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乳房炎と環境 
2018/07/04 

ぬか床ベッドによる乳房炎の予防 
 

１．ぬか床ベッドとは 

 「ぬか床ベッド」とは、乳酸菌製剤(商品名:バイオバランス,乳酸菌名:Lactobacillus 

Delbrueckii, Anti Muffa 通称名:アンティムッファ株)を乳牛に経口投与して、その堆肥

の静置堆積により増殖した放線菌類をフリーバーン牛舎のベッドに戻し堆肥と共に広く拡

散することで、環境性乳房炎を予防しようとするベッドコントロール手法であると定義した。

「ぬか床ベッド」という名称は筆者独自の命名である。 

                              ぬか床ベッド 

 乳房炎は、その原因菌から伝染性乳房炎と環境性乳房炎

に大別される。伝染性乳房炎はマイコプラズマ性乳房炎を

除き、乳頭清拭の仕方とミルカーの整備によりほぼ解決が

できる。環境性乳房炎対策は、その名の通り環境を如何に

して綺麗で乾燥した状態にできるかが重要である。提唱す

る「ぬか床ベッド」は、環境性乳房炎特に大腸菌性乳房炎

や環境性連鎖球菌による乳房炎の予防対策として、酪農現場で既に実践されてきているもの

の紹介であるが、筆者独自の視点でベッド管理手法を解説する。 

 

２．菌をもって菌を制する 

 乳牛が生活する環境から乳房炎の原因菌を少なくする環境対策には、西洋的発想と東洋的

発想がある。これは筆者独自の考え方である。西洋的発想は、原因となる悪い菌がいるので

あれば、それを消毒薬により殺菌すれば良いと考え、消毒薬による環境の清浄化を目指す。

具体的には、消石灰(生石灰)によるベッドの消毒や敷料の消毒である。しかし、消毒直後は

良いとしても、環境に存在する菌は消毒効果の減少と共に増殖してしまうので、消毒効果は

短期間しか持続しない。 

一方東洋的発想は、「菌をもって菌を制する」である。乳房炎の原因菌となる悪い菌は環

境中に存在しても良いが、乳房炎の発生がなくなる”悪さをしない”程度の発育程度に、他

の菌種の共存により抑える方法である。色々な細菌種がフリーバーンベッドに存在する事で、

大腸菌の増殖を抑制する方法である。例えば、大腸菌による下痢が発生したら抗生剤の投与

で原因菌を叩くのは西洋的発想であり、乳酸菌製剤などを投与して腸内細菌叢を整えること

で下痢の治療や予防をするのが東洋的発想といえる。これには急な治療効果は期待できない

が、一度良好なる細菌叢(一般的表現では腸内に善玉菌が多い状態)を確立できれば、その予

防効果は継続されるが、その細菌叢維持には技術と経験を要する。人に例えれば、ヨーグル

トを食べ乳酸菌を腸内に補給し、乳酸菌の住処なる繊維分(野菜など)を多く食べることであ

る。 



2 

 

３．コンポストバーン対ぬか床ベッド 

 同じようにフリーバーンのベッド作りにコンポストバーンと呼ばれるものがある。ベッド

を毎日トラクターのロータリーで攪拌することで、ベッド部分の好気性発酵を促進して大腸

菌の増殖を抑制するもので、東洋的発想といえる。このコンポストバーンは好気的発酵促進

であり、毎日の攪拌(切り返しに相当)が必要であり、発酵のための水分調整が重要な要素と

なる。夏場では発酵熱によるベッドの温度上昇が問題となる。 

 ぬか床ベッドは通性嫌気性発酵を目指しており、毎日のベッドの攪拌は行わない。牛の足

による表面の攪拌程度である。排泄された乳酸菌や堆肥中の放線菌類の死滅防止には水分含

量 50-60%程度を必要とするので、ベッド表面は乾いていない状態を維持する。ベッドを一

見すると乳房炎発生が心配となる水分状態に見えるが、乳酸菌や放線菌類が増殖した細菌叢

が確立されていれば、乳房炎の発生や感染性蹄病の発生は少ない。 

 

