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〈一般論文〉

高感度低周波圧力センサを利用した乳牛の反窃自動計測装置の開発

堂腰顕1.瀬尾哲也2 • *白村文郎2

1北海道立総合研究機構根釧農業試験場，北海道中標津町 086-1135

2帯広畜産大学，帯広市 080-0834

(2013. 10. 25受付， 2013. 12. 20受理)

要 約 乳牛の反詔行動は給与飼料の物理性の良否や乳牛の健康状態を知る上で重要な情報源となり得る

本試験では，将来の実用性を考慮し，乳牛の首に装着可能な反努計測装置を作成し，その精度を評価するこ

とを目的とした.実験 1では高感度低周波圧力センサを用いた反錯計測装置を試作した.得5れたデータを

反努，摂食，非岨瞬行動に分け，ケプストラム法によるスペクトル解析をした結果，反努時には 1.3Hzおよ

び2.6Hzの周波数帯に特徴的なピークが現れることが明らかとなった.その特徴を用いて反鑓行動を自動識

別するブロク‘ラムの開発を行った.実験2では，装置の精度と信頼性を検証するため，フリーストール牛舎

およびタイストール午舎でデータを収集し，本装置と人による行動観察で得られた反詔時聞を比較した.実

験全体の平均反第識別正解率は 91.1%となり，本装置は乳牛の反努時聞を計測する機器として実用化の可能

性が示された.

反努は第一胃内の食塊を口にはき戻し，再阻崎し，分泌

した唾液と混合して飲み込む行動であり，繊維の消化を促

進するために行われる (Phillips1993).反努時間や阻臨

時聞は飼料中の繊維含量や成分，物理性，消化性と関係す

る (De80ever 5 1993).また飼料中の物理性の指標と

なる物理的有効繊維 (peNDF)は，反努時間や岨閣時間

と関連することが報告されている(Yangと8eauchemin

2006). 

また，反第行動は温湿度 (Soriani5 2012)やフリー

ストール牛舎における飼養密度 (1くrawczel5 201 2)な

どの飼養環境，発情 (ReithとHoy2012)や乳房炎

(Fogsgaard 52012)などのウシの生理的変化や健康状

態の影響ち受ける.そのため，ウシの反努行動の自動計測

が可能になれば，飼料の晶質や飼養環境の良否を判定した

り，乳牛の健康状態をリアルタイムに評価したりする乙と

ができるため，飼養管理上重要な情報となり得る.

従来，反努時間の計測は人による肉眼観察やビデオを利

用した観察によって行われてきたが，ウシを長時間観察し

続けるには多大な労力を要するという問題があった.その

ため機械的に自動計測する方法がいくつか試されてきた.

初期の研究では，顎の動きに連動して水銀スイッチが動く

ことにより計測する方法 (StobbsとCowper1 972)や

顎の動きに連動したレパースイッチを用いた計測法
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車のコ、ムタイヤチューブを顎下に密着させて，その水圧変

化を圧力計で計測する方法 (DadoとAllen1993)，最近

では三軸加速度計を顎下に密着させて加速度から摂食，反

宕，休息行動を判別する方法 (Watanabe5 2009)ち

検討されてきた.しかし，これまでの装置はウシに頭絡を

装着し，ウシの顎下にセンサを密着させる必要があった.

そのため長時間の測定ではウシのストレスとなったり，装

置の着脱が難しかったOしたため短期間の研究目的でしか

使われて来なかった. また，加速度計を用いたウシの首

輪に装着するタイプの計測装置 (Martiskainenら2009)

が開発されたが，全行動の判別精度は 78%，一致度の指

標である K係数は 0.69と低かった.

最近では，反努に伴う阻鳴音による反鍔計測装置が市販

されている (Schirmann5 2009). この装置は反君デー

タ取得装置と読み取り装置に分けられ，首輪にデータ取得

装置を装着したウシが読み取り装置に近づくと，データ取

得装置に蓄えられた2時間ごとの反鍔時間が読み取り装

置に転送される仕組みとなっている.そのため，この装置

の利用はフリ ストール牛舎における搾乳室の戻り通路や

搾乳ロボッ卜などウシが一定間隔で通過する場所に限ら

れ，つなぎ牛舎で利用するためには，人が定期的に読み取

り装置をウシに近つ、けてデータを回収する必要がある.

