
管理の質の向上に手をかけていると
思っています。

可能性の探求

ロボット搾乳は、酪農家の皆様の自由度
を高め、飼養管理に多くの時間を費やす
ことが可能な新しい日々を提供します。

どうしたらあなたの牧場が最高の状態で
運営していけるか、想像してみてくださ
い。あなたと牧場にとって重要なことは
何ですか？

従来の搾乳方法でもロボット搾乳で
も、搾乳には5つのルールがあります。

04 12酪農を最適化するため
の新たなルーティーン

自分だけのレリー アス
トロノートを作りましょう

高生産乳量を得るた
めの5つのルール

自動搾乳システム

www.lely.com
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少人数で多くの生産乳量を確保するた
めには、搾乳ロボットが1番効率的だと

思い導入しました。

自分の仕事、所有する牛群の可能性を探求するために、最後に時
間を取ったのはいつですか？時間を自由に使えるならあなたは何
をしますか？より良い農家になること、より良いライフスタイルを目
指すこと、それとも両方ですか？もしその両方を選択できる機会が
できればどうでしょうか？

個別に牛を管理する時間から解放される喜びを想像してみてくだ
さい。管理に費やす時間が短縮され、積極的に働く時間をつくるこ
とができます。健康な牛は確実に管理しやすくなります。また、より
効率的、生産的で高い収益性が望めます。健康的な牛群を管理す
ることによる満足感は計り知れません。

それは仕事がうまくいったことを意味し、あなたのビジネスをより
持続可能で社会的に責任を負うものにします。繁栄しているビジ
ネスを次世代に引き継ぐことがあなたの目標の1つであれば、あな
たはその目標をマークしたことになります。

あなただけが自分の「可能性」とはなにかを知っています。情熱、
関心、そして目標は誰にとっても異なります。あなた自身のことを
考えてみてください。そこにある可能性と解決策へ、そして変化に
向かってあなたの心を開きましょう。

可能性の探求
持田 直哉
持田牧場
搾乳ロボットを導入する前の作業体系は、朝5時か
5時30分頃から仕事を始め、
1日約8時間は仕事をしていました。
搾乳ロボットを導入してからは朝の開始時間は変
わりませんが、
1日スムーズに仕事が進めば、6〜7時間の作業で終
わっています。
ロボットの導入によって空いた時間を利用して畑
作業などを行っています。
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搾乳のような反復作業に一日の3分の1を費やし
ているならば、作業自動化による可能性を想像し
てみましょう。各農家に対し、重労働の軽減、作業
時間の節約、作業柔軟性の向上を提供します。そ
の結果、牛群管理、マネジメントの改善、家族と過
ごす時間といったより重要な内容に集中できるよ
うになります。

もっと視野を広げましょう
あなたはもはや牛に縛られて働いていません - 牛と相互関係をも
って働いているのです。必要に応じて、個々の牛にもっと注意を向
けることができるようになります。ロボット搾乳システムは牛の識
別と振り分けを行い、牛の検査や治療の手助けをします。搾乳ロボ
ット、ゲート、分離エリアがうまく機能できるようにワークフローを
入念に考え抜かれていれば、ロボット搾乳のメリットを得るために
大いに役立ちます。適切な情報を常に確認できることによって、余
裕が生まれます。

新しいルーティーンとは、あなた自身で管理しているということで
す。日々の計画をあなた自身が判断します。予定表を組み、その中
の自分の優先順位、目的、目標を設定します。あなたが牛と同じよ
うに自由であることが不可欠です。

牛を信頼しましょう
この新しいルーティーンにより、牛は自分のリズムに合わせられる
ようになります。牛は食事をしたり、搾乳されたり、横たわったりす
るなど、自分で決めた行動をとります。彼らは自分自身の管理能力
が高くあります。より豊かで穏やかな環境の下では、牛は自然な行
動ができるという自由を得られます。頻回搾乳を行うことで、牛の
健康や繁殖管理を行うための時間が増えます。これにより牛が長
持ちするようになり、乳生産が最適化され、淘汰率が低下するよう
になります。あなたがやらなければならないことは、牛を信頼する
ことのみです。