４．戻し堆肥という名の敷料 

 戻し堆肥と堆肥が備えるべき条件を考えてみる。 

戻し堆肥の条件 

(ア) 水分が少なく、水分の吸収がよいこと。 

(イ) 乳房炎原因菌が繁殖しづらいこと。（放線菌類が繁殖していること）。 

(ウ) 堆肥の発酵を妨げないこと。 

堆肥の条件 

(ア) 散布しやすい水分であること。（水分６０％程度） 

(イ) 作物の発育障害がないこと。 

(ウ) 塩類蓄積が無いこと。 

(エ) 雑草の種、病原菌が含まれていないこと。 

(オ) 作物に対する栄養分が含まれていること。 

 

 戻し堆肥と堆肥の大きな違いは、（イ）の乳房炎原因菌が繁殖しづらいことであり、これ

は先ほどの「菌をもって菌を制する」に通じることである。（ア）では、戻し堆肥は水分が

少ない方が好まれるが、堆肥は水分がある程度ないと飛散して散布困難となる。堆肥条件の

重要な条件である（ウ）と（オ）は戻し堆肥での問題点となり得る。何度も繰り返し戻し堆

肥を敷料として利用すると、堆肥中に塩類蓄積が起きて作物に障害をきたし、同時に堆肥化

の発酵過程にも問題を起こす。（オ）では、戻し堆肥を乾燥させるために送風、攪拌と乾燥

を繰り返すと、肥料成分の窒素分が悪臭のアンモニアガスとして大気中に飛散して、肥料分

のない堆肥となって耕種農家から嫌われる。このように堆肥と戻し堆肥は備えるべき条件が

異なることが判る。 
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５．堆肥の好気性発酵の過程（日環エンジニアリング（株）堆肥資料より一部改変引用） 

 堆肥の好気的発酵の過程を解説し、「ぬか床ベッド」を理解する。 

 

①１次発酵段階：好気性発酵で、発酵温度６０℃～７０℃で５日程度持続する。腐りやすい

物質を栄養として細菌、糸状菌、糖分解菌による発酵段階である。この時の温度で大腸菌

類は死滅する。 

１次発酵段階の糖分解期は、家畜糞中の有機物に含まれるタンパク質・アミノ酸・糖質

などの易分解性物質が分解される時期で、堆積物の温度は上昇する。温度が高まるとセル

ロース分解期となり、この段階が堆肥化の主要な時期である。セルロースは、リグニンや

ヘミセルロースで保護されるような形態を持っているため、これを除去する必要がある。

中でもヘミセルロースは、セルロースとリグニンの結合組織的役割を持っているため、効

率良く分解する必要がある。この時期は、堆肥の温度が 60～80℃にもなり、一般の微生物

は活動できず、限られた種類の高温菌(バチルス菌)が働く。高温性、好気性の放線菌によ

ってヘミセルロースを分解し、セルロースを剥き出しにする。この時酸素を盛んに消費す

るため周囲が酸素不足となり、そこに嫌気性のセルロース分解菌（ストリジウム菌など）

が働く。 

②２次発酵段階：好気性発酵であり、発酵温度４０℃～５０℃で３０日程度持続する。好気

性発酵であるので、切り返し作業を必要とする。繊維分、リグニン（おがくずやわら、籾

殻など牛が消化できない成分）を栄養とする放線菌、セルロース分解菌、リグニン分解菌

による発酵段階である。 

堆肥の温度がゆっくりと下がってくると、リグニンの分解が始まる。リグニン分解は主

としてキノコ（担子菌）であるが、この時期はセルロースなどの中間分解物質に富み、堆

肥の品温も低下して他の微生物が生育しやすい環境となり、多種類の微生物が活動する。

微生物が多く現れると、それを食べる小動物(小バエ？)が現れる。このようにしてこの時

期には多くの微生物が現れては死滅する。こうして微生物の遺体が蓄積し、農耕地に施用

した時に肥料効果をもつ資材へと変化していく。 

 

