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発刊にあたって

根室農業改良普及センター

所長 田中義春

根室管内における農畜産物販売の大部分は生乳で占め、計画乳量を生産することは農業者の所

得確保と地域活性化の源でもあります。平成 24年度管内生産目標は 828千ｔで対前年比 102.7

％、金額に換算しますとプラス 17億円にも達します。

普及センターでは生乳生産予測を毎月の実績とシミュレーションをホームページで公開してい

ます。本年度は他管内よりはるかに乳量を伸ばしていますが、計画生産目標を達成することは

難しい状況にあります。

生乳生産を制限したり、労働時間を増やしている最大の要因は、分娩直後のトラブルと繁殖悪

化です。管内の淘汰率は経産牛に対して 25％ですが、分娩 30日以内が 3%、90日以内が 7％

にも及びます。分娩間隔は 1996年の 409日に対し 2011年は 430日で、15年間に 21日間延び

ています。

これは乳牛本来の行動を妨げていることが大きな要因と考えられ、牛の安楽性を高めると同時

に飼養管理技術向上が求められています。乳牛の遺伝的改良は飛躍的に進み代謝量が大きくな

り大量の熱と水分を発生するので、以前より栄養と水と酸素を必要としています。

自然な姿で休息・採食・飲水・反芻と、スムーズな動きで座り込む・立ち上がる・歩くという

行動が重要です。牛にストレスをかけない快適な環境を追求した牛舎や改造は、疾病や繁殖だ

けでなく乳生産にも良い方向へ導きます。

今回は地域の事例を含めて現場の酪農家が改善可能な事項として、写真を多く使って解りやす

くまとめてみました。是非、この冊子を活用して健康な牛で長寿連産、且つ生産性の向上を目

指して欲しいと願っています。
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牛舎の快適性を考える

牛舎の役目の一つは、自然の脅威から家畜を守ることです。雨風や夏の暑さをさえぎり、冬

の寒さや吹雪から家畜を守る。北海道のように四季が明確で冬の環境が厳しい地区では、なに

よりもこのことが重要でした。公社事業では「牛舎」のことを「避難舎」と呼ぶことにそのな

ごりを見ることが出来ます。

牛舎の二つ目の役目は飼養管理の効率化です。施設に家畜を集約することで給餌や搾乳、種

付けなどの管理作業が飛躍的に省力化・効率的に行うことが出来るようになりました。人が

「より楽に」「より多くの頭数を」管理できるようになったのも施設の発達があったからです。

しかし、このことは人の側に行き過ぎた管理体制をもたらしました。冬の寒さから｢働く人

を守る｣換気を制限した｢暖かい牛舎」。人が作業しやすいことを第一に考えた｢家畜の行動を制

限しすぎている牛舎」などが沢山作られてきました。

その転機が訪れるのは1990年半ば頃です。既存の施設は、牛にとって決して安楽なもので

はないことが指摘されはじめました。これが、｢カウコンフォート」の始まりです。

「カウコンフォート」という言葉は生産性向上のキーワードとして瞬く間に広がりました。

牛が安楽な状態であり、自由な行動を保証してあげることが重要であるとされ、牛舎ミニ改造

の一大ブームがおこりました。

それから15年間、牛舎について考えるとき、牛の安楽性は最も重要な項目として認知され

るようになりました。

21世紀の今、牛の安楽性はもはや当たり前です。牛舎の三つ目の役目は、「牛の自然な行動

を妨げないこと」です。90年代のカウコンフォートは、例えば｢牛床」｢飼槽」｢換気」という

ように、個々の事柄について安楽性を追求する、いわば点の技術でした。

これからは、その点と点をつなぐことが重要になっています。

寝ている牛が、立ち上がり、エサを食べ、水を飲み、また休む。寝ているその鼻先まで新鮮

な空気を送り込む。この一連の動作をよどみなく、なににも邪魔されることなくおこなえる。

他の牛との競合も可能な限りすくなくするような。このような施設が今の牛舎には求められて

います。

そこで、今年の技術資料は「牛の行動から施設を考えよう」をテーマに編纂しました。

「Ⅰ 休む」「Ⅱ 寝起きする」「Ⅲ 歩く」「Ⅳ 食べる」「Ⅴ 飲む」そして「Ⅵ 息をする」。

この一連の動作が滞りなく、滑らかにおこなえることをめざし、その要点について解説を加

えてみました。

これから牛舎を新築しようと思っておられる方、牛舎の改造を考えておられる方々に少しで

も参考になるところがあれば幸いです。
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Ⅰ 休む

牛の生産活動と聞くと、泌乳や増体、分娩等を思い浮かべることでしょう。一方、休んでい

る牛は、一見何もしていないように見えますが、牛の生産活動を支える大事な仕事をしていま

す。牛は休むことによって、何をしているのか考えてみましょう。

１ 牛が「休む」ことの意味

反芻動物である牛は、食べたものを安全な場所で

噛みかえします（写真１）。牛にとって「休む」と

は、単に体の疲れを取るだけでなく、食べたエサを

反芻し消化するために不可欠なものです。

自然界で捕食される立場の牛にとって、「休む」こ

とができるのは何事にも替えがたいことなのです。

そのため安全な場所に居ないと、リラックスして

長く休むことができなくなります。休む事が充実す

ると、次の行動である採食や移動、飲水行動への動

機が増します。結果として乳量が増加することにつながります。

(１)本来の休息（横臥）時間

下の図１は高泌乳牛群が一日に費やす行動の時間割（カウタイムバジェット）です。あら

ゆる行動の中で休息が最も長い時間を占めます。17年間乳量の世界記録を保持していた牛

は、一日の半分以上の14時間を休息に費やしていました（表１）。十分な休息が年間２.５

万kℓもの乳量を可能にしたと言われています。

※アメリカのｲﾝﾃﾞｨｱﾅ州Rochester Beecher牧場が所有のBeecher

Arlinda Ellen 1975-1992年までの17年間乳量世界記録

（※１2001 R.Grant、※２1993 J. L.Albright）

(２)休息時間とその効果

牛の休息時間は、生産性向上に直結します。横臥時間が1時間増加すると1日の乳量が１

～１.５kg増加すると言われています。これは乳房への血流量の増加や反芻時間の増加によ

ると考えられます。反芻時間の増加は消化吸収を良くし、乳量の増加につながります。逆に

横臥時間が短くなれば、乳量を減らす要因になってしまいます。

写真１ 理想の休息場所は放牧地

図１ 高泌乳牛群のカウタイムバジェット

表１ カウタイムバジェットの比較（時間／日）
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実際に休息と乳量の関係を調べた試験