新たな日常作業
自動化により牧場の日常作業が変化し、柔軟性と効率性が高められ、仕事
のバランスを改善します。

ロボットを1年間やってきて、導入前以
上に生産性が向上され、また牛 のスト

レスが以前よりも軽減されたと思ってい
ます。 （株）大地の雫 

の一日

木曜日の朝
7.30 am  15 分間
• トラブルがないかどうか牛舎をチェックする
• 注意牛がいないか、Lely Horizonで確認する
• 牛床の除糞を行う
• ミルクフィルターを交換し、ロボットを速やかに清掃す

る
• 注意牛2頭への処置を行う

8.00 am  50 分間
• 牛に新鮮な飼料を与える
• 牛床に新鮮な敷料をまく
• 子牛に給餌する

9.00 am  10 分間
• 乾乳牛、授精対象牛を確認する

他の活動のための時間

4.30 pm  60 分間
• トラブルがないかどうか牛舎をチェックする
• 注意牛がいないか、Lely Horizonを使って確認する
• ミルクフィルターの交換とロボットアームの清掃
• 牛床を清掃し、セパレーションエリアで注意牛を処置

する
• Lely Horizonを確認し、翌日の計画を立てる。
• 子牛に給餌する

木曜日の夜
10.00 pm  15 分間
• トラブルがないかどうか牛舎をチェックする
• ミルクフィルターを交換する

水曜日の夜
6.00 pm  < 5 分以下
• Lely Horizonを使って、牛への処置ルーティーンを予定し

ています。これによって処置が必要な牛は特定の日時に
自動的に分離エリアへと移動されます。明日は「乾乳実施
日」で、今日の夕方には、牛が初回発情の兆候を示してい
ます。

4 5



ロボットの導入によって空いた
時間を利用して畑作業などを行

っています。

パフォーマンスへのリターン
新しい設備に投資し、システムを導入するのであれば、どんな酪農
機器の場合でも理にかなったものでなければなりません。生産者
の立場からは、投資により確実に収益を得る必要があります。自
動搾乳システムでは一般的に生産乳量が増加するため、生産者は
牛1頭当たりでより多くの生涯生産乳量を期待します。これは、搾乳
牛が自動搾乳システムを介して頻回搾乳されているためです（平均
2.7回/日）。酪農家の収入改善は、労働力を減らし、乳量を増やす
ことによってもたらされます。牛群の可能性を探りましょう。リアル
タイム表示される、乳量、タンパクと乳脂肪比、泌乳スピード、健康
特性に関する情報を利用してください。品種改良を行い、適さない
個体を減らしましょう。

家畜福祉と健康の改善
牛の売却の増加、特に余剰若牛の売却の結果により収入が増加す
ることもあります。これを達成するには、牛の健康状態を改善する
ことによって牛の無駄な淘汰を少なくすることです。レリー アスト
ロノートでは、肥満、怪我、乳房炎といった問題を経験する頭数が
少なく、健康と家畜福祉の向上に寄与します。これらの利点は、長
期的にはレリー アストロノートの投資収益率を改善することにな
ります。

一貫したインプットとアウトプット
労働者の負担を軽減し、アストロノートのランニングコストを把握
し、一貫して予測可能な乳量が確保されることで、安定したキャッ
シュフローを得ることができます。

入力データを管理し、 
生産性を最適化する

高生 産乳 量を
得るための5つ
のルール

ロボット搾乳により生産者は搾乳に
かかるコスト管理ができます。これ
は固定費であり、労務費などの変動
要素はありません。つまり予測可能
であり、これはコスト管理と財務計
画にとって重要な要素です。

1 牛の自由と選択 

牛が自然に行動できる、平和で
静かなストレスのない環境を提
供しましょう。

フリーカウトラフィックにより、
牛は餌を食べる、水を飲む、牛
床で寝る、搾乳するといった行
動を自由に選択できます。した
がって、搾乳に向かう動機を与
えられるように、搾乳ロボットの
周囲には自由にアクセスできる
空間が十分にあるべきです。行
動を強制されてはいけません。