本研究では，将来給与飼料の評価や健康管理の活用可能

(Luginbuhl 5 1987)が試みられた.その後，ひづみ計 性が高し1反窃行動を自動的に計測する装置を開発すること

による方法 (8eaucheminら1989)や水を入れた自転 を視野に入れ，フリーストー)[.，牛舎やつなぎ牛舎など，よ
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。広範囲の飼養環境でも利用可能なシステムにすることを

目的にした またセンサとして近年開発された高感度低周

波圧力センサを反努計測に初めて利用した.さらに開発し

た反努計測装置から得られたデータをもとに反努行動を自

動識別するプログラムを作成し， その精度を評価した.

材料および方法

1. 反第計測装置

本研究で試作した反努計測装置(柏村ら 2013)は，高

感度低周波圧力センサとその出力信号をパソコンとの閏で

送受信するための無線モジュールから構成されており，電

池(単三アル力リ電池 2本)とともに A8S樹脂製のケー

スに収納されていた (220x 60 x 30 mm.重さ 255g)(図

1 ) 高感度低周波圧力センサ (SUD-571:セントラン ド

技研，さいたま市)は，低周波 (0 .3~40Hz)の微小な

空気の圧力変化を高感度で検出できるセンサであり，その

概要を表 1に示した

2. データサンプリング

高感度低周波圧力センサからの信号は. AD変換され

32Hzでサンプリングされた後 無線モジュール(伝送速

度 4.8kbps. 利用周波数帯 429MHz. 通信時消費電力

Low-frequency pressure sensor 

ヶ勺芯d

Figure 1 Internal structure of the detecting device 

Table 1 Specification of low-frequency pressure 

sensor 

Model SUD-571 

Power supply 5 V 18 mA 

Oimensions 21.4 x 37.4 x 12.5 mm 

Weight 18g 

Responsibility of sensor :t 10 mPa/bit 

Response frequency range 0.3~40 Hz (-3d8) 

Output range 2.5 V :t 2 V 

Input range 0~5 V 

A/D conversion 5 V/1 0 bit 
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150mW)を介して 定間隔で送信された.受信機で受信

されたデ タは RS232C(19.200 bps)経由でパソコン

へ送られ，ハードディスクにテキスト形式 (CSV形式)

のファイルと して保存された.反努計測装置は同時に4

台まで使用できた 受信されたデータは装置ごとに順次パ

ソコン画面上に波形表示され，測定状態はほぼりアルタイ

ムで確認できた.送受信可能な距離は畜舎内では約

100mであり，実験に利用した牛舎全体をほぼカバーで

きた

3. 試験手順

(1) 実験 1 反窃計測装置の試作と反沼識別プログラム

の作成

反努計測装置の振動検知面の材質について，天然ゴム(厚

さ 1.0mm)とポリ エチレンテレフタ レー ト樹脂(以後

PET.厚さ 0.35mm)を検討した さらに振動検知面が

より確実に首へ密着するように振動検知酉より一回り小さ

いゴム板 (50mm)を貼った(図 2). 

ウシへの装置の装着は，将来の実用化を視野に入れ，ウ

シの負担が少なく装置の着脱が最も容易な首とした 装着

部位は， 口のO~幅運動に伴う首の筋肉の振動を検出するの

に最も適した部位として頚部上部(鎖骨頭筋後頭部)を選

んだ.また，電池交換を容易にするために装置をファスナー

付きの革製パックに収納し，ナイロン裂の首輪ベル トでウ

シの首に装着した さらにベルトの回転防止と装置の首へ

の密着を確実にするためベルト下部にはゴム製の重りを装

着した 装置の総重量は 1.279gであった(図 3)

実験 1では反鍔計測装置を 4台使用し，椿広畜産大学

および根自11農業試験場で計 28回(平均 771分/回)の

測定を行った試験期間は 2010 年 5 月 ~2011 年 1 月で

あった. 5頭のホルスタイン種搾乳牛および乾乳牛を用い

た収容施設は帯広畜産大学ではフリース トール牛舎およ

びタイストール牛舎，根釧農業試験場ではタイストール牛

Figure 2 Appearance of the detecting device. 
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舎であった 給与飼料は帝広畜産大学では混合飼料

(TMR)，根釧農業試験場ではロールベールサイレージで

あった.

