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銅の給与の最新所見

待機場所での暑熱対策　

Issue 7: Holding Areas

待機場所は、 牛が搾乳を待つために 1 日の 10％以上を過ごす場所です。この間、
牛は横臥したいとしても、肢蹄でもって立ち続けなければいけません。農場のストレ
ス低減や跛行減少のためにも、 この待機場所の快適性を、 できる限り向上させて
あげることが大切です。

カウコンフォートの中でも、特に肢蹄
へのストレスを考えた時に、待機場所
の状態や構造を無視するわけにはい
きません。

もし待機場所が狭すぎる場合、
壁や周囲の牛からの過度なプレッ
シャーがストレスになり、怪我をする
牛が出てくる場合があります。品種に
よりますが、待機場所では牛1頭当り
1.3〜1.5㎡の面積が必要です。面積
不足は牛たちの闘争を生み、肢蹄へ
を痛める危険性が増大します。

柱やゲートを設置しましょう。そうす
ることで、牛が他の牛に押された時で
あっても、怪我を起こし難くなります。
牛の尻や肩の高さにゲートなどの金
具や尖った物を設置しないようにしま
しょう。可能であれば、それらにカバー
を付けると安全です。

入り口は最低でも通路幅と同じ
広さにし、可能であれば通路から直
線的に設計を行いましょう。設計上、
牛が急角度の曲がり角を通らなけれ
ばいけない場合は、ラバーマットを敷
設することで牛の流れが良くなり、肢
へのストレスを減らすことができると
考えられます。戻り通路を設計するこ
とで、牛は群やパドックに真っ直ぐに
戻ることができます。曲がり角の床面
は滑らないよう加工することで、怪我
を防止することができます。

牛は下り坂よりも、上り坂の方が
より自由に歩き回ることができま
す。パーラーの入り口に向かって上り
傾斜を付けることが好ましいのですが、
どのような場合でも、待機場の床面に
2％以上の傾斜勾配を付けるべきでは
ありません。

待機場所のポイントについて、2ページに続きます ＞

農 場 の 可 能 性 を 引 き 出 す お 手 伝 い を さ せ て 頂 き ま す

 

待機場におけるカウコ
ンフォートのポイント

1搾乳回当たり、1時間以上牛群か
ら出ていることがないようにする。

過度な傾斜勾配を待機場の床面に
つけない。待機場所の傾斜勾配は
最大で2％とする。

コンクリート製の床面は避け、敷設
可能な場所にラバーマットを設置す
る。

牛の進入、退出時は、牛の肢の角
度に注意を払う。

クラウドゲートは、牛をパーラーに
押し込む用途では使わない。
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キーポイント：

牛体冷却を行うと、牛の泌乳量が上がる※

乳牛の牛体を、待機場で適切に冷却することで、1日あたり0.8kg〜2.3kg乳量が増えるという研究結果
があります。牛を涼しい状態で維持するために、待機場で過ごす時間を減らすこと、換気を改善するこ
と、スプリンクラーと換気扇を利用することを検討しましょう。スプリンクラーと換気扇の併用が、最適な
牛体冷却の方法です。しかし、併用が難しい場合は、スプリンクラーを利用することが効果的です。

待機場所でのスプリンクラーと換気扇の使用例について、下記の項目をクリックしてください。酪農場に
おける暑熱対策の方法についての詳しい情報は、Dairy Now第6号をご参照ください。

スプリンクラー

待機場所で牛体冷却を行う最も効果的な方法は、ス
プリンクラーの適切な設置と稼働です。

スプリンクラーを0.103〜0.138MPaで作動するように

設置する。

床面から最低2.4m以上の高さに設置する。

2.4〜3mの間隔で設置する。

13.9㎡（もしくは牛10頭）当りに、3.8ℓの水を噴射する。

製造メーカーによって規格は異なります。

待機場所におけるスプリ
ンクラー設置の一般例2.4〜3m

間隔

2.4〜3m
間隔

4.9〜6.1m
の範囲に水を放出する

床面から、2.4mの高さ

4.9〜6.1mの範囲に水を放出する

スプリンクラーのノズル

水の放出

※参考文献：『乳牛の暑熱ストレスの緩和』Brose, J. – Monsanto Dairy Business

Dairy Now： 暑熱ストレスと蹄病



※参考文献：『乳牛の暑熱ストレスの緩和』Brose, J. – Monsanto Dairy Business
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換気扇