2 牛たちは一貫性を
好む

牛自身の要求と泌乳ステージ
に応じた、牛個体ごとの生活リ
ズムを提供しましょう。

牛は変化を嫌うので、安定して
自ら学べる搾乳システムは利
益を得る搾乳にとって重要な
要素です。自動搾乳システムに
より、牛たちはそれぞれの生活
リズム、ニーズ、泌乳ステージ
に応じた一貫した日常生活を
送ることができます。

3 個別の対応  

すべての牛とその乳頭は異な
り、個別に扱われる必要があり
ます。

個々の牛、各乳房および分房の
状態に応じて、最適な搾乳プロ
セスが実行できます。ロボット
搾乳は、さまざまなニーズに応
じて容易に搾乳を行うことが
できます。

4 牛の健康の最適化 

牛は健康な時に最も能力が発
揮されます。健康に関する要件
を満たす必要があります。

ロボット搾乳は、健康問題の兆
候を示す牛乳や牛の異常行動
を速やかに特定します。この「
早期警告」によって、予防処置
と治療をできるだけ早く実施で
きます。

5 注意深く牛乳を取
り扱う

牛乳は価値が高い生鮮食品で
あり、品質を維持するために注
意して取り扱う必要がありま
す。

乳脂肪やタンパク質が最適な
乳質であるためには、搾乳にお
いてすべてタイミングが重要で
す。搾乳による牛乳の損失を防
止することも、生産乳量を最大
にするためには必要です。牛乳
は、搾乳直後とほぼ同じ高品質
な状態のままでなければなり
ません。
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お住まいの地域のレリー販売・サービス代理店は
酪農自動化についての現地窓口です。長年にわた
り、レリー社は酪農自動化の経験と各地域の知識
を組み合わせた包括的な専門家ネットワークを
構築しています。主な目標は、レリー機器からすべ
てのメリットを得るための手助けをすることです。

迅速で的確な対応
世界中のすべてのレリー代理店の施設は、その国あるいはその地
域の組織によってサポートされており、提供されているサービスの
レベルを監視し、お客様の疑問に対して段階的な対応が必要な場
合にも利用できます。適切な人材によって迅速かつ効果的に対応
できます。彼らは速やかに正解を得るだけの技術力と経験を持っ
ています。 

共同作業
搾乳ロボットへの移行段階において、あなたは決して初めてではあ
りません。実際には、15,000戸以上の農家が先に実践しています。
そしてレリー代理店による完全な設置と稼働を行うために、これま
ですべての農家の経験が手助けとなっています。

地域への熟知と経験
お住いの地域のレリー代理店の牧場経営アドバイザーは、従来搾
乳からのスムーズな移行から始まり、牛群がその能力を発揮でき
ているかを定期的に確認するなど、より広い視野をもって対応し
ます。お住いの地域には既に他の農家でレリーの自動搾乳システ
ムが導入されていることで、地域ごとの課題や問題、お客様からの
ニーズに対し迅速に対応できます。

自動化機器へのサポート
レリー代理店を介することで、レリーの認定技術者に連絡すること
ができます。認定技術者の知識、支援とサポートは、レリーアスト
ロノートがお客様の牧場の生産性と収益性を最適化する上で不可
欠な役割を果たし、24時間いつでも対応することができます。

私たちには酪農の血が流れています
レリーの社員の多くは農業の経験があります。彼らは牧場につい
て熟知しており、毎年トレーニングを受け、その知識についてテスト
を受けています。新規顧客と既存顧客の両方をサポートできる信
頼性と専門知識を持ち、24時間、週7日対応可能です。

安心感
安心感は、日々の活動において最も重要です。これは、従業員、機
械、そして最も重要な機器の保守とサポートに関して、安定したパ
ートナーに頼れることを意味します。レリーアストロノートのバック
グラウンドには信頼できる組織があることを頭に入れておいてくだ
さい。何が起ころうとも。

「農家それぞれで「最適」
の意味は異なります」

地域への熟知と 
24時間365日のサポート
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段階的な規模拡大
牧場の規模拡大は、長期にわたる計画と実施によ
るものです。資金調達と労働効率の面で管理でき
るように、段階的なアプローチが必要になります。