でも、休息時間が延びるにつれ乳量が増

加する傾向がみられています（図２）。

２ 休息の理想の姿

長い休息時間を確保するためには、快

適なベッドで安心して寝られることが重

要です。

何もせずに立っていたり、立ったまま

反芻しているのは、何かしら制限する要

因があると考えられます。搾乳と採食を

終えてから、ほとんどの牛が横になって

休んでいるのが望ましい姿です。

(１)牛の寝相

牛は放牧地でさまざまな休息姿勢をとります（P2、写真１）。牛舎内でも制限がなければ、

同様の姿勢になります。これは、フリーストール牛舎でもつなぎ牛舎でも違いはありません

（写真2～写真5）。

(２)牛床構造のガイドライン

過去には牛床幅120cm、牛床の長さは170cm以下のストールが作られてきた経緯があ

ります。しかし、充分な休息行動を保証するためには、より大きなサイズが推奨されていま

す。牛床やチェーンのわずかな寸法の違いが、牛の行動を制限する大きな要因になります

（図３、図４）。

図２ 休息時間と乳量の関係（2004 R.Grant）

写真３ 長いチェーンで自由な寝姿

写真５ つなぎ牛舎

休息時間が長い

ほど乳量は増え

ている

写真２ フリーストールでの寝姿

写真４ フリーストール
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ア フリーストール牛舎

図３ フリーストール牛舎の牛床レイアウトと推奨サイズ

イ つなぎ牛舎

図４ つなぎ牛舎の牛床レイアウトと推奨サイズ

①長さ180ｃｍ前後

②幅 125～130ｃｍ

乾乳牛の場合135ｃｍ

③牛床傾斜、前側から後ろに

２～３％下り勾配

④マットはやわらかさと耐久

性を考慮し、実績のあるも

のを選ぶ

⑤ブリスケットボード（ロケ

ータ）は牛床マットから

高さ：10～15ｃｍ

幅 ：10～15ｃｍ

①長さ180cm前後

②幅 125～130cm

乾乳牛の場合135cm

③チェーン100cm以上（牛

のサイズに合わせて微調整

する）

④牛床傾斜、前側から後ろに

２～３％下り勾配

⑤マットはやわらかさと耐久

性を考慮し、実績のあるも

のを選ぶ

⑥飼槽壁の高さはマットから

20cm以下

面取りをする
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３ 環境に問題がある場合の事例

日常の牛舎での風景を注意深く観察すると、牛床のサイズが小さかったり、牛床が硬か

ったりはしていませんか？ 牛から送られるシグナルを注意深く観察し、牛達からの声な

き訴えを察知し、いち早く対策を打ちましょう。

(１)スペースや構造上の問題がある（写真６、７、８）

(２)牛床に問題がある（写真９、１０、１１）

(３)けがが見られる（写真12、13、14）

牛床マットの硬さや敷料、または牛床寸法に問題があります

痛みや疲労を感じ、次の行動への意欲をそぐ事になってしまいます

写真６ 牛床からのはみ出し 写真７ 自由な姿勢がとれない 写真８ 寝るスペースがない

牛床マットの硬さや、デコボコ、敷料に問題があります

可能であればマットを交換する、または敷料の量を増やしたり種類を変更しましょう

写真11 デコボコ牛床写真10 敷料が無い写真９ 牛床が短い

写真14 後肢の傷

物理的な構造上の問題があります。

けがの原因は何か解明し、改善を図りましょう。

写真13 前膝の打撲と傷写真12 前膝の腫れ