実験 1で得5れたデータを用い，低周波振動のスペク

トル解析と反努識別プログラムの開発を行った 使用した

プログラム言語は F-BasicVer6.3 (富士通株式会社，川

崎市)であった.

(2) 実験2 反第計測装置の精度評価

実験 1で作成した反努計測装置と反富識別プログラム

の信頼性を検証するため，実験 2では異なる飼養環境で

飼育されている乳牛を用いて本装置の精度評価を行った

フりーストール牛舎での測定を帯広畜産大学で 14回

(1，184分/回)，タイストール牛舎での測定を根釧農業試

験場で 15回 (1，393分/回)行った試験期間は 2011

年 6 月 ~2012 年 3 月で、あったそれぞれ， 5頭のホルス

タイン種搾乳牛を用いた.給与飼料は混合飼料 (TMR)

であった.

4 行動観察

本装置を装着したウシの行動観察を実験 1および実験2

で実施した.フリ スト ル牛舎(帯広畜産大学)では肉

眼による直接観察，タイス トール牛舎(根釧農業試験場)

では七、デオ映像を用いた間接観察を行った.観察した行動

は反詔行動の他に，起立・横臥行動摂食行動飲水行動

身繕いおよびi5ftめ行動であり， 1分ごとにこれらの行動を

記録した

5. 統計解析

実験 1と実験 2における装置と観察の反努時間の差の

検定は対応のある 2標本のt検定を用い，実験 1と実験2

の収容施設(フりースト ルタイストール牛舎)の聞に

みられた反沼識別精度の検定には一元配置分散分析の多重

比較法を用いた また，装置と観察による反努時間の関係

については相関分析を行い さ5に，その両者の一致度を

示すκ係数を求め，装置の信頼性を評価した

結果および考察

1. 反鏑計測装置の試作と改良(実験 1) 

反~計測装置の振動検知面は聴診器のチェストピースに

張られた膜(夕、イアフラム)に相当する。聴診器のダイア

フラムは低音域をカットし，高音域を強調する役目がある

とされるが，本装置では可聴域より低い低周波振動をとら

える必要がある 実験 1では当初，振動検知面の材質と

して天然ゴムを使用したが，ゴムは長時間装着すると振動

検知面の張。具合にたるみが生じたため好ましくないと判

断した 次に聴診器のダイアフラムに似た素材として

PETに変更したところ，信号の大きな減衰もなく，首の

筋肉振動をよく捉えることができた また電源として，単

三アルカリ電池 2本を使用したが，約30時間しか連続測

定ができす，毎日電池交換の必要があった さらに実験 1

の当初は反努計測装置の振動検知面をウシの首に直接接触

させるようにしたため，電池交換のたびに首輸を外す必要

があった.そこで首輸を外さすに電池交換できるように装

置をファスナー付き革袋に入れたが，問題なく振動を検出

することができた このことより低周波振動は，ポリエチ

レンテレフタレー ト樹脂 (PET)のような硬い素材を振

動させる一方，牛革のような柔らかい素材も伝播する性質

があることが確認された.