 「菌をもって菌を制する」には、2 次発酵段階の過程が極めて重要であり、繊維分やリグ

ニンを分解する放線菌、糸状菌、担子菌が増殖することが「菌を制する作用」を作り出す。

そのためには、それらの菌の栄養源である繊維分やリグニン分を堆肥に入れること（通称副

資材という）と、発酵のための水分と温度を確保することが重要となる。牛糞中にはリグニ

ン分は消化できずに排泄されるが、繊維分は牛により消化された後である。1 次発酵段階の

温度で大腸菌は死滅するので、夏場など堆肥が乾燥した状態であれば敷料として使用できそ
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うであるが、この状態では放線菌、糸状菌、担子菌が充分に増殖していないので、乳房炎が

発生する。2 次発酵段階を経ないと「菌を制する作用」は得られない。一般的に堆肥を寝か

せる段階のことであり、時間を必要とする。 

 

６．戻し堆肥の乳房炎予防効果 

 戻し堆肥が大腸菌性乳房炎予防に効果があるかを文献より調査してみた（一部引用改変）。

文献中の要点のみを記す。 

 

文献名：環境性乳房炎の予防 発酵堆肥の敷料利用 畜産の研究 第 51 巻第 2 号(1997 年) 

細田紀子 渡辺工一＊山梨県東部家畜保健衛生所（Noriko Hosoda，Koichi Watanabe） 

  

環境性乳房炎予防のため、実験室内にてオガクズと堆肥混合物利用の基礎的な検討を行っ

た。堆肥中ではクレブシエラ菌と大腸菌の菌数は 103～104cFU／g と接種した菌液濃度のま

まで全く増殖しなかった。滅菌した堆肥中では急速に大腸菌群が増殖したことから、堆肥中

の微生物の影響と思われた。 

 野外試験として 1995 年 4 月から 1995 年 8 月まで、敷料にオガクズと堆肥混合物（体積比

オガクズ 1：堆肥 4）を用い、クレブシエラ菌と大腸菌数の推移について調査した。その結

果、気温の上昇する春期から夏期に、クレブシエラ菌と大腸菌は 104～105cFU／g で推移し

た。Bramley ら（1975 年）は牛床のグラム陰性桿菌数が 106cFU／g に達すると乳房炎の問題

が起こるとした。オガクズと堆肥の混合物は、乳房炎の予防に有効と思われた。 

 疾病の発生件数は，オガクズのみを敷料に使用していた過去 3 年間は年々増加傾向にあっ

たが、野外試験を実施してからは 43 件と半減（対前年比 53％）した。乳房炎は 6 件（対前

年比 24％）と激減し、蹄病は 5 件（対前年比 56％）と減少した。 

 堆肥中のクレブシエラ菌と大腸菌が増殖しない原因として、堆肥中の菌の相互作用や、堆

肥中の菌が抗菌作用をもつ物質を産生している等が考えられた。その結果、分別推定法にて

堆肥中の菌が抗菌作用のある物質を産生していることが推察された。以上のことから、堆肥

の敷料利用は環境性乳房炎の予防に大変有効であった。 

 

文献内容をまとめると 

1)オガクズと堆肥混合物（体積比オガクズ 1：堆肥 4）は、乳房炎の予防に有効と思われた。 

2)滅菌堆肥中では急速に菌が増殖した事から、予防効果は堆肥中の微生物の影響と思われた。 

3)堆肥中の菌が抗菌作用のある物質を産生していることが推察された。 

4)堆肥の敷料利用は環境性乳房炎の予防に大変有効であった。 

 

コメント 

滅菌堆肥はクレブシエラ菌や大腸菌の増殖を防げないことから、堆肥中の有用微生物が乳

房炎予防の鍵である。この有用微生物を増やすことが、戻し堆肥作成の最終目的である。 
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７．「ぬか床ベッド」の利点と欠点及び特徴 

