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Case 1

農場の
生産性向上と
働き方改革に

貢献

「将来世代の食の確保」に向けて、
国内畜産業の課題解決に貢献
　安全・安心な食肉の安定供給は、疫病や気候変動により安定供給リスクが高ま
るなど将来世代の食の確保に向けた大きな課題となっています。生産・飼育から食
肉の加工・処理、物流、販売までの川上から川下までを一貫して担うニッポンハム
グループは、「スマート養豚プロジェクト」や「口蹄疫抗原検出キット」の開発を通
じて、畜産業の活性化や安定的な食肉の供給に貢献します。

労働生産性改善が畜産業の課題
 

　国内の養豚業においては、養豚戸数の

減少とともに農場の大規模化が進んでい

ることから、1人当たりの飼育担当頭数が

増加しています。健康的な豚の育成には、

快適な環境での飼育が必要であるにもか

スマート養豚プロジェクトを推進
　農場における労働生産性の改善が課題となっています。ニッポンハムグループは、2018年
12月、NTTデータグループとの連携により、AI・IoTを活用した「スマート養豚プロジェク
ト」をスタートさせました。当社グループの養豚場をフィールドに、少人数で生産性の高い農
場運営の実現に向けた実証実験を行っており、2022年までにグループ内での実用化、2024
年にはグループ外の畜産農家等への展開を目標としています。

