繁殖台帳 Web システム概念図
図１

はじめに
北海道の農家のみな
さんこんにちは。家畜
改良事業団です。今度
の東日本大震災の影響
や風評被害、またＴＰ
Ｐ問題も加わり、酪農
経営を取り巻く環境の
厳しさは一層激しさを
増している現況にあり

電子計算センタ−電算課

相原 光夫

るシステムなので、一人で

あればどなたでも利用でき

群検定を実施している方で

テム」を開発しました。牛

して「繁殖台帳Ｗｅｂシス

ム提供しているものです

ことなく「無料」でシステ

ますので、追加料金を頂く

金にその費用は含まれてい

関係の方々には、検定負担

家をはじめとする牛群検定

開発コンセプト

（図１の注）。

も多く本システムを利用

し、真に強い酪農経営を手

に入れられるよう願ってや
みません。

図２は繁殖台帳Ｗｅｂシ

で、真に強い酪農経営を行

ます。こういった環境の中

あり、総合的な牛群管理を

の機能により多くの利点が

ステムの利用は、パソコン

（図１）。繁殖台帳Ｗｅｂシ

きる画期的システムです

定成績表のデータを利用で

トでリアルタイムに牛群検

話を使って、インターネッ

は自宅のパソコンや携帯電

繁殖台帳Ｗｅｂシステム

ジュール管理を実現してい

ての農家の繁殖関連のスケ

データを読み込み、群とし

検定成績表から自動的に

台帳Ｗｅｂシステムでは、

ことが多いのですが、繁殖

体管理という利用に留まる

ではどうしても牛ごとの個

いう画面です。検定成績表

で、「 繁 殖 カ レ ン ダ ー」 と

べき、最も基本になる画面

ステムの第１画面ともいう

うには、基本に立ち返り牛

実施することができます。

繁殖台帳
Ｗｅｂシステムとは？

群管理を徹底し、繁殖性に

で牛群管理を行うことがで

用し、パソコンや携帯電話

では、牛群検定データを利

そこで、家畜改良事業団

ています。しかも、検定農

かった数々の機能を実現し

までの市販ソフトができな

ている本システムは、これ

すが、牛群検定が核になっ

システムが市販されていま

乾乳予定がカレンダーに書

牛の分娩予定や発情予定、

いものではありません。各

れている概念で、特に新し

え方は、従来から広く知ら

繁殖カレンダーという考

ます。

きる新たな活用システムと

ることが最も近道です。

これまで多くの牛群管理
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施していなくとも、酪農家

のものです。牛群検定を実

き込まれているというだけ

素早い情報フィードバック

牛群検定はエラーのない

レンダーを利用できること。

が終了して、直ぐに繁殖カ

なりかねません。しかし、

終了しているということに

ころには、次回発情予定は

うことであれば、到着する

カレンダーを郵送するとい

映させること。

直ぐに繁殖カレンダーに反

定日間）に発生したことも、

【 コ ン セ プ ト ２】 月 間（ 検

す。

の団体連携で行われていま

北海道においては、別方式

下さい。なお、この機能を

せんので、しばらくお待ち

であれば誰でも同様なもの
を目指し、地域の関係者が

す（図３）。

をご覧になったことがある

現在の進歩したＩＴ技術で

【 コ ン セ プ ト ３】 地 域 の 指

一丸となって日々努力され

殖カレンダーを使って紹介

開発コンセプトを、この繁
月以上を要していました。

手書きし、成績発行に１カ

は検定記録表に１つひとつ

ｅｂシステム

が繁殖台帳Ｗ

群検定データ

翌 日 に は、 牛

す れ ば、 そ の

分析さえ終了

定が終了したのち、乳成分

題を解決しました。牛群検

能としたことから、この問

大量データの高速通信を可

その都度、自宅のパソコン

発生した人工授精などは、

た。月々の牛群検定の間に

で、この問題を解決しまし

タ入力を可能とする」こと

ス テ ム に お い て は、
「デー

しかし、繁殖台帳Ｗｅｂシ

群検定の根元の課題です。

たとしても解決できない牛

は、上述の通信速度を速め

捉え切れません。この課題

数あります。

などに活用している例が多

ステムを構築し、営農指導

別番号で一元管理されるシ

畜産関係の情報が、個体識

農関連会社、と畜場などの

精、育種、獣医、肉牛、酪

群検定のみならず、人工授