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Ⅱ 寝起きする

１ 牛が「寝起きする」ことの意味

乳牛は１日に10～15回採食し、10～12回飲水します。そして横臥して休息するのは、

10～15回におよびます。これらの採食・飲水・休息それぞれの行動をつなぐ「中継地点」

となるのが「寝起き」です。食べることや飲むことには目が行きがちですが、これらの行動

の起点となる寝起きも生産性を上げるために重要な行動と言えるでしょう。

寝起きする行為が、滑らか且つ、淀みなく出来ることは、食べること、飲むこと、休むこ
よど

との行動を保証します。

２ 自然な寝起きの姿

放牧地やパドックでは障害物がないため、乳牛にとって理想の寝起きが実現出来ます。乳

牛の理想の寝起きを改めて見直してみましょう。

(１)理想の起きる姿

(２)理想の寝る姿

①まっすぐ前を向いて起き上が
る準備をします

②勢いよく反動をつけて頭を突
き出します

③前膝を支点にして体重を前に
移動させます

④後躯を持ち上げます ⑤後ろ足をしっかり着き、前足
を持ち上げます

⑥四肢を着き、起立完了

①臭いや場所を確認する ②片方の前膝を着きます ③もう片方の前膝を着きます

④後ろ足を揃えて寝る体勢を
作ります

⑤倒れ込むように後躯を地面に
下ろします

⑥体を地面に着けて、横臥完了
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乳牛が理想の寝起きを実現するには、以下の動作がスムーズに出来る施設を検討しなけれ

ばなりません。

・ 何の障害もなく頭を真っ直ぐ突き出して起き上がる動作

・ 牛体をどこにもぶつけず、倒れ込むように後躯を床面に下ろす動作

この動作を保証するために、足下がすべらないことも重要なポイントです。

３ 自然な寝起きを保証する

乳牛の理想の寝起きの姿を見てみると、ストールに必要なスペースが見えてきます。

ストールの長さやサイドパーティション（以下、仕切り柵）のデザインには、目的や意味

があります（図１、図２）。

理想の寝起きができるよう、必要な

スペースを確保し、ガイドラインを参

考にして検討しましょう。

(１)ストール構造のガイドライン（フリ

ーストール牛舎）

注意：基点を中心とした寸法です

（図３）。

突き出しスペース 起きるときに、牛が頭を突き出す空間。振り子のように頭を振るので、頭を最大限に伸

ばすことが出来る奥行きが必要です。また、頭を振り出した時に柱や壁などに当たらないよう、障害物を排除し

たストール構造が必要です。

フットスペース 寝るときに、位置を決める空間。牛は、この位置にあるボトムレールを見て寝る姿勢を決

めます。牛を真っ直ぐに寝かせるために重要なパーツです。

ボディスペース 乳牛は寝るとき、最後は倒れ込むようにして寝ます。その時に体を仕切り柵にぶつけない

ように、空間を空けておく必要があります。体がぶつかっていると仕切り柵が磨かれたように光っています。

ヘッドスペース 頭を自由に動かすための空間。突き出しスペースが確保できない場合は、横に頭を振るこ

とで立ち上がることができます。

図１ ﾌﾘｰｽﾄｰﾙ牛舎 必要なスペースと牛床周辺資材名 図２ つなぎ牛舎 必要なスペースと牛床周辺資材名

図３ フリーストール牛舎 牛床周辺ガイドライン
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① ヘッドスペース＋突き出しスペースの長さ