2 反甥自動識別プログラムの開発(実験 1)

実験 1で収集したデータから反沼を自動識別するため

のプログラムを作成した プログラムの基本的考え方は音

声認識の手法を参考にした プログラムの流れを図 4に

示した ます，パソコンに保存された時系列データ(基本

的に 1日1ファイル)から順次 16秒のフレ ム (32Hz 

で512データ)を切り出し，ケプストラム法によりスペ

クトラム包絡を求めた(安居院と中嶋 1980) ケプスト

ラム法は，信号のスペクトルを求めたのち，スペクトルの

対数をとり，その対数スペクトルをフーリ工逆変換し，さ

らにその結果を信号とみなして再度フーリ工変換を行うち

のである 音声認識システムではケプストラム法は，フォ

ルマントを抽出する方法として利用されている 本研究で

は2回目のフーリ工変換の前にケフレンシー (周波数)0.8 

~8.0 Hz の帯域通過フィルタ を通すことにより雑音の

少ないスペクトル包絡を求めることができた.さらに振動

検知面の首への密着の強さによりスペクトルの振幅が変動

する問題を回避するため，スペクトラム包絡を正規化した

(荒木 2010). 

これらの処理を施したスペクトルを観察したところ，反

努時にはおよそ 1.3Hzおよびその倍数である 2.6Hzに特

徴的なピークが現れることが明らかとなった(図 5) な

お3.9Hzや 5.2Hz付近にもピークはみられたが，これら

のピ クは反第時に常時みられるとは限らなかった。

Figure 3 Photograph showing a small bag with a 乳牛は反努時に 1 分あたり 60~70 回岨鴎しており(松
detecting device， attached to a necktie 井と大久保 1990:Phillips 1993)， Oadoと削除n(1994) 
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lま反努時の 1分あたりの阻鴎回数は初産牛で 62.7回， 2 

産以上のウシで 60.8固と報告している.また， Bungo 

5 (1990)の反第時の顎の動きを詳細に観察した研究に

よると，反努時の回鴎では食塊をすり潰す方向へ下顎を

動かした後，それとは逆の方向(すり潰す前の位置)へ下

Start 

Input of data 

Time window 

Fast fourier transform(FFT) 

Log spectrum 

Inverse FFT 

Band-pass filte 

Fast fourier transform(FFT) 

Spectrum envelope 

Normalization 

Extracting by characteristic of ruminating 

Classifying rumination 

Output of a result 

Figure 4 Flow of data-analysis program 

3.0 
国
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~ 2.0 
+' 
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205 

0.0 

ー一-ruminating 
---feeding 

一notchewing 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 
Fequency (Hz) 

Figure 5 The characteristic of the spectrum at ru-

minating. feeding， non-chewing behavior. 
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顎を戻す動きが記されている.このことは 1回の阻闘で

開口期と閉口期の2度，筋肉の動きがあることになる.

本試験でみられた反毎時の特徴的なスペクトルのピークの

うち 1.3Hzは1回ごとの阻閣に伴うリズムであり， 2.6Hz

のピークは 1回の岨闘で2度筋肉が動くリズムを示すも

のと考えられる 一方，摂食行動では特徴的なスベクトル

のピークは検出されなかった(図 5) 乙れは摂食の阻鴎

リズムが一定ではないためだと思われるただし，反沼中

にも首の動きなどの影響とみられる雑音が含まれ，特徴的

なピークが現れなかったり，逆に摂食中に反君時と同じよ

うなピークが現れたりすることも観察された ただしその

ような現象は長く続くことはなかったため，最終的な反主主

識別プログラムでは，連続した 6フレーム (96秒)の特

徴(反努時ピークの有無)を用いて識別精度を上げる方法

を採用した.なお，反努識別プログラムの識別結果は 16

秒ごとに得5れたが，行動観察の記録と対比するため，精

度評価の分析では 1分ごとの結果を利用した

反努時の特徴的なピーク周波数には個体差がみられた.

一例として図 6に3頭の反君時のスペクトルを示した.

これは反第時の阻腐速度が個体によりばらつきがあること

を示している.そのため反努のスベクトルから特徴抽出を

行う場合，個体差を考慮したプロク、ラムが必要である.本

研究ではその対策として， 1日程度のデータを用い，その

個体の阻日寄りズムを事前に捉えるアルゴリズムをプログラ

ムに加えた.

