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はじめに
乳房炎の予防を目的とした敷き料の細菌培養は、まだ新しい分野です。そのために多くのデー

タもなく、未だに半分勘に頼っている感じがします。そこで本格的に敷き料の細菌培養と乳房炎
の関係を研究しようと、活動を開始した次第です。
オガクズを敷き料として使用すると、クレブシエラ菌の乳房炎が増えることは経験しています

が、何故クレブシエラ菌なのでしょうか？オガクズをクレブシエラ菌が好むのでしょうか？他の
細菌はどうなっているのでしょうか？もしクレブシエラ菌のみがオガクズに繁殖するのであれば、
オガクズ中のクレブシエラ菌のみを叩けば、他の細菌の増殖はないことになります。ひょっとす
ると環境性の乳房炎は一気に解決するような気もします。もっと牛床環境と乳房炎の関係を研究
せねばなりません。

第１章 敷き料を使う理由
牛床に敷き料を使う理由は、

●牛の体を清潔に保つ
●牛床の水分を吸収する
●クッションと断熱効果を与える
●牛の体の傷、擦過傷を防ぐ
●細菌増殖を抑えるマネジメントに役立つ が考えられます。

しかし、最後の細菌の増殖を抑えるでは、使い方を誤ると細菌増殖を助長するに変わります。
敷き料の種類とそのマネジメント手法を考えるには、細菌培養は欠かせない方法となります。
牛体の汚れと乳房、乳頭の汚れには相関関係があり、汚れがひどければ、乳頭に付く細菌数も

多くなります。敷き料と共に糞尿を牛床から除去する手段として、敷き料が重要になります。ま
た、牛床の水分を吸収して欲しいので、その粒子の大きさも重要なポイントになります。
冬の気温の低い北海道では、寒さ対策としての敷き料も重要です。出来るだけ空気の層を確保

できる敷き料が、暖かさを保つ事ができます。セーターと思って頂けるとわかりやすいかと思わ
れます。哺乳仔牛では、下痢肺炎を防ぐ上では寒さ対策としての敷き料も、かなり重要なポイン
トになります。

パスチャーマットだけの時の牛の汚れ具合

敷き料がないときのマット 牛群全体の様子 搾乳時の足の汚れ
足についた糞でマットが汚れている 当然乳房、乳頭も汚れる



現在では牛床のクッション性を確保するために、多くのフリーストール牛舎ではパスチャーマ
ットが使われています。しかし、このマットだけではクッション性はあったとしても、擦過傷を
防ぐことはできません。この擦過傷は、飛節の外部に出現するので、飛節スコアとして注目され
ています。

つなぎ牛舎での飛節の損傷 敷き料があっても、腫れる。 敷き料があっても、腫れる
敷き料がないので化膿している 飛端にまで及び、動きを悪くする

敷き料がないこと、少ないことは乳房炎だけでなく、飛節の腫れ、飛端の腫れに直結し、牛の耐
用年数を短くします。廃用理由が関節炎である場合には、絶対的に敷き料不足です。

改善事例 使用敷き料 モミガラ ３インチの塩ビパイプで敷き料止めを取り付ける。

この牧場では、廃用理由が足であることが多いので、牛床の改善を直ちに行ないました。３イ
ンチの塩ビパイプで敷き料止めを取り付け、その中に大量のモミガラを投入しました。１ヶ月後
には飛節に毛が生えており、飛節の腫れも治まっていました。同時に牛もきれになり、乳量もア
ップしました。
改良が成功するかどうかは、最初の１回目にどれだけ多くの敷き料を投入できるかが鍵です。

１回目の投入量が、その後の投入量の目安になることが多い。

改良前の様子 改良１ヶ月後の同じ牛 飼槽部分の改良
少ないながらも、モミガラは使用 飛節に毛が生えている ２Ｘ４の板を使用



第２章 敷き料の選択をするためには
敷き料の選択には、色々な要素が絡んできます。敷き料を選択するには
●牛舎のタイプ
●糞尿処理システム
●入手の難易度、必要量を安定的に確保できるか？
●牛床素材とのマッチング、八ンドリンク、投資効果
●堆肥を販売する所では、土壌に対する影響 などを考えなければいけません。

どんな敷料を使うにしても、敷料によって達成したい目的は同じです。先に挙げた目的を達成
するために、敷料の種類だけではなく、敷料マネジメントが良くなければいけません。良く見受
けられるのは、只敷き料を入れれば良い程度の認識の作業です。本当の敷き料投入の目的を知り、
目標に沿うにはどうすればよいかを知って、作業にあたらねばいけません。