 

フリーバーンベッドの「ぬか床ベッド」を実現させるために、乳酸菌製剤(商品名:バイオ

バランス,乳酸菌名:Lactobacillus Delbrueckii(ﾗｸﾄﾊﾞﾁﾙｽ.ﾃﾞﾙﾌﾞﾘｯｷｰ),通称名:Anti 

Muffa(ｱﾝﾁﾑｯﾌｧ))を利用した堆肥の利点と欠点、その特徴について述べる。 

  

乳房炎の出ない「ぬか床ベッド」のポイントは、”菌をもって菌を制する”で、乳酸菌、放

線菌、バチルス属、糸状菌などの有用な菌が多く、相対的に乳房炎原因菌の大腸菌類や連鎖

球菌類が減ることで、いなくなることではない。そのためには有用菌の放線菌類の栄養とな

るリグニンやセルロース類を堆肥中に入れる必要性がある。おがくず、籾殻、かんなくずな

どの堆肥混合が必要となる。これらの敷料は事前に戻し堆肥と混合して、その発酵熱で使用

前に消毒することが必要である。堆肥を発酵させるためには水分含量も重要で、乾いていれ

ば発酵は止まる。また、乳酸菌を活躍させるためには通性嫌気状態にするので、堆肥舎に高

く積み、切り返しは行わない。堆肥の静置のみで、堆肥の移動時に切り返しを行う程度とす

る。これを静置堆積と呼ぶ。静置堆積法では全ての堆肥が有用微生物の成育に好適な条件と

ならないために、切り返しを兼ねた堆肥の移動を 1 から 2 回程度行う。好気発酵作業の空気

を入れて好気状態を継続して作る切り返しとは意味が異なり、大きな目的は堆肥の移動であ

る。 

ぬか床ベッドの利点と欠点 

考え方 
乳房炎原

因菌対策 

戻し堆肥

の水分 
作成期間 

副資材の 

使用量 

切り返し 

作業 
堆肥販売 

堆肥の 

減量効果 

機械施設 

投資 

従 来 の

ベッド 

乾燥 

石灰消毒 

戻し堆肥 

乾 燥 が 望

まれる 

短期間 

攪拌機使用 

少量混合 

使用なし 

頻繁に実施

(毎日) 

塩類蓄積問題 

乾燥飛散問題 

減 量 効 果

中 
大 

ぬ か 床

ベッド 
有 用 菌 で

制する 

水分 50 か

ら 60％が

望まれる 

2 ヶ月程度の

静置堆積 

菌の餌とし

て 1/3 程度

混合 

移動時のみ

実施 

肥料効果大 

外部販売可能 

減 量 効 果

大 

乳酸菌代金 

堆肥舎のみ 
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ぬか床ベッドの利点を考えてみると 

 

1)攪拌(切り返し)のための機械投資が不必要。 

2)アンモニアガスが出ないので、堆肥舎の老朽化が減少。 

3)アンモニアガスが出ないので、悪臭公害がない。 

3)堆肥の移動が少ないので、バケットローダーの作業が減る。 

4)高く堆肥が積めるので、堆肥場の面積が少なくて済む。 

5)環境性乳房炎が減る。 

6)感染性の蹄病が減少する。 

7)牛舎のアンモニアガスが減少する。 

8)乳酸菌製剤投与により、乳牛の腸管内細菌叢が安定化する。 

9)堆肥の肥料効果が大きく、外部販売が有利になる。 

10)堆肥の乾燥が不要となる。 

11)堆肥の減量が可能となる。 

 

欠点 

1)乳酸菌製剤購入費が継続してある。 

2)ぬか床ベッドの作成に技術と時間を要する。 

3)ぬか床ベッドの戻し堆肥作成に当初 2 ヶ月以上の時間を要する。 

4)リグニン源として副資材が必要となる。 

 

「ぬか床ベッド用堆肥の作り方」の記事も合わせて読んで下さい。 

 