搾乳ロボットはこの点で完全に適合します。単に乳牛頭数の増加に
伴って乳量と投資が増加するためです。将来十分な乳量を得ること
を目的とした、ミルキングパーラーと待機場への膨大な投資を回避
することができます。

最高性能のロボットシステム
搾乳システムの性能において最も決定的な要因は搾乳牛です。
牛を理解し、最も優れた方法で個々の牛を扱えることが、レリ
ーアストロノートのすべてです。レリーアストロノートは、牛がロ
ボットを訪問しやすく、カウフレンドリーなロボットボックスを
備えています。最良の乳頭洗浄と泌乳刺激を実施する洗浄ブ
ラシの工程は分房に応じて調整できます。牛群管理システム
は、理想的な搾乳間隔に自動調整します。これにより良好で健
康な乳房と乳量が保証されます。搾乳牛と牛乳のデータは、農
家ができるだけ早い段階で対応できるように重要な情報から
優先して表示されます。
Iフロー。そして最も正確なハイブリッドアーム。全てのセンサ
ーとパルセーターは乳房に近いアームに内蔵されています。レ
リーアストロノートは、ロボット内滞在時間を短縮し、生産乳量
を最適化します。

すべての人のために
搾乳中の牛情報のクイックビュー、そして迅速で簡単な初回搾
乳。レリーアストロノートはこれまで以上に使いやすく理解し
やすくなりました。レリーは、お客様の要求を満たすことに重
点を置き、コントロールパネルや機能に大きな変更を加えまし
た。このシステムは、十分に検討された内容のメニューと分か
り易いアイコンを用いて、段階的に簡単な指示を行います。

利益の最大化とコストの最小化
反復的な作業を排除して労働時間を短縮し、農家の時間をよ
り柔軟にし、乳量や牛の健康を増強させることが、搾乳プロセ
スの自動化によって実証されています。生産乳量１リットル当
たりのコストを可能な限り抑えることで、安定した利益を残す
ことができます。新型ハイブリッドロボットアームの採用によっ
て、エネルギー消費を20％削減することができました。消費水
量も、従来のシステムに比べて減少しています。

信頼できる品質
完全に信頼できる搾乳システムは、あなたの期待するところで
しょう。レリーアストロノートは、25年間蓄積されてきた技術力
と、1日あたり400万回以上確認された搾乳データの経験を基
にしています。その設計思想は、稼働時間、迅速なメンテナン
ス、安定したパフォーマンスに重点を置いています。ロボットの
高品質な構成と細部の全ては、かつてない最も徹底したテスト
プログラムに基づいています。

牛たちはロボット搾乳の恩恵を受けることができます。ロボット搾乳牛はくつろぎ、健康になり、
その結果より多くのミルクを作ることができます。これは、自動搾乳システムが牛たちの要求に対
して極めて適合しており、農家にとっては牛を注意して観察するための時間を作ることができる
ためです。自動搾乳はお客様の牛たちの搾乳にとって最も優れたシステムです。これを念頭にお
いた上で、最も信頼性が高く、受け入れられる程度の費用で牛乳１リットルを搾乳できる、最高
性能の搾乳ロボットを探す必要があります。

Lely Astronaut

最良の搾乳システム
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Iフロー
革命的なIフローコンセプトによって、ロボ
ットへの牛の訪問行動が活発になります。
牛は牛群の中にいることを心地よく感じ
ます。

カスタマイズ搾乳
四分房別のパルセーション、搾乳間隔の自
動調整、および乳頭別離脱によって、レリー
アストロノートは牛個体ごとの特性に応じ
て搾乳することができます。

ユーザーインターフェース
コントロールパネルのメニューは再設計さ
れ、より直観的で使いやすくなっています。

信頼性
ここまで徹底的にテストされたアストロノー
トを、レリーはこれまで紹介したことはあり
ません。導入された全ての技術力は非常に
厳しい状態の下でテストされています。

簡単な初回搾乳
新開発されたこの機能は、お客様にとって
簡単で、牛にとってはリラックスできる機能
です。 牛を初めてロボット搾乳する際は、
ロボットアームを乳房に近づけるだけです。