② ネックレールまでの高さ

③ 仕切り柵のボトムレールの長さ

④ ボトムレールの高さ

⑤ 牛床の高さ

※1牛床端から仕切り柵の後端までの長さは30cm程度開けておくと良いでしょう。広す

ぎると牛床を歩いて汚します。狭いと牛床から降りにくくなります。

(２)ストール構造のガイドライン（つな

ぎ牛舎）

注意：基点を中心とした寸法です

（図４）。

① ません棒突き出しの長さ

② ません棒の高さ

頭を真正面に突き出す場合 起点から９０～１００cm程度

起点からネックレール下面までの高さ １２５～１３０cm程度

高いと牛が前に出てしまい、低いと寝起きの際にぶつけます

起点から５０～６０cm程度

長いと寝る時に窮屈になり、短いと斜めに寝てしまいます

起点からボトムレール下面まで２０～３０cm程度

高いと体が挟まり、低いと脚が挟まります

起点からません棒内面まで４０～５０cm程度

頭や首の前後・左右・上下の動きを妨げないように設置しましょう

通路床面から２０～２５cm

高いと上りにくく、牛床に寝ない牛が増え、低いと牛床を汚します

起点から９０cm程度

図４ つなぎ牛舎 牛床周辺ガイドライン
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③ 仕切り柵のトップレールの長さ

④ 仕切り柵のボトムレールの長さ

⑤ ボトムレールの高さ

⑥ 仕切り柵のトップレールまでの高さ。

※仕切り柵を取り付ける場合は1頭当たりのスペースを確保するため、全てに取り付ける

ことを推奨します。

４ 理想の寝起きを実現している施設

(１)突き出しスペース、ヘッドスペースを確保している事例

十分に開放されたヘッドスペース、突き出しスペースがあると、躊 躇することなく頭を
ちゆうちよ

突き出せるため、スムーズに寝起きすることが出来ます（写真１、写真２、写真３）。

ニューヨークタイストールの場合、チェーンを長くすることで突き出しスペースを確保で

きます。頭や首の動きを制限せず、寝起きがしやすくなります（写真４、５）。

写真１ 正面が開放されたストール

写真４ 起き上がる時十分に頭を突き出せる

写真２ 正面が開放され思い切り頭
を突き出せる

写真３ 突き出しスペースを確保し
たストール

起点から１００～１１０cm程度

ミルクタップ側（水色点線）は作業の都合上、人間の体が挟まらないように短くする

起点から５０～６０cm程度

起点からボトムレール下面まで３０～４０cm程度

仕切り柵がループ構造の場合、低ければ飼槽での作業時にじゃまになります

起点からトップレール下面まで１００～１１５cm程度

写真５ この農場はチェーンの長さを110cm
にしているため、首を自由に動かす
ことができる
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(２)ボディスペースを確保している事例

フリーストール牛舎、つなぎ牛舎ともに、牛床幅が十分にあり、仕切り柵の位置やデザイ

ンが適正であれば（P４図３・図４参照）、牛体をどこにもぶつけず寝起きすることが可能

となります。

(３)ネックレールの高さが適正である事例

寝起きのときにネックレールに頭が強くぶつからず、ス

ムーズに寝起きできます（写真６）。このことで横臥の回

数と時間が増え、肢蹄のストレスも緩和されます。

５ 理想の寝起きができない施設

全ての農場において理想の寝起きが実現されているわけ

ではありません。

(１)突き出しスペースが確保されていない事例

写真７は、突き出しスペースが十分にとられていない

フリーストール牛舎の例です。

仕切り柵をヘッドスペースが確保できるデザインのも

のに変更するか、前の壁を解放することを検討しましょ

う。

つなぎ牛舎では、様々な繋留方法により動作の自由を

制限してしまうことがあります。

チェーンによる繋留は、自由度が高いことが特徴です

が、必要以上に短いチェーンでは理想の寝起きが出来ま

せん。乳牛の行動を観察し、チェーンの長さを調節でき

るように長めのチェーンを取り付けましょう（写真８）。

(２)突き出しスペースに障害物がある事例

突き出しスペースに障害物（柱・レール・ロープな

ど）がある場合も寝起きが制限されます。

写真９・10は顔の位置に柱やレールがあり寝起きしに

くくなっています。突き出しスペースを確保するために柱やレールを取り除く改造が必要に

なります。

写真７ 目の前が壁で寝起きしにくい
ストール

写真９ 顔の前に柱がある 写真10 顔の前にバーがある

写真８ 必要以上にチェーンを短くし
たストール

写真６ ネックレールを上げて寝起き
することをより楽に
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(３)ヘッドスペースが抑制されている事例