戻し堆肥のベッド 砂のベッドでも 敷き料は、寝たときの乳房
穴が掘れていては牛が寝ない 穴が掘れていては牛が寝ない の位置に多く欲しい

ホタテの粉末を利用したベッド ストールのデザインが古くとも
細菌の増殖は少ない 敷き料が多いので、すべての牛が寝ている

敷き料の量はカウコンフォートに大きく影響します。牛は寝て反芻しているときに牛乳を作る
事を忘れてはいけません。寝て反芻している時間が短ければ短いほど、乳量は少なく、蹄病が増
えます。蹄病の発生具合にも、敷き料の量は関係しているのです。



第３章 合理的なベッドメーキング仕方 敷き料のマネジメント
科学的検証に基づいたベッドメーキングの仕方を考えてみたいと思います。この科学的検証に

敷き料の培養検査が使われます。

ベッドメーキングのポイントは以下です。
●牛床の後半分の敷料を完全に除去して、新しいものを入れる。
●マットレスを使う時は、乳房部分は毎日少量（2～3kg）の敷き料を新たに入れて取り替える。
●マットレスは敷料を使わなければならない。
●週１回は敷き料を全部取り替える。
●砂の場合は新しい砂を表面に加えて、表面レベルが縁石より上になるようにする
●牛床の前方に敷料を貯蔵して、それを掻き落として使う方法は良くない。
●牛が自分で掻き下ろすことを期待したり、人間が前方から後方に移動させたりする考えで、敷
料を牛床の前方に多く入れて貯蔵する方法は一般的である。

●ストール前方の敷料は、外見はキレイに見えても高度に汚染されている可能性が高い。

敷料をストール前方に貯蔵している農家のストールの細菌数

ﾊﾞｸﾃﾘｱｺﾛﾆｰ数(1000cfu/ml)
農場 敷料 ｽﾄｰﾙ前部 ｽﾄｰﾙ中部 ｽﾄｰﾙ後部
Ａ ひまわり皮 3,850 9,925 27,27
Ｂ 細断ワラ 細断紙 690 1,900 4,100

（University of Minnesota）ﾎｰｽﾞﾃﾞｰﾘｰﾏﾝ誌より

●新鮮な敷料のコロニー数 5,000／ml が一般的であるので、ストール前方の敷料コロニー数：ひ
まわり皮385万、ワラ69万という数字は乳房炎感染のガイドライン100万と比較すると限りなく
リスクが高い。



オガクズ中の細菌数の推移

●オガクズ中では、大腸菌は牛床前部も後部も、２日目には１０の８乗の領域に達している。
●牛床の前のオガクズが、細菌学的に綺麗である保証は全くない。
●オガクズは、大腸菌群の発育の割合が圧倒的に多い。
●ロールベール乾草では、ブドウ球菌は牛床前部も後部も、２日目には１０の８乗の領域に達し
ている。

●牛床の前のロールベール乾草が、細菌学的に綺麗である保証は全くない。
●ロールベール乾草では、大腸菌群よりもブドウ球菌群の発育が多い。



敷き料として、火山灰を利用したときの細菌数

これはフリーストール牛舎に移転直後に調べた火山灰の細菌検査です。２０年以上の前の結果で
す。
●火山灰は有機物がないので、細菌の増殖は少ないはずであったが、足についた糞を混入させる
ので、細菌の繁殖は多かった。

●細菌の特徴はブドウ球菌群と連鎖球菌群であった。
●火山灰を使用して判ったことは、しばらくすると火山灰が固まり、牛が寝なくなることで、メ
ンテナンスが重要であった。

●火山灰に含まれる小石は、牛の蹄病を増やす可能性があった。



敷き料のタイプによる違い

ﾎｰｽﾞﾃﾞｰﾘｰﾏﾝ誌より

●敷き料が細かいほど、細菌の増殖が早い。
●ストール前方であっても、細菌数が多い。細菌数の多さは見た目では判断できない。
●従って細菌培養検査では、１ｇ当たりの菌数ではなく、１ｍｌ当たりの菌数で検査しなくては
いけない。重さで検査をすると、使用中の敷き料の水分に大きく左右される。