3. 反甥計測装置の精度評価(実験2)

実験 1で作成した反第識別装置の精度と反努識別プロ

グラムの信頼性を検証するため，実験2ではフリーストー

ル牛舎(帯広畜産大学)とタイストール牛舎(根釧農業試

験場)においてさらなるデータ収集を行った.実験 1お

よび実験2における本装置による反君時間と人の観察に

よる反毎時間の比較を表2に示した.実験 1における平

均反努時聞は装置の361分に対して，観察は400分であっ

た.実験2のフりーストールにおける平均反努時間は装

置の 446分に対して，観察では 434分，タイストール牛

3.0 

ぎ 2.5
_J 

E 2.0 
2 
ぢ 1.5
c]) 

号1.0
量& 0.5 

0.0 
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 

Frequency (Hz) 

Figure 6 The characteristic of the spectrum at 

ruminating behavior according to individual cows. 
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Table 2 Ruminating time of the automatic monitoring system and visual observation 

No.of Housing 
observations 

Trial1 

Trial2 

Tie-stall and Free-stall 

Free-stall 

Tie-stall 

total 

Total 

28 

14 

15 

舎における平均反努時間は装置の 404分に対して，観察

では 402分であった.実験2全体では装置の 424分に対

して，観察では 418分であり，その差はわすかであった.

さらに反第計測装置による正解率と誤り率(見逃し率，

過剰検出率)を次の計算式により算出し，表3に示した.

識別正解率 (accuracyrate of determination %) 

ニ (RR+XX)/(RR+XX+RX十XR)x 100 

見逃し率 (rateof false negative %) 

= RX/(RR+RX) x 100 

過剰検出率 (rateof false positive %) 

= XR/ (RR+ XR) x 1 00 

ここで，

RR:観察とセンサともに反第(真陽性:true 

positive) 

RX:観察は反努，センサが非反第(偽陰性:false 

negative) 

XR・観察は非反第，センサが反忽(偽陽性:false 

positive) 

XX:観察とセンサともに非反第(真陰性:true 

negative) 

実験 1の平均識別正解率は 90.5%であった.また実験

2のフリーストール牛舎とタイスト ル牛舎における平均

識別正解率はそれぞれ， 91.4%， 92.1 %であり，実験 1

と同様な結果が得5れた平均過剰検出率l式実験2(フ

リーストール 12.7%，タイストール 16.1%)の方が、実験

1 (4.5%)より有意に大きかった (P< 0.05). 実験 1

と実験2の聞にみ5れたこのような誤り率の差が，実験 1

で作成したプログラムに起因する問題かどうかは今後の検

討課題である.実験全体では平均識別正解率は 91.1%，

平均見逃し率は 14.4%，平均過剰検出率は 9.6%であっ

た(表3).

実験 1および実験2を合わせて 57回の測定を行った.

全測定における装置と観察による反語時間の関係を図 7

に示した.両者の相聞は高く，実験 1と実験2(N = 57) 
を合わせた決定係数は(R2

)は0.930，相関係数(r)は0.963

(P < 0.0001)であった(図7).なお，実験 1(N = 28) 
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Rumination time 
Observation 

time Monitoring Visual 
Mean:t SD system observation P-Value 

Mean :t SD Mean :t SD 

mean :t SD (min) 

771 :t 326 361 :t 181 400 :t 181 0.42 

1184 :t 188 446:t 93 434 :t 100 0.76 

1393:t 51 404 :t 207 402 :t 202 0.98 

1292 :t 159 

1036 :t 367 

424 :t 161 

393 :t 172 

418 :t 159 

409 :t 169 

0.88 

0.62 
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の決定係数は 0.962，相関係数は 0.981 (P < 0.0001)， 

実験2のフリーストール牛舎 (N= 14)の決定係数は

0.867，相関係数は 0.931 (P < 0.0001)，タイストール

牛舎 (N= 15)の決定係数は 0.942，相関係数は 0.971

(P < 0.0001)であった さらに，一致度を示すK係数を

求めたところ 0.8225で¥高い一致 (excellent)の範囲

であった.

これまでの乳牛の反第計測装置の識別精度に関する研究

(Schirmann S 2009)では，装置と観察による反詔時間

の決定係数は 0.87(n = 51)であったと報告されている.