フリーストール牛舎では、突き出しスペースを十分取れな

い場合、ヘッドスペースを確保して首を横に振れるようにし

ます。しかし、仕切り柵の形状や不適切な取り付け位置（写

真11）、また牛床前方に敷料を入れすぎてヘッドスペースを

抑制している農場も見られます。

仕切り柵を適正な位置に変更するか、デザインを再検討、

敷料を適量投入するなどの改善が必要となります。

(４)牛床幅が狭く、ボディスペースを制限している事例

牛床幅が狭いストールは窮 屈で、寝起きするたびに体をぶ
きゆうくつ

つけます。仕切り柵を適正な幅に合わせて設置し直し、特に

乾乳牛では搾乳牛よりも広めに幅を取ると良いでしょう。

(５)ネックレールが低い事例

ネックレールが低く、寝起きする時に頭をぶつけたり、起

立したままの状態の牛を見かけることがあります（写真1

2）。

ネックレールの位置を上げることで解決できます（P36～

３７参照）、

牛は寝起きが不自由な時、以下のような行動を示します。

ストールでの寝起きが楽だと「もう一度食べに、もう一度飲みに、もう一度休みに行く」

行動が増え、生産性を大きく伸ばします。ストール構造を考える際には、乳牛の自然な寝起

きが実現できるような施設を検討していきましょう。

写真11 ヘッドスペースが足りな
いストール

寝起きに問題のある行動

・ 障害になっている柱や壁に頭をぶつける

・ 寝起きに時間がかかる、スムーズではない

・ 体に傷や擦れ、こぶがある

・ 立ち続ける、もしくは横臥し続ける

写真12 ネックレールが低い



- 12 -

Ⅲ 歩く

１ 牛が「歩く」ことの意味

フリーストール牛舎での牛の行動を考えてみると、１日中「エサを食べる、水を飲む、休

息する」を繰り返しています。この一連の行動は「歩く」という行動によって成り立ってい

ます。つまり、この「歩く」という行動は、その他の行動にも大きな影響を与えているとて

も重要な要素と考えることが出来ます。

採食や飲水などについてもう少し詳しくみてみます。牛はエサを１日あたり10～15回に

分けて食べます。フリーストールの場合、寝床と飼槽は別の位置にありますから、寝床から

飼槽に10～15回移動することになります。同様に飼槽から水槽や寝床へも移動します。も

し、このときに移動を妨げてしまったり、歩くことを躊 躇させる要因があれば、牛はその
ちゆうちよ

行動を止めて我慢します。その結果、「エサを食べる、水を飲む、休息する」回数や時間は

減少してしまいます。そしてこのことは乾物摂取量を低下させ、乳生産の低下や疾病の発生

を引き起こします。

２ 袋小路を造らない

「袋小路を造らない」ということは、牛の移動を妨げないとても重要なポイントです。同

時に弱い牛の逃げ場も確保することになるため、牛群のストレスを軽減することが可能にな

ります。通路は、袋小路（行き止まり）を造らず、牛が牛舎内をくるくる回れるような構造

が必要になります（図１、図２、写真１）。

牛の全ての行動は歩くことによって支えられています。
フリーストール牛舎では
「歩くことを制限しないレイアウトや通路幅」が必要不可欠です。

図１ 施設とループ構造

図２ 袋小路（行き止まり）のある施設 写真１ 袋小路は移動を制限しやすい
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３ 通路の幅と移動

(１)飼槽側の通路幅

飼槽側の通路には採食している牛が立っており、その後ろを牛が移動することになります

（図３）。それを制限しないためには以下の幅が基本になります。

(２)ストール通路（飼槽側以外の通路）

飼槽側の通路と違い、ストールから牛が出てくるとき以外に通路に対して牛が垂直になる

ことはありません。牛2頭が余裕を持ってすれ違う幅があれば移動を制限することはありま

せん。ストールのレイアウトによって多少の幅がありますが、以下の幅が基本になります。

ア ストールのレイアウトが対尻タイプの場合

対尻のため、多めのふん尿が通路に溜まります。通路幅は2.7～3.0ｍとやや広めにす

る場合が一般的です（図４）。

「採食している牛の体長 ＋ ２頭の牛が余裕を持ってすれ違える幅」
３．９～４．２ｍ程度

「２頭の牛が余裕を持ってすれ違える幅」＋ α
２．４～３．０ｍ程度
※ただし除ふん機械の幅を考慮する

図３ 牛の移動と通路幅（飼槽側）

図４ 対尻タイプのストールレイアウトと通路幅
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イ ストールが対尻タイプでない場合