ている世界の国々では、牛

今、個体識別を取り入れ

れること。

繁殖カレンダーを同時に見

で、

牛群検定は月に１度なの

でしょう。まずは、繁殖台

ある光通信やＡＤＳＬは、

導者が離れていても、同じ

ているところです。過去に

日周期の牛の生理を

帳Ｗｅｂシステムの３つの

します。
現在であっても、紙の繁殖

を通して検定

や携帯電話で入力すること

【 コ ン セ プ ト １】 牛 群 検 定

農家に送信す

繁殖台帳Ｗｅｂシステム

ます。すなわち、従来の牛

ができ、常に最新の繁殖カ

さ ら に、 そ の 入 力 し た

群検定の殻を破り地域で広

ることを実現

データは、次回の検定時に

く活用できるよう、図１の

も、こういった考え方の下

システムでは、

検定員に自動送信し、検定

ように検定組合の指導者や

レンダーを維持することが

検定直後の

の手間を大幅に省き、正確

獣医、授精師といった方々

し て い ま す。

データがわず

な牛群検定を実施できるよ

にも、検定情報が閲覧でき

にコンセプトが置かれてい

か数日間で最

うにしました。ただし、こ

るように「Ｗｅｂ」を利用

可能としています。

新の繁殖カレ

の機能は北海道において

したわけです。

殖台帳Ｗｅｂ

ンダーを入手

は、まだ実施されておりま

す な わ ち、 繁
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繁殖カレンダーの画面例
図２

図３ 検定記録データにおける従来の流れと繁殖台帳Webシステムの関係
繁殖台帳Ｗｅｂ
システム
Ｗｅｂ

農家

検定成績表

検定員

検定組合

家畜改良
事業団

〒

Unixサーバ

の営農指導が、ズレてしま

おり、普及センターと農協

タを見ることも可能として

繁殖カレンダーなどのデー

のパソコンで、両方同時に

指導者のパソコンと農家

導にどのようなメリットを

プトは、酪農経営やその指

それでは、これらのコンセ

の下で開発されています。

は、この３つのコンセプト

ｅｂシステムの全ての機能

もその利便性は紙の成績表

て い ま す。「 見 る だ け 」 で

使用することが可能となっ

帯電話で「見るだけ」でも

出して、パソコン画面や携

行わずに検定データを呼び

いった方々で、例えば、獣

は な く 獣 医 師、 授 精 師 と

する方は、検定組合のみで

牛群検定データを必要と

データベースとしての利用

【 利 用 の メ リ ッ ト ３】 地 域

定組合としての活動に他な

けるのであれば、それは検

などの報告をご協力いただ

検定の推進に不可欠な授精

す。もし、こういった牛群

が最も正確であると言えま

う位置付けにあたると考え

らず、牛群検定協力者とい

のに授精情報は必須とな

られるわけです。

医師の方なら妊娠鑑定する

です。しかも、検定を継続

り、診療の際でも最近の乳

こういったことを地域で

と比較して格段に良いもの
している農家であれば、過

量、分娩予定日など多くの

話し合っていただき、検定

【 利 用 の メ リ ッ ト １】 デ ー

去に数年さかのぼってデー

情報を必要とします。授精

組合として賛同いただける

最近の乳量、
分娩、
授精の
状況など

授精に必要な情報

できます。
繁殖台帳Ｗｅｂシステム

タを閲覧することも可能と

師にしても、近交を避ける

診療に必要な情報

タ利用の簡易性
は、牛群検定の結果をイン

しています。

繁殖台帳 Web システムは、牛群検定のデータ収集に協力していただける
獣医師や授精師にも大きなメリットがあります。地域で話し合い協力体
制を構築しましょう

利用のメリット
ターネット上で送信するの

システムの利用を可能とし

繁殖カレンダーを例に３

しかし、これまでの牛群

ています。とりわけ北海道

のであれば、獣医師、授精
繁殖台帳Ｗｅｂシステム

検定では、検定組合に所属

では、ＮＯＳＡＩに所属す

ためには父母などの血縁情

は牛群検定のシステムなの

する方でなければ個人情報

る獣医師の方々から牛群検

【 利 用 の メ リ ッ ト ２】 デ ー

で、これまで通り検定組合

保護の観点からも情報の提

定や自動登録のために授精

が 基 本 と な っ て い ま す。

などで検定指導に利用する