特集

国内養豚戸数・飼養頭数・1 戸当たり飼養頭数

出典：農林水産省 畜産統計調査

 養豚戸数（左軸）　  飼養頭数（右軸）　  1戸当たり飼養頭数（右軸）

（戸） （頭）

農場の大規模化戸数の減少
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成育状況

およそ6カ月齢

エサの
切替時期

疾病兆候の
察知

温度管理

離乳

分娩

交配

妊娠

交配時期決定

母豚の
体調管理

分娩介護

およそ
150-160日

周期
哺乳期 育成期 肥育期 肉豚出荷

・実証実験の場の提供
・飼育ノウハウの提供

・農場の情報収集
・システム構築

・データ分析
・プログラム開発・プロジェクト主体

かわらず、限られた時間で多くの豚の世話

をしなくてはならない状況が発生してい

ます。また、経験者の高齢化による離職が

進行しているため、将来的な人材不足も

懸念されています。

人の経験への依存度が高い 
養豚業

　養豚は「母豚の繁殖サイクル」と「子豚

の成長フロー」を並行して管理しながら進

める必要があり、飼育者には高い経験値

が求められます。

　母豚の繁殖サイクルは、交配、妊娠、分

娩、離乳の工程が約150～160日周期で

繰り返されます。種付け時期の判定は難

しく、餌を食べる量や雄豚と接触した際の

反応、人が触れた際の行動の変化など、

母豚の発情兆候を注意深く観察する必要

があります。発情兆候の見逃しは子豚生

産の機会損失につながるため、優れた目

利き能力が要求されます。また、妊娠時期

の母豚の体調管理、分娩の介護を行うに

も多くの経験が必要です。

　子豚は、哺乳期、育成期、肥育期の6

カ月のフローを経て、肉豚として出荷され

ます。1つの農場で飼育している子豚の数

は数百～数千頭にものぼりますが、スタッ

フの数が限られているため、1日2～3回

目視するだけで、体調や成長度合い、室

内環境が良好に保たれているかなどを判

断する必要があります。体調不良などの

見逃しや対処の遅れは、成長の遅延や疾

病の拡散など、飼育コストの増大につな

がります。

課題解決に向けてスマート養豚
プロジェクトがスタート
 

　スマート養豚プロジェクトは、少人数で

生産性の高い農場を実現するために、AI・

IoTを活用して、健康な豚の飼育を効率的

に行える管理システムの開発を進めていま

す。AIに熟練者の技術を学習させること

で技術の継承を図るとともに、長時間労

働の解消などの「働き方改革」にもつなげ

ていきます。

4社でオープンイノベーションを推進
　当プロジェクトは、日本ハム（株）中央

研究所とIT戦略部が主体となり、インター

ファーム（株）が飼育ノウハウと実証実験

の場を提供し、（株）NTTデータSBCが

豚舎にカメラやセンサーを設置するととも

に情報収集システムを構築、（株）NTT

データがシステムから得られたビッグデー

タの分析とAI画像診断プログラムの開発

を担っています。

インターファーム（株） （株）NTTデータSBC

（株）NTTデータ日本ハム（株）
中央研究所／IT戦略部

プロジェクト体制

母豚の繁殖サイクル 子豚の成長フロー

飼育者の判断（経験値）への依存度が高い

養豚の生産工程と特性
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カメラ

畜舎

センサー

IoT技術導入により管理意識に変化
　農場の多くは人里離れた場所に位置し、

また、農場内の豚舎同士が離れているた

め、当プロジェクトでは赤外線カメラや温

湿度計などの環境センサーを導入し、複

数の豚舎の状況をリアルタイムで把握でき

る無線ネットワークを構築しています。赤

外線カメラによって、夜間の豚の行動を見

ることが可能になり、新たな視点を管理に

取り入れることにつながっています。また、

子豚の成長度合い・体調や豚舎の温度・

湿度などをリアルタイムでチェックできる

ようになり、管理意識にも変化が見られる

ようになりました。

AIで健康状態や発情状況を判別
　当プロジェクトでは、複数の豚舎から収

集したビッグデータをもとに、AI画像診

断技術の開発を進めています。養豚にAI

を導入するのは業界初の取り組みであり、

AIで子豚の個体認識や行動分析を行うこ

行うことが可能になり、繁殖の安定化や

子豚の増産が期待できます。

　また、AI画像診断システムは、クラウド

を利用して構築を進めており、当社グルー

プ内に物理的なサーバーを保有しないた

め、自然災害などによるデータ破損のリス

クや停電によるトラブルを回避できるのも

メリットです。

　AIやIoTの発展は、畜産業界における人手不足や業務の効率化といった課題の解決に向けて、

さまざまな可能性を広げています。このような中で、インターファームをフィールドとして養豚に

関する研究に取り組んできたこともあり、今回のプロジェクトを企画しました。システムの構築・

運用に向けて、私は農場の現場とエンジニアの橋渡し役を務めており、AIを使って農場の方々の

パフォーマンス向上に貢献していきたいと考えています。AIで人間の仕事をすべて代替できるわ

けではありませんが、ベテランの目利きを機械に覚えさせることや、現場に蓄積されたビッグデー

タとカメラやセンサーなどから得られるデータの活用による管理の効率化などが可能になること

がわかってきました。しかし、養豚業向けに確立された製品や技術は少ないことから、自分たち

で開発から手がけなくてはならないものも多く、今後も、粘り強く取り組みを進めていく必要が

あります。現在、スマート養豚は、インターファームの農場の一部で導入されているに過ぎません

が、デバイス開発などを進めることで、さまざまな地域、環境条件、畜舎構造にも応用できるよう

になります。また、当社グループは、養牛、養鶏も手がけていることから、このプロジェクトで培っ

た技術のグループ内への水平展開はもちろん、グループ外での利用拡大を図ることで、疾病の予

防やコスト削減をはじめ、アニマルウェルフェアや生産性の向上など、日本の畜産業の活性化に

貢献していきたいと考えています。

助川　慎
日本ハム（株）中央研究所  研究員　

とで、経験に頼ることなく客観的なデータ

に基づいて状態判定ができるようになり

ます。例えば、鳴き声や運動量を解析する

ことで、豚にとって快適な環境を整えるこ

とや、疾病兆候を検知して速やかな治療

が行えるようになりました。さらに、母豚

の発情状況をAIで判別することで、これま

で以上に適切なタイミングで人工授精を

養豚管理支援システム運用イメージ

グループ内外での利用を促進することで、日本の畜産業の活性化に貢献します。

AIにより健康状態を
自動で判定・通知

事務所で豚の状況を
常に確認可能

映像・音声

環境情報
（温湿度など）

事務所

カメラ

畜舎

センサー
無線通信で

24時間
データを収集

飼育環境を調整・
異常へ対処

（最適な飼育環境を
整備）
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Case 2

食肉の
安定供給を

脅かす口蹄疫の
まん延防止に

向けて

口蹄疫抗原検出キットの開発
　食肉の安定供給を脅かす要因の一つに、家畜疾病があげられます。なかでも口蹄疫は 、経
済的被害の大きさから非常に重要な疾病とされています。ニッポンハムグループは、2018年
12月、日本初となる口蹄疫抗原検出キット「 NHイムノスティック 口蹄疫」を開発し、動物用
体外診断用医薬品としての製造販売承認を取得しました。国内はもとより、海外でも幅広くご
利用いただくことで、世界の畜産業の発展に貢献していきたいと考えています。

経済的被害が大きい 
口蹄疫の防疫
　

　口蹄疫は、牛・豚・羊などの家畜に、ウ

イルスが感染することによって発生する疾

病です。2010年の宮崎県における大流

行時には、約30万頭の家畜が殺処分さ

れ、2014年までの被害総額は2,350億

円にのぼると試算されています。大切な

家畜を殺処分せざるを得なくなった農家

の方々は、経済的被害だけでなく、心理的

にも大きな痛手を受けました。

　日本は2011年、OIE（国際獣疫事務

局）により「口蹄疫清浄国」として認定され

ていますが、周辺の非清浄国から侵入す

る恐れもあります。日本政府は防疫対策と

して、入国時の検疫強化などによる発生の

予防、早期の発見および通報、迅速かつ

的確な初動対応を基本方針に掲げていま

す。早期の発見は疾病のまん延防止の鍵

であり、そのためには迅速に診断を行うこ

とが重要になります。

口蹄疫以外の医薬品でも 
食肉の安定供給に貢献

　口蹄疫抗原検出キットは、ニッポンハム

グループが初めて開発した医薬品です。こ

こで培った研究成果やノウハウを活かすこ

とで、口蹄疫以外にも重要家畜疾病の発

生・まん延を防止するための技術開発を

推進し、食肉の安定供給に貢献していき

ます。

早期の発見に向けて 
簡易検査を可能に

　口蹄疫抗原検出キット「NHイムノス

ティック 口蹄疫」は、口蹄疫が疑われる

家畜を発見した場合、農場などの現場で

も迅速に検査が行える簡易キットです。イ

ムノクロマト法※を用いたことで、特殊な分

析機器等を使用することなく、検査結果を

約20分で目視判定できます。国が行う確

定検査の前に本キットで検査することによ

り、より迅速な初動防疫が行えるようにな

るため、口蹄疫のまん延を抑えられる可

能性が高まります。国内外での臨床検体

を用いた評価試験において良好な成績が

得られ、臨床現場における有用性が確認

されたため、動物用体外診断用医薬品と

して承認されました。
※  抗原抗体反応を用いた測定法の一つ。検体中の抗原
と試薬中の抗体とが免疫複合体を形成することで視
認性が増し、定められた場所に目視可能なラインと
して現れる。

世界における口蹄疫の発生状況 
（2018年4月2日現在）

口蹄疫抗原検出キット「NHイムノスティック 口蹄疫」

  非清浄国のうち、2008年度以降口蹄疫の発生が 
確認された国

出典：農林水産省
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