溜まるふん尿は対尻タイプに比較して少ないため、通路幅は2.4～2.7ｍ（ただし除ふ

ん作業機械の幅を考慮する）にする場合が一般的です（図５，図６）。

(３)通路の幅が狭すぎると・・・

通路の幅が狭すぎると交通渋滞を引き起こし、移動を著しく制限します（写真４、５）。

その結果、「エサを食べる、水を飲む、休息する」回数や時間は減少してしまいます。

写真５ 狭くて飼槽から移動できない

図５ 対尻タイプ以外のストールレイアウトと通路幅 その１

図６ 対尻タイプ以外のストールレイアウトと通路幅 その２

写真２ 十分な通路幅（飼槽側） 写真３ 十分な通路幅（ストール側）

写真４ 狭くてストールから出られない
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４ 横断通路（水槽周辺の通路）の幅と高さ

(１)横断通路の幅

飼槽通路と同様に水を飲んでいる牛の後ろを2頭の牛がすれ違えることが基本になります

（図７）。横断通路を広くすることは牛床を減らすことにもなるため、もったいなく感じる

人もいるでしょうが、移動を妨げないようにするためには余裕を持った横断通路幅は必要不

可欠です。写真６と図８は牛床7頭分を横断通路にしています。以下の幅が基本になります。

(２)横断通路の高さ

牛の移動の点からは、段差が無い方が良いのですが、除ふん作業にはガイドのために段差

を付けます。除ふん作業にも支障が出ない範囲で可能な限り低くします（図７）。

除ふんを開始する位置はふん尿が横断通路に盛り上がることがほとんど無いため、開始位

置の横断通路を低くしている牛舎もあります（図８、写真７、８）。

「飲水している牛の体長 ＋ ２頭の牛が余裕を持ってすれ違える幅」
３．３～３．６ｍ程度

「可能な限り低く ＋ 除ふん作業も考慮する」
最大20㎝程度

写真６ 移動を妨げない横断通路
図７ 牛の移動と横断通路

図８ 横断通路の位置と高さの工夫例

写真７ 少ない段差（5～10㎝） 写真８ 大きな段差は移動を妨げる
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５ 通路の表面（目地形状）とタイプ

牛は表面がツルツルして滑りやすい場所を非常に苦手としています。そのため、通路の表

面が滑りやすい場合は歩行（移動）に大きな影響を与えます。また、小さな突起があるなど、

表面の形状に不都合がある場合、すぐに蹄を痛めてしまい、その結果、行動を大きく制限し

てしまいます。以下の項目毎にそれぞれチェックしてみましょう。

(１)目地のタイプと大きさ

目地の形状はストレートタイプ、ダイヤモンドタイプが主流です（写真９、10）。

蹄を滑らせてしまわないようにするには、四肢の蹄の

どれかが必ず目地の溝に引っかかっていることが必要で

あり、その状態を考慮して目地のサイズを決定します。

ストレートタイプの場合は７㎝～15㎝程度の幅、ダイ

ヤモンドタイプの場合は一辺の長さが15㎝～20㎝が一

般的です。幅が広すぎたり、一辺の長さが長すぎる場合

には蹄に引っかかりが出来づらくなります。また、逆に

間隔が狭すぎる場合も施工方法によっては蹄を痛める場

合があるため注意が必要です（図９）。

(２)目地の形状

目地の形状は図10に示すとおり角張っているこ

とが大切です。深さは１．５㎝程度必要です。図９

の右のように断面が三角形の場合、蹄が引っかから

ず、滑りやすくなってしまうため、このような目地

の形状は避けるようにしましょう。

(３)通路の表面形状

通路の表面は図11に示すとおり、水平なことが大切です。盛り上がっていたり、すり鉢

状になっている場合は蹄に負担が掛かるため、注意が必要です。目地の施工後に成形用のコ

ンクリートブロックを牽引することによって表面を平らにする場合もあります（写真11）。
けんいん

写真９ ストレートタイプ目地 写真10 ダイヤモンドタイプ目地

図10 目地の形状と深さ

※目地の間隔を狭くするときは、コンク

リートの毛羽立ちが出来ない方法で

施工する必要があります

図9 目地の断面図

「ストレートタイプの目地」 幅７～15㎝程度
「ダイヤモンドタイプの目地」 一辺15～20㎝程度
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新築の場合などは施工後に表面の状態を充分確認しま