換気扇の設置

換気扇の使い方

個々の農場で、待機場の設計は様々ですが、
下記のポイントに可能な限り近い形で換気扇を
設置することで、大きな効果が期待できます。

換気扇は1列に設置し、待機場の後方に向けて風が
流れるようにする。

換気扇を30°の角度で下向きに設置する；隣の換気扇の
真下に向けて風が流れる。

羽根径91cmの換気扇を、6.1〜7.3m間隔で設置する / 羽
根径122cmの換気扇を、7.3〜11mの間隔で設置する。

牛が届かない高さで、できる限り低い位置に換気扇を取付
ける；2.4mの高さが理想的である。

設置方法と同様に、風量、風速、風向が重要で
す。

舎内温度が18.3℃〜21.1℃になったら、換気扇の稼働を開
始する。継続的に稼働させること。

1頭1分当たり、およそ28.3㎥の風量を確保する。もしくは、
牛10頭につき、羽根径91.4cmの換気扇を1台設置する。

0.9mの間隔で、換気扇を設置する。

待機場の幅が7.3mよりも狭い場合、横壁に沿って換気扇を
設置することも検討する。

待機場の後方に向けて風が抜けるように、換気扇を設置す
る。自然の風の流れの方向に向ける。

換気扇は牛の背の部分に、常に時速8km〜11.2kmの風が
流れるように設置する。

地面から考えるカウコンフォート
待機場所の床面（通路や歩行面、搾乳場などの他の場所も同様に）を
適切に管理することは、跛行の発生を抑える上で非常に重要です。歩
行床面は、4つの主たる問題を引き起こす危険性があることから、しっ
かりと観察しなければなりません。

下記の項目をクリックしてください。さらに詳細な情報を表示します。

Dairy Now： 暑熱ストレスと蹄病

歩行路やコンクリート製の通路が荒れていることで、蹄の負重面に外傷が
できてしまい、跛行に繋がることがあります。岩や石、その他にも、床面に
落ちている物が、蹄底や白帯を貫いたり、床面のコンクリートの溝を適切に
維持管理しないと、経年劣化により、中の形成物が表面に出てきて、蹄に
外傷をつくったりすることがあります。

床面の表面が荒れていることによ
る外傷の形成



コンクリートによる衝撃

コンクリート上を歩いたり、立ったりすることによる衝撃は、現在形
成されている蹄病変の痛みを悪化させる可能性があります。ラ
バーマットの敷設により、蹄に厳しいコンクリートが、牛の肢蹄に
及ぼす影響を改善することが可能でしょう。

Dairy Now： 暑熱ストレスと蹄病

蹄ブロックを装着する時に、すべきことと、してはいけないこと
農場では、歩行面の荒れやその他の要因が、痛みを伴う跛行問題を引き起こすことがあります。損傷を受けた蹄
の治癒を目的に行う処置として、蹄ブロックの装着があります。しかし、不適切な蹄ブロックの装着は治癒どころか、
蹄に悪影響を及ぼします。適切な蹄ブロックの装着方法に従うことが大切です。