●砂であっても、細菌の繁殖が少ないとは言えない。ベッドメーキングのマネジメント方が重要
で、良く理解した上でのメンテナンス法が重要である。



以上の過去の敷き料の細菌検査結果でわかったこと。

●敷き料と乳房炎の種類には、関係がありそう。
●敷き料が細かいほど、細菌の増殖は早い。

粒子細かいので表面積が増え、そこに細菌が繁殖する。
●敷き料の培養は、１ｇ当たりではなく、１ｍｌ当たりで検査すべきである。
●ベッドの前部、後部にかかわらず、敷き料の見た目の汚れにかかわらず、細菌は増殖する。
●敷き料使用前から、細菌が多いことがあり得る。
●砂であっても細菌の増殖（乳房炎の発生）がないとは言えない。メンテナンスが重要である。

第４章 敷き料の培養結果をどのように使うか
牛床における細菌増殖の速度を決める要因には、以下があります。これをひとつでもたたけれ

ば、細菌の増殖スピードは鈍くなります。細菌培養の結果に関係なく、ベッドメーキングのマネ
ジメントとして必要な要素になります。

●有機物（栄養）の存在
糞尿はこまめにベッドから除去する。
通路の除糞は、最低１日２回は行う。

●敷料、糞尿、汚れの蓄積
ベッドの汚れは綺麗に落とす。
時にはベッドの消毒も実施する。
消毒の仕方、消毒の実施間隔などはこれからの研究課題

●水分、環境湿度
水分を吸いやすい敷き料の使用
牛舎の換気をコントロールする。
エスカリューの散布

●温度（環境温度、牛床の温度）
カウコンフォートに努める。

●細菌の環境pH
消石灰、ドロマイトの利用
他の細菌叢を繁殖させることにより、乳房炎菌の増殖を抑える。（研究課題）

バクテリア数100万cfu／ml以上ならどうする（個人的には1000万cfu／ml以上と感じている）
（100万cfu／mlの数値は、これ位の数字でないと、環境に置いては有意となれない数字であると、
聞いている。数字の明確な根拠は不明。今後の課題でもある）

●使用前の新しい敷料を培養する。すでに100万cfu／ml以上であるかを見る。
可能であれば、消石灰による消毒を実施する。または他の問題のない敷き料で薄めるか？

●敷料を牛床に入れて、通常の手入れ作業をしながら24時間ごとに培養して、各段階での細菌数
を数える。

●どの時点で100万cfu／mlを越えるかを特定する。
●それに基づいて敷料取り替え頻度を決める



事例１ 使用前の敷き料を培養する。 大腸菌群

Ａ農場 Ａ社製オガクズ 3.5X10 2乗
Ｂ農場 Ｂ社製オガクズ 3.2X10 6乗
Ｃ農場 Ｃ社製オガクズ 1.3x10 4乗

Ａ農場ではオガクズを持ってきた時点では安心して使用できるが、Ｂ農場ではすでに 300 万を
超えているので、何かしらの対策を実施しないと乳房炎の発生が劇的に増えてしまう。Ｃ農場で
も何かしらの対策が必要であろう。環境条件が良ければ細菌はあっという間に増殖するので、最
初の細菌数がどれくらいであるかは、危険領域に到達する時間を左右します。
これはオガクズの種類（業者）により、乳房炎の発生具合が違うことを経験している裏付けと

なる。現実は同じ業者でも、その原料、生産時期により違う可能性がある。乾燥した角材から出
来たオガクズの細菌数は少ないが、粒子が細かいことが問題である。

事例２ 時間経過を観察する
Ｄ農場

培養結果の判断
Ｄ農場では現実的には、大腸菌性の乳房炎の発生は少なく、通常のブツが出る位の乳房炎が多

いとのことでした。その現実の乳房炎を踏まえて考えると、連鎖球菌がフリーバーンの１日目で
危険領域に達しており、大いに問題となると考えました。では何をすればよいのか？
あまり対策を思いつかず、フリーバーンの表面に石灰を散布することと、如何にして表面を乾

かすかを指示しました。また、戻し堆肥を製作できれば、特定の菌種の優先を防ぐことが可能か
も知れません。
その他の部分も採材をして細菌検査をした結果、ベッドの表面からも連鎖球菌群が大量に培養

