヶ月以上の

連続稼働、連続稼働に耐えうるケースの選定、発情

発見率の向上が挙げられる。
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