供を受けられませんでし

データの協力がなされてい

つのコンセプトを紹介しま

ことができます。インター

た。この問題に対して繁殖

ることが多く、同意形成が

師の方々も繁殖台帳Ｗｅｂ

ネットなので、指導員が遠

台帳Ｗｅｂシステムだから

なされやすい環境にありま

報は欲しいところでしょう。

隔地の農家を同一のパソコ

こそできる提案があります。

タ共有化と指導力アップ

ン画面を見ながら電話指導

例えば、牛群検定で報告

す。

に例をみない機能と言えま

いるからこそ実現できた他

う公的な事業が核になって

できるのも、牛群検定とい

でもインターネットで直結

このように指導員といつ

精師が直接授精報告するの

報告せずとも、獣医師や授

と、農家や検定員が授精を

授精師なのです。そうする

と、その発生元は獣医師や

どの情報をよく考えてみる

を必要とする授精、分娩な

す。すなわち、獣医師、授

用ができることになりま

域データベースとしての活

が上がり、酪農における地

ステムはもう一段位置付け

きれば、繁殖台帳Ｗｅｂシ

こういった同意を形成で

す。
を行うことも可能です。

従って面倒なデータ入力を

消毒液

授精情報

授精師

妊娠鑑定、疾病情報など

獣医師

繁殖台帳
Ｗｅｂシステム

したが、当然、繁殖台帳Ｗ

生むのでしょうか？

近交回避のための血統情報など

うことを未然に防ぐことが

獣医師、授精師との関係（例）
図４
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図５

繁殖疾病台帳の画面例

とするわけです。

授精業務を行うことを可能

報を引き出しながら診療や

あっても携帯電話で逐次情

精師などが、農家が不在で

値に関連の高い周産期病を

でき、脂肪肝などの乳成分

とあわせて管理することが

のデータを牛群検定データ

ます。さらに周産期病など

を一括管理することができ

乾乳、授精などの繁殖履歴

では、生涯にわたる分娩、

ことが多いと思われます。

とは現実問題として困難な

ンなどで状況確認をするこ

見しても、なかなかパソコ

で、様子のおかしい牛を発

しい日々の牛舎作業のなか

の大きな特徴のひとつ。忙

繁殖台帳Ｗｅｂシステム

携帯電話（図６）

帯電話のみでの繁殖台帳Ｗ

でない農家であっても、携

また、パソコンをお持ち

ことができます。

状況などを簡単に確認する

作すれば、分娩予定や疾病

携帯電話を牛舎のなかで操

揮するのが携帯電話です。

そのようなときに威力を発

面（図７）も充実していま

ます。これらを活用する画

のデータを見ることもでき

胞、ＭＵＮ、Ｐ／Ｆ比など

といった産乳能力や、体細

ます。当然、乳量や乳成分

携帯電話の画面例
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画面が小さいの

はりどうしても

す。しかし、や

を疑似操作で体験できる体

（ 動 画 ） と、 す べ て の 機 能

は、プロモーションビデオ

これらの各機能について

さいごに

で、繁殖を中心

験版を家畜改良事業団ホー

ｅｂシステムの

にしたデータ提

ムページに準備していま

利用も可能で

供になります

す。ぜひともご覧になって
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みて下さい。

ご質問：webinfo@hmrt.or.jp
  北海道酪農検定検査協会
または：webmaster@liaj.or.jp
  家畜改良事業団

ザであればすべ

ログインID：D ００００００００２
パソコン版パスワード：D ００００００００２
携帯電話版パスワード：００００２

て利用すること

その他（乳量、

体験版は家畜改良事業団ホームページへ
http://liaj.lin.gr.jp/

ができます。

乳成分、体細胞

など）

繁殖台帳Ｗｅ

ｂシステムは、

この場で紹介し

たもの以外にも

数々のデータ管

理を実現してい

（３）

すが、ページの関係で紹介

モニタリングすることを可

図６

繁殖台帳Webシステムの機能一覧

しきれません。

繁殖疾病台帳（図５）

能としています。

図７

具体的な繁殖台帳
Ｗｅｂシステムの画面

繁殖台帳Ｗｅｂシステム

（１）

（２）