され、乳房炎の主たる原因は、ベッドの連鎖球菌と判断しました。

採材箇所 大腸菌群 連鎖球菌群 大腸菌

新鮮オガクズ 1.3×104 8.0×104 1.6×103

フリーバーン１日目 1.4×106 1.1×107 1.0×104

フリーバーン２日目

フリーバーン３日目 1.0×106 2.7×106 5.0×104

フリーバーン４日目 7.5×105 2.4×106 4.7×105



事例３ Ｅ農家 大腸菌性乳房炎が多発しており、その対策に培養試験を実施しました。

培養の結果
●敷き料として利用している古畳の裁断は、大腸菌群の数が多く、持ってきた時点で問題となっ
ている。敷き料としての利用を止めて、糞尿の水分調整剤として利用してもらうことにした。

●待機場の敷き料に多くの大腸菌がいるので、待機場は一部を除いて敷き料を止めてもらった。
待機場の敷き料は蹄病予防の為には欲しい所であるが。新しい所ではマットを設置すべき。

●フリーバーンでは表面を石灰散布後、ロータリーで撹拌している事の評価を目指した。その後
の検査で、撹拌後は細菌数が減っていることが確認された。

●ベッドの表面は細菌数が多く、消毒後石灰散布を継続して行って欲しい。

以上の対策を実施後、大腸菌性の乳房炎の新規発症は止まった。やはり細菌培養は役に立つ手
段であることを実感した。

第５章 敷き料の種類と乳房炎の種類
先の培養試験結果でもあったように、敷き料の種類と乳房炎の種類は密接な関係にあります。

敷き料にオガクズを使えば、クレブシエラ菌の乳房炎が増えるように、特徴があります。その特
徴を列記します。（かなりが経験則に基づくものである）

●麦わら 細断が必要。細菌検査では大腸菌類は多いが、発生は割合少ない。
長いままでの使用は、保温性を確保できる。
投入が手作業となることが多い。カビに注意する。

●稲わら 裁断が必要。カビに注意する。
●乾草 連鎖球菌の発生が多い。 カビに注意する。
●カンナクズ 堆肥化に時間がかかる。

水分の吸収が少ない。
●戻し堆肥 きちんと発酵したものを使う。

７０度以上の発酵温度と水分をきちんと落して使用する。
他の敷き料と併用しないと、堆肥の発酵がうまくできなくなる。
只乾燥した状態では、乳房炎の発生が多くなる。

採 材 場 所
大腸菌群

(CFU/g）

大腸菌

(CFU/g）
対策

Ａ フリーバーン現状 4.0×106 1.8×106

Ｂ フリーバーン回転後 6.0×105 1.0×105 消石灰を散布後耕運する。再検査してみる

Ｃ 待機場敷き料 6.0×107 1.4×105 入り口のみ敷く

Ｄ ベッドの表面 2.2×107 1.7×106 発布消毒後、エスカリュウの散布

Ｅ 畳裁断敷き料 1.1×106 4.8×105 堆肥の水分調整材として使用 敷き料不可



フリーバーン牛舎の戻し堆肥と堆肥の考え方

戻し堆肥の条件
１．水分が少ないこと。
２．水分の吸収がよいこと。
３．乳房炎原因菌がいないこと。
４．堆肥の発酵を妨げないこと。
５．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）
堆肥の条件
１． 散布しやすい水分であること。（水分６０％程度）
２． 作物の発育障害がないこと。易分解性の有機物が分解されていること。
３． 塩類蓄積が無いこと。
４． 雑草の種、病原菌が含まれていないこと。
５． 作物の栄養が含まれていること。

戻 し 堆 肥 生 糞 尿

おがくず、籾殻

○ ×

水分調整６５％程度

塩類蓄積

１次発酵

好気発酵、発酵温度６０℃～７０℃ ５日程度

細菌、糸状菌、糖分解菌による発酵

腐りやすい物質を栄養とする

× ２次発酵

好気発酵、発酵温度４０℃～５０℃ ３０日程度

放線菌、セルロース分解菌、リグニン分解による発酵

繊維、リグニンを栄養とする

水 分 調 整 ほ場散布

石灰の混合
おがくず、籾殻の混合



戻し堆肥に関して思うこと。
完全に戻し堆肥という敷き料を作るのか、良質な堆肥を作るのかを区別しなければいけない。

良質な堆肥であれば、窒素分もある程度含まれていなければいけないし、散布のことを考えると
ある程度の水分を必要とする。また、多少の出来不出来は土壌中では関係がない。一方戻し堆肥
という敷き料では、乳房炎を発症するような細菌はいないこと、水分が低いこと、ベッドの中で
細菌が急激に増殖しないことなどが、必要となる。