ハイブリッドアーム
新 型 アーム の 静 寂 性 と 正 確 性 に よっ
て、こ れ ま で 以 上 に 搾 乳 ロ ボ ットが
カウフレンドリーになりました。

プレトリートメントブラシ
洗浄ブラシは乳頭や乳房下部まで汚れを
除去します。また、泌乳を促すための最高
の刺激作用でもあります。

Lely Horizon
牛群管理システムは、KPIをよりスマートか
つ可能な限り明確に表示することで、使い
やすく常に進化しています。

誇りをもってお客様にお届けします...
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進歩する技術力 
25年を経てロボット搾乳は成熟し、これからはシステムの微調整に向かって進
化していきます。問題は、ロボット搾乳をより高いレベルにすることでした。 
アストロノートA4のパフォーマンスと原則を基にして、レリーはロボット搾乳の
次段階の開発に着手しました。

見えない部分での進歩
アストロノートA5はA4と変化がないように見えますが、多くの変更が加えられ
ています。ハイブリッドアームは、エネルギー使用量を減少させ、牛やお客様に
とってより多くの安心をもたらす、最も目に見える改善点です。目に見えない部
分では、信頼性、使いやすさ、メンテナンス性が優れた機器配置などの面で多
くの進歩があります(12ページ参照)。

Lely Astronaut A5

Astronaut A5のハイブリッドアームは、電気
駆動の利点と空気制御の柔軟性と力強さ
を兼ね備えています。大型空圧シリンダー
は、圧縮空気をほとんど消費することなく
アーム重量を支え、電気部品がアームを正
確に動かします。システム内の圧縮空気は、
アームの重い負荷のバランスをとり、牛の蹴
りを緩衝し、電気システムを保護します。

カウ フレンドリー
• 静かな動作でより多くの安らぎ
• 正確で迅速な装着による簡単な搾乳
• ロボットアームの装着範囲が広いため、

あらゆる乳房形状の牛に対応します

エネルギー フレンドリー
• ロボットアームが定位置にあるときのエ

ネルギー使用量はごくわずかです
• 移動中にも空気を使用しません
• 正確な駆動と速やかな位置移動

レリーのロボットアームの原則は、搾乳工程を実施する上で、最も賢明な解決策であることが証明され
ています。ロボットアームは、搾乳工程中に常に牛の乳房直下にあり、ティートカップが落下した場合も
速やかに対応します。ロボットアームは牛の動きに応じて作動し、ロボットボックス内で牛が最大限動
けるようになっています。

ハイブリッドアーム 

ユーザーフレンドリー 
新型コントロールパネルと正確なロボットア
ームによる、簡単な初回搾乳
• 静かな動作でより快適に
• 優れた機器配置によるメンテナンス性の

向上
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Lely Astronaut

自分だけのLely Astro-
nautのカスタマイズ
レリーは全ての牧場に違いがあることを理解しています。あなたの目
標と同じように、あなたの牧場は唯一のものです。現代の酪農は複雑
なビジネスになる可能性がありますが、結局のところ、ミルクタンクに
牛乳があることが必要です。ご自身の状況について考えてみてくださ
い。どうしたらあなたの牧場が最高の状態で運営していけるか、想像し
てみてください。あなたの牧場にとって重要なこととは何ですか？

放牧戦略のサポート 
 「グレージング」オプション 
牛が飼育される上で放牧は最も自然な方法です。放牧は牛の幸福と健康にプラスの影響を与
えます。乳生産を完全にコントロールしながら、健康で幸せな牛を放牧することができます。
放牧は、放牧地にいることの影響により、ますます社会的に注目されつつあります。

蹄の健康を改善する 
 「フーフヘルス」オプション 
蹄の状態が良く健康であることは、家畜福祉や牧場にとって重要です。自由に動けるために
は、牛は健康な蹄でなければなりません。健康な蹄であれば、牛は牛舎や放牧地で幸せに過ご
し、休息、飲食を自由に行い、搾乳ロボットにも頻繁に訪問します。レリー メテオシステムによ
って、蹄の状態維持が可能になり、牛にやさしく安全な方法で蹄の状態が改善されます。