しょう。思わぬ事故や生産性の低下につながる場合があ

ります。

(４)通路用マットの利用

滑りを防いだり、クッション性を確保するために通路用のマットを通路全面に敷きつめたり、

設置のコストを考慮して、牛が常時立つ場所（飼槽前の牛の立ち位置）に部分的に敷設する場

合があります。（写真12、13）。蹄の負担を軽減し、「移動」の制限を少なくする方法の一つ

です。

６ 通路幅と牛の行動、管理作業、コストの関係

牛の移動に大きく関係する通路幅と各関連項目の関係は以下のとおりです。

図11 通路表面の状態 写真11 成形用コンクリートブロック

写真12 通路用マットの利用 写真13 部分的にマットを設置

通路幅は施工後に改修するのはほぼ不可能です。牛舎の他の部分のようにちょっとし

た改造で対応することは出来ない場合がほとんどです。施設を建築する際には牛の行動

とコストを十分考慮して通路のレイアウトを検討しましょう。

表１　通路幅と牛の行動、管理作業、コストの関係

項目 通路幅広め 通路幅狭め

牛の行動 制限が掛かりにくい 制限が掛かりやすい

牛同士の競合 起きにくい 起きやすい

牛の移動などの管理作業 コントロールしにくい コントロールしやすい

除ふん等の管理作業 効率は悪くなる 頻度や回数が増える

建築コスト 比較的高め 比較的低め
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Ⅳ 食べる（採食）

１ 牛が「食べる」ことの意味

根室地区の経産牛１頭当たり乳量は8600kg、いまで

は1万キロを超える牛群も珍しくはありません。

この高い乳量は、牛の旺盛な食欲が支えています。泌

乳ピークの牛の乾物摂取量は24kgを超えますが、これ

は一般的なTMRなら現物60～70kgもの量です（写真

１）。もちろん、「我が家では無理して高泌乳を狙わな

い」という方もおられるでしょう。しかし、大量のエサ

を食べさせるのは、決して高い乳量のためだけではあり

ません。高い遺伝能力を持つ今の牛たちは、黙っていて

も高い乳量を出してしまいます。そのとき、十分なエサ

を食べられない状況では、乳量が減少するだけにとどま

らず、様々な疾病を引き起こすリスクが高まることになります。

牛が「エサを食べられる」ということは、牛を健康に飼うためにも不可欠なことです。

以上のことから、乳牛の施設には、「大量のエサを」「何の制約もなく」食べられる構造

が求められます。この章では、牛が食べるために必要な施設構造について考えてみましょう。

２ 理想の採食

放牧時の乳牛は、写真２のように、前肢のどちら

かを一歩前に出し、地面と概ね60°で接しながら採

食します。これが放牧地での自然な採食姿勢です。

放牧地では、口が届く範囲の草を食べたら数歩進

んで採食を繰り返します。他の牛との飼料の競合が

無く、牛が食べたいだけ食べられる環境といえま

す。

３ 牛舎内の採食

牛舎内では、牛が立っている場所と飼槽のの間は

飼槽隔壁で区切られています。そのため、食べると

きに前肢をそろえた状態で立ち、放牧地のように前

に進みながら採食できません（写真3）。また、餌の

量が限られるため、他の牛と餌の競合が起こりま

す。さらに、放牧地の草とは形状の違う粒や粉状の

飼料を採食するため、舌だけではなく口唇を使って

採食する点が放牧地と違います。

写真２ 放牧地における牛の採食姿勢

写真１ TMRを食べる乳牛

写真３ 牛舎内における牛の採食姿勢
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牛舎内での採食姿勢は、放牧

時と異なります。乳牛が低い位

置にある餌を食べようとする

と、前肢を広げて立つことにな

り蹄に大きな負担がかかりま

す。飼槽構造は、乳牛に負担を

与えず、自由な牛の首の動きを

制限しない（図１）構造である

ことが望まれます。

牛舎内でも放牧時と同様に自

由に好きなだけ食べることが求

められます。

４ 各牛舎における飼槽周辺構造のガイドライン

牛には自然な姿勢で食べられ、人は給餌や清掃などの管理がし易いことが重要です。牛に

とっても、人にとっても好ましい飼槽周辺施設のガイドラインは以下の通りです（図２～

図７）。

〈各牛舎共通〉

図１ 採食時の首の可動範囲

飼槽の高さ・幅
①高さ
基点から7.５～15cm程度（図２）。

②奥行
120cmをレジンコンクリートなどでコーティ

ングすることが望ましい。飼槽隔壁から飼槽面ま
でL字にコーティングし（図３）、対尻式牛舎など
通路が狭い場合は、可能な幅をコーティングする。

図３ 飼槽のコーティング

図２ 飼槽周辺の各サイズの考え方
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(１)つなぎ牛舎（ニューヨークタイストール）