今までの経験上、戻し堆肥という敷き料には、放線菌類の繁殖が欠かせないと思っている。只単
純に１次発酵を終了し、熱が出て大腸菌がいない状態の戻し堆肥であっても、大腸菌性の乳房炎
は発症しました。それは戻し堆肥には大腸菌がいなくとも、フリーバーンに入れると、そこには
大腸菌がいるのです。入れたときから大腸菌群が繁殖可能であれば、少し時間の延長があるかも
知れないが、やがては危険領域にまで大腸菌が繁殖してしまう。特に戻し堆肥の粒子が細かけれ
ば細かいほど、大腸菌が繁殖してしまう。これを防がねばいけないのです。戻し堆肥には、順調
に２次発酵が終了すると、そこには放線菌類が大量に繁殖しているはずである。この放線菌類が
細菌の増殖を抑制してくれていると思っている。その昔ペニシリンは青カビから作られた。
したがって戻し堆肥には、いわゆる寝かせる時間（２次発酵の時間）が必要であり、放線菌類

が栄養とする、繊維分、リグニンが必要となる。これを生糞に混合しなければ、やがては発酵が
上手く行かなくなり、乳房炎の発症する戻し堆肥になってしまう。堆肥が発酵したと言うことは、
微生物（細菌）が繁殖して、その栄養素はなくなったことを意味します。その戻し堆肥を又生糞
と混合するのですから、発酵は次第にしなくなります。燃え残りの灰を又大量にストーブに入れ
るようなものです。戻し堆肥の量が多くなれば、燃えなくなります。
また、戻し堆肥のみの敷き料では、水分があると乳房、乳頭にこびりつき、皺に入り込み、な

かなか乳頭から汚れを落としづらくなります。ある程度の量は戻し堆肥にも、オガクズなど放線
菌類の栄養を混合して、粘り着かない状態を繰り上げたいところです。

一方堆肥を外部に出して処理をしているところでは、何度も戻しを繰り返していると、塩類蓄
積が起きます。これは作物の栽培には有害となるので、その後は堆肥を取引してもらえなくなり
ます。塩類蓄積をおこしていれば、細菌は繁殖しづらいかも知れませんが。

乳房炎の発症が少ない戻し堆肥と、問題がある戻し堆肥の区別をしっかりと行い、その違いを
明確にしたいものです。皆様のご協力をお願いします。

オガクズと戻し堆肥を１：３で混合したとき
フリーバーンの状態 戻し堆肥のみの状態



戻し堆肥とオガクズの混合量の試験

この試験で判ることは、堆肥と高圧滅菌処理の堆肥では異なることです。高圧滅菌処理すると先
に書いた放線菌類も死んでしまうので、大腸菌もクレブシエラ菌もかなり増殖してしまいます。
一方滅菌処理をしない堆肥では、オガクズや滅菌処理堆肥に比較して、細菌の繁殖を抑制してい
ることが判ります。また、オガクズとの混合比率では、堆肥の割合が多ければ多いほど細菌の繁
殖を抑制しています。堆肥に細菌抑制効果があると考えて良いと思われます。私はこれが放線菌
類と予測しています。色々な菌類が繁殖することで、有害な菌を抑制する方式です。混合量はそ



の後の放線菌の栄養も考えて、堆肥２～３に対してオガクズ１程度として見ています。夏の生堆
肥の発酵は、すぐに乾燥して放線菌類が繁殖しづらくなっている場合が多いので、注意が必要で
す。放線菌類わかりやすくするとキノコ類ですが、これらが繁殖するには水分が充分必要となり
ます。夏場は乾燥すると、放線菌類は増殖しませんので、簡単に手で水分を測定してみて下さい。

水分 手で堆肥を握り締めた時の状態

75％以上 指の間から水がぽたぽたしたたり落ちる

70％程度 指の間から水がにじみ出す

60％程度 固まり状になり、払い落としても手のひらの表面に湿った堆肥がくっついている

50％程度 湿り気を感じ、柔らかい固まり状になるが、払い落とすと手のひらの表面に多
少堆肥がくっつく

40％程度 固まり状にはならない。払い落とすと手のひらの表面に殆ど堆肥はくっつかな
く、やや湿り気を感じる

30％程度 乾いた状態で湿り気は全く感じない。細かい粒子は粉塵として飛散する。

オガコの水分含量が大腸菌数に及ぼす影響
［要約］
敷料資材のオガコの水分含量と大腸菌数との関係について、試験管内において大腸菌数は含水率
37.8%以上のとき増加し、これ未満のとき減少する。また、ガラス製容器を用いてオガコを容器内
に入れて振動させると、オガコの含水率が30.0%以上のとき、オガコはガラス製容器内の壁面に付
着する。
沖縄県畜産試験場・大家畜室