飼料効率に焦点を当てる
 「フィード」オプション 
飼料は酪農家にとって主たる費用の1つです。そのため、実際に必要となる量を各牛に給餌し、
飼料効率を調整します。液体添加剤と組み合わせることでも、より高度に飼料供給の可能性を
高められます。

乳房の健康管理
 「アダーケア」オプション 
良質のミルクは、健康な乳房に由来します。乳房の健康状態を明確に把握し、いつ処置するか
を理解します。搾乳実施前に細菌を除去し、交差汚染を回避します。乳房の健康を把握し、改
善し、コストを削減します。
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可能性の探求

お住いの地域の搾乳ロボット関係者とともにチャレンジを始めましょう。

ロボットから与えられる色々な情報
をどう処理しながらうまく利用してい
くか、それをどう経営に生かしていく

かということが大切だと思います。

あなただけが自分の「可能性」とはなにかを知っています。可能性と問題の解決方法、そして現状からの変化に向かっ
て心を開きましょう。一度立ち止まり将来について考えることは、より満ち足りた人生への第一歩になります。時間を
自由に使えるならあなたは何をしますか？より良い農家になること、より良いライフスタイルを目指すこと、それとも両
方ですか？あなたの地域のレリー代理店が、可能性を探求するお手伝いをします。 ぜひご連絡ください。
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www.lely.com

Lely Importer Cornes AG branch office in Japan

1 コーンズ・エージー本社
北海道恵庭市北柏木町3丁目104-1
TEL:(0123)32-1452　FAX:(0123)32-7052

コーンズ・エージー 札幌支店
北海道恵庭市北柏木町3丁目104-1
TEL:(0123)34-8711　Fax No (0123)34-8801

2 コーンズ・エージー 豊富支店
北海道天塩郡豊富町大通り12丁目
TEL:(0162)82-1439　FAX:(0162)82-3072

3 コーンズ・エージー 浜頓別支店
北海道枝幸郡浜頓別町大通6丁目2番地
TEL:(01634)8-7011　FAX:(01634)8-7771

4 コーンズ・エージー 興部支店
北海道紋別郡興部町字興部85番地7
TEL:(0158)82-2056　FAX:(0158)82-4090

5 コーンズ・エージー 遠軽支店
北海道紋別郡遠軽町大通北10丁目1番地23
TEL:(0158)46-3626　FAX:(0158)46-3780

6 コーンズ・エージー 北見支店
北海道北見市豊地69番地4
TEL:(0157)57-1201　FAX:(0157)57-1203

7 コーンズ・エージー 中標津支店
北海道標津郡中標津町桜ヶ丘2丁目53番地
TEL:(0153)72-3251　FAX:(0153)72-9652

8 コーンズ・エージー 標茶支店
北海道川上郡標茶町平和9丁目3番地
TEL:(015)485-1170　FAX:(015)485-1396

9 コーンズ・エージー 釧路支店
北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目2番地61
TEL:01547-6-0777　FAX:01547-6-0778

10 コーンズ・エージー 帯広支店
北海道河西郡芽室町東芽室北1線14番1
TEL:(0155)62-5588　FAX:(0155)62-5713

11 コーンズ・エージー 大樹支店
北海道広尾郡大樹町字振別2番地2
TEL:(01558)9-6160　FAX:(01558)9-6168

12 コーンズ・エージー 八雲営業所
北海道二海郡八雲町立岩55番地16
TEL:(0137)62-2600　FAX:(0137)62-2613

13 コーンズ・エージー 東北支店
岩手県滝沢市鵜飼八人打29番1
TEL:(019)699-3535　FAX:(019)699-3537

14 コーンズ・エージー 栃木支店
栃木県那須塩原市東赤田387番地2
TEL:(0287)53-7201　FAX:(0287)53-7202

15 コーンズ・エージー 高崎支店
群馬県高崎市下之城町493番地1
TEL:(027)325-3667　FAX:(027)323-2733

16 コーンズ・エージー 九州支店
熊本県熊本市東区小山7丁目4番15号
TEL:(096)389-1065　FAX:(096)389-1096

17 コーンズ・エージー 南九州支店
宮崎県都城市年見町5号5番
TEL:(0986)46-6690　FAX:(0986)23-1898
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