(２)フリーストール牛舎（ません棒のみ）

ません棒
③高さ
基点から
90cm程度

④突き出し幅

基点から40

～50cm程度

飼槽隔壁
⑤高さ
基点から
20cm程度

⑥幅
基点から
10cm程度

隔壁を高くするために木材を使う場合は、角材など5cm以上厚みのあるものを使
用する。

※チェーンの長さ 100cm程度（尾の根元を舐められる程度）

図４ つなぎ牛舎（ニューヨークタイストール）の飼槽周辺構造のポイント

ません棒
③高さ
基点から
120cm程度
④突き出し幅

基点から30～

35cm程度

・突き出し幅が短く

餌押しも不足する

と、首などにこぶ

ができやすくなる

・突き出し幅が長く

飼槽隔壁も低い場

合は、牛が飛び出

しやすくなる

飼槽隔壁
⑤高さ
基点から50～55cm（のどの高さ（成牛で概ね53cm））程度。前ヒザ（手根骨）
より高ければ、牛はまたげない。

⑥幅
20cm以下。隔壁が薄い方がエサに届く範囲が広くなる。

図５ フリーストール牛舎（ません棒のみ）の飼槽周辺構造のポイント
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(３)フリーストール牛舎（連動スタンチョン）

アッパーパイプ
③高さ
取付時のめやすは、アッパーパイプの高さではなく、支点の高さを基に設置する（図
７）。連動スタンチョンの支点は肩端より5～10cm上になるように設置する。
成牛の肩端の高さは95～100cm程度なので支点の高さを100～110cmに設置
④突き出し幅

基点から15～20cm程度（飼槽側に出した方が食べやすい）

飼槽隔壁

⑤高さ
ローパイプの幅等を考慮し、ません棒のみのフリーストール牛舎よりも飼槽隔壁を

低くくする。基点から40～45cm程度が上限。

⑥幅
できるだけ薄くする。基点から20cm程度が上限。牛舎施工以降にをサイズを変更
する事は、ほぼ不可能。飼槽隔壁の位置にある柱が厚く隔壁も厚くなるときは、低
くすれば首の動きを制限しない構造にできる。しかし、飼槽隔壁が低くなれば、一
度に置くことができる餌の量は少なくなる。

図７ 連動スタンチョン設置のポイント

図６ フリーストール牛舎（連動スタンチョン）の飼槽周辺構造のポイント
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５ 理想の採食姿勢を実現している施設例

(１)首の動きを制限しない飼槽構造

乳牛の首の可動域に何らかの制限要因があると、食べ

る時に頭を自由に動かせません。写真4のように長めのチ

ェーンで繫留したり、写真5のように遠くまで首を伸ばせ

るように連動スタンチョンを設置する必要があります。

また、タイストール牛舎では飼槽と牛床が隣接してい

ます。写真６の牛舎は、採食時だけでなく起立時も頭を

自由に動かせるようになっています。

(２)飼槽表面のコーティング

飼槽にはpHの低いサイレージが長時間置かれるため、

耐酸性があり表面が滑らかなレジンコンクリート等でコー

ティングします。飼槽面だけでなく隔壁もコーティングが

必要です。

写真7の牛舎は、採食時のトッシングで餌が遠くに飛ば

されることを考慮し、奥行きを120cmにしています。

(３)採食行動をじゃましない飼槽隔壁

牛舎内では、牛と餌のあるスペースが飼槽隔壁によって区切られています。フリーストー

ル牛舎では、首を飼槽隔壁に押し当てることなく採食できる構造が求められます。隔壁の幅

をできるだけ薄くする必要があります（写真８）。

つなぎ牛舎では、牛が飼槽へ前肢を出してまったり、エサを牛床に引き込んでしまうこと

があります。これを解決するため、木材などで隔壁の高さを調整している事例もあります

（写真９）。

写真6 タイストール牛舎の
ません棒位置

写真7 幅120cmの飼槽

写真5 首の伸ばして採食できる飼槽
（アッパーパイプの突き出し有り）

写真４ 十分な長さのある
チェーン

写真８ 採食しやすい飼槽隔壁 写真９ 高くした飼槽隔壁
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６ 乾物摂取量を下げる理由

泌乳ピークの牛はエサ（現物）を60～70Kg/日食べます

が、以下のような条件があると、この量を食べることが困難

になります。

(１)頭の動きが制限される

写真10は、チェーンを短くしすぎて首の動きが制限され

ています。チェーンが短いと寝起きやグルーミングなどの他

の動作も制限されてしまうため、長くすることが必要です

（P４図４、Ｐ９写真４、同写真５）。

また、首や肩にこぶや傷