また，羊の食草行動の自動計測装置の試験 (RutterS 

1997)では，装置と観察における反第行動の識別正解率

は92.9%であったと報告されている.

さらに，本試験と同様の精度である SchirmannS 

(2009)の装置を用いて反努行動を計測した研究が行われ

ており，発情に伴う反毎時聞を計測した試験 (Reithと

Hoy 2012)では，発情による反努時間の低下は 14%(60 

分/日)から 24%(94分/日)であること，乳房炎牛の

反努行動を計測した試験 (FitzpatrickS 2012)では， 1 

日の反第時間は変化がなかったが，反努バタージは変化す

ることが示されている.また，分娩前後の反事3時間を測定

した試験 (Soriani2012)では，分娩直前の反毎時聞は

初産牛で 262分/日， 2産以上のウシで 278分であり，

分娩前(初産牛で 463分/白， 2産以上のウシで 522分)

に比べて大幅に低下することが示されている.

これらのことから，本研究で開発した反努計測装置と反

語識別プログラムによって推定した乳牛の反語時聞は十分

実用化可能な精度であると考えられる.

結論

乳牛の反努行動を自動計測する装置を開発し，その精度

を評価した結果，本装置の実用化の可能性が示された.今

後実用化のためには，さらなる精度向上に向けた検討を進

めるとともに，放牧牛や育成牛に対する精度の評価や長期

間測定するための電池対策やウシが広範囲に移動しても測

定データを回収できる工夫などが今後の課題である
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Accuracy of the automatic monitoring system 

Accurancy 
rate of 

determination') 

Table 3 

Rate of false 
positive3

) 

Rate of false 
negative2

) 

Mean :t So (%) 

15.1土 9.0 a 4.1 4.5 :t 90.5 :t 5.6 Trial1 

b 

b 

12.7:t 4.6 

16.1土 14.7

10.0:t 3.3 

17.3 :t 14.5 

91.4 :t 1.8 

92.1 :t 4.3 
Trial2 

a. b: P < 0.05 
1) Rate of sum of true positive and true negative to total observation 

time 

2) Rate of false negative to sum of true positive and false negative (ex 

Missing). 

3) Rate of false positive to sum of true positive and false positive (ex 

over estimate) 

Here， observatin time was categorized as follows. 

True positive = rumination defined by observation and device both. 
False negative = rumination defined by observation and non-rumination 
defined by the device. 

False positive = non-rumination defined by observation and the device 
both. 

True negative = non-rumination defined by observation and the device 
both. 

9.7 9.6土14.4 :t 10.1 91.1 :t 4.6 Total 
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Figure 7 Relationship between rumination time 

determined by automatic monitoring system and 

visual observation. 
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Development of an automatic monitoring system for ruminating 

activities of dairy cattle using a highly sensitive 

low-frequency pressure sensor 
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The rumination behavior of dairy cows could provide valuable information. thereby allowing the 

examination of the physical structure of the diet and the health status of dairy cows. This study was 

designed to develop a rumination monitoring device. which is wearable around the cow's neck. and to 

evaluate its accuracy for practical use in future. In experiment 1. we made a prototype of the 

rumination monitoring device with a highly sensitive pressure sensor for detecting low-frequency waves. 

The data obtained were categorized into ruminating. eating and non-chewing activities. followed by 

spectral analysis using the cepstrum technique. Characteristic peaks appeared in the frequency band 

around 1.3 and 2.6 Hz during rumination. We then developed a program for the automatic identification 

of rumination behavior based on its characteristic. In experiment 2. behavioral data were collected from 

dairy cows in both free-stall and tie-stall barns. and rumination time measured by the device was 

compared with that obtained by visual observation to verify the accuracy and reliability of the device 

The overall average accuracy rate of determination of rumination time was 91.1 %. demonstrating that 

the device has the possibility of practical use. 

Nihon C何kusanGakkaiho 85 (2)， 163-169， 2014 

Key words : automatic monitoring system， dairy cattle， ruminating activity 
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