フリーバーン牛舎でベッドの表面の水分が高いのに、乳房炎の発症が少ない農家があります。
これはフリーバーンの表面に多くの放線菌類がいると思っています。それにより乳房炎の発症が
少ないのではと思っています。今これを利用したバイオベッドなるものが出現してきています。
これらの作用を売り物にして、商品を売っている業者もいます。

第６章 石灰の応用
土壌消毒などに一般的に使われている石灰等を比較してみました。殺菌力の有無からすると、

消石灰とドロマイトで、乳牛の皮膚に悪影響を与えないのはドロマイトです。
ドロマイトの主成分は炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムから成っています。900～1,100℃で

焼成して水和反応を経たものが、建材領域で塗り壁材料として使用されています。肥料用として
は苦土石灰がこれに準じています。いわゆる消石灰に炭酸マグネシウムが混在した組成になって
います。古生層の石灰岩は地表水（海水）中に溶けていたカルシウム、マグネシウムおよび二酸
化炭素が沈殿、堆積して生じたものと言われています。

ＰＨ 殺菌力 乳頭皮膚のあれ
CaC03 Calcium Carbonate タンカル ７．５ × 問題なし
Ca(OH)２ Calcium Hydroxide 消石灰 ９．０ ○ 問題有り
CaSO4 Calcium Sulfate（石膏ﾎﾞｰﾄﾞ） 硫酸ｶﾙｼｳﾑ ７．０ × 問題なし
CaC03 MgCO3 ドロマイト 強ｱﾙｶﾘ ○ 問題なし



石灰の混合量と殺菌力

村田氏の試験によると、重量比で５％程度混合できれば、３０分程度でクレブシエラ菌を殺菌す
ることが出来ます。
同じ様な試験を実際に行ってみました。オガクズにクレブシエラ菌を摂取し、それにドロマイ

ト、消石灰、エスカリューを３％、５％、７％混合して培養してみました。ドロマイトと消石灰
は細菌の繁殖はありませんでしたが、エスカリューはクレブシエラ菌の繁殖を抑えることは出来
ませんでした。

第７章 敷き料の追加作業
毎日の敷き料マネジメントでは、如何にして新しい敷き料を追加するかは大きな問題点です。

労働的に大変であればあるほど、敷き料の追加は行わなくなり、乳房炎の問題が生じます。敷き
料の追加も、具体的にどのようにすればよいのかを検討してみます。

フリーストール牛舎で、中央に給餌通路があり、左右に２列のストールで計４列のストールが
あると仮定してみます。朝の搾乳時のみに１列分敷き料を投入すると、５日目には最初の列にな
ります。朝晩１列ずつ敷き料を投入すると、３日目には最初の列になります。両群共に朝晩１列
ずつであれば、毎日敷き料を１回投入することが可能です。１回の投入時間を短くし、頻度を上
げる事により綺麗な状態を維持します。掃除は綺麗な内にするから、綺麗さを維持できます。汚
れてから掃除をするのであれば、必ず汚れるのです。



フリーストール牛舎での追加作業用の機械
オガクズ用ベッディングブロアー モミガラ入れ 乾草切断カッター

第８章 ベッドの消毒 発泡消毒
牛床の消毒も時には必要になります。どのくらいの頻度で行えばよいのかは、今後の研究が待

たれますが、必要である事には間違いがありません。
消毒の効果を高めるために、又水の使用量を少なくするために、現在は発泡消毒がお勧めです。

これは、消毒薬液が泡状になって散布されます。垂直の壁でも泡が長く留まって、糞を膨潤させ
て取りやすくします。洗浄面に凹凸があったり、構造が複雑であったりしても、消毒薬液の泡が
付く事で、消毒液の付着が判ります。
消毒液に発泡剤を混ぜ、特殊のノズルを用いて、動力噴霧器で消毒します。

フリーストールベッドの発泡消毒の事例

消毒前の状態 発泡消毒直後 消毒後３０分で糞除去
その３０分後のベッド

仔牛小屋を消毒してみました。
泡が付くのでどの部分が消毒されて
いないのかが判る。

連動スタンチョンなどの
複雑な構造でも、付着し
ていた糞は良く落ちる。