すべきこと するべきではないこと

蹄ブロックの装着や蹄病を治療する前に、適切な削蹄を行
い、蹄のバランスを取る。

蹄ブロックを装着する面を、健常な蹄の蹄底に、十分に確
保する。

牛と環境に見合った蹄ブロックを選択する。

免重が必要な、重度の蹄病変のある牛は全て、蹄ブロック
を装着する。

蹄尖部や蹄底の過削で、蹄底の厚さを確保できない牛に
は、蹄ブロックを装着する。

真皮組織が暴露してしまっている場合や痛みが強い場合
は、蹄ブロックを装着する。

判断に迷った場合は、蹄ブロックを装着する！

小さすぎる蹄ブロックや、蹄踵部を十分にカバーできない蹄
ブロックの使用。

肢に対して垂直にならない蹄ブロックの装着や、蹄の軸側
に平行にならない蹄ブロックの装着。

接着剤の付け過ぎで、蹄球部や外周部に突き刺さる部分
ができる。

すぐに摩耗してしまう蹄ブロックの使用。摩耗することで、バランスが

悪くなって不快感を感じ、蹄病変のある蹄に負重してしまう場合がある。

蹄病変のある蹄に、蹄ブロックを装着する。

蹄病変のある蹄に包帯を巻きすぎて、負重がかかってしま
う。

接着剤の温め忘れ。

蹄の角質を磨耗させる要因

歩行床面が荒れていたり、傾斜が付きすぎていたり、コンクリート上を長い距離
牛が歩かなければならない場合、蹄の角質が過度に磨耗してしまいます。待機
場所及び戻り通路の傾斜勾配は、2％以下であることを確認しましょう。61m以上
コンクリート上を歩行しなければならない場合は、ラバーマットの敷設もご検討く
ださい。

荒れたコンクリートは、跛行を引き起こしたり、現在の蹄の問題を悪化させる危
険性があります。コンクリート製の床面は、常に状態の維持に努めましょう。

滑りやすい床面の危険性

表面が平らで、滑りやすい床面において、牛が急角度で曲がらなければいけな
い場合、白帯病変の形成の危険性が増大します。水槽を設置している横断通路
は、牛にとっては、突然濡れた床面を歩かなければならなくなる場所です。その
他にも、コンクリート床面の溝切りが広すぎる場所では、牛は滑りやすくなります。

床面の溝切りは、幅1.9cm、深さ1.27cmで、7.6〜
8.3cm間隔で行うべきであるとされています。
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研究
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良いことをどれくらいやることが、やり過ぎになるのか？
長年に亘って、多くの農場で牛
に銅を給与する量を増やして
きました。今日では、添加量と
して20ppm以上の銅を含有し
ている乳牛飼料が当たり前に
なっており、30ppmを超える飼
料も見受けられます。

近年、銅に関する外部の研究
結果を元に、ジンプロ社では、
銅の推奨給与量を下げること
を決めました。

銅の給与量を増やしてきた理由
は、いくつかあります：

なぜ変更するのか？

大学や酪農業界の権威の方
による推奨。

牛が高単位の拮抗物質を摂
取した場合に、銅の要求量に
見合った給与を行おうとした
結果。

不足する可能性に対する、保
険としての給与。

銅の過剰な給与によって、銅中
毒の危険性が増大することが、
明らかになり始めました。

しかしながら、生体内利用率の高
い銅の供給源を飼料から抜くと、
牛が拮抗物質（硫黄、モリブデン、
鉄）を大量に摂取している場合や、
ストレス下にある場合には、欠乏
の危険性が出てきます。

ジンプロ社の推奨

飼料中の総銅量が低くなるよう、飼
料設計を行うことが推奨されます。
しかし、その際には、給与する銅の
一部分をジンプロ・ミネラルで賄う
ことが大切です。ジンプロ・ミネラル
の給与により、銅と他の栄養素と
の拮抗作用を最低限に抑えます。
（表、泌乳期におけるジンプロ社の
推奨量）

飼料中の総銅量を下げた飼料
において、給与する銅の一部分
を、ジンプロ・ミネラル由来の銅
で賄うことによって：

多量の拮抗物質を摂取した場
合でも、牛の銅要求量を充足さ
せる可能性が高まります。

ストレス下にあったとしても、牛
の銅要求量を充足させる可能性
が高まります。

牛の銅の排出量が減少します。

銅中毒の危険性が減少します。

乳牛の銅の推奨給与量

 以前 現在

乾乳〜泌乳初期、ppm

泌乳中期〜後期、ppm

ジンプロ社の銅、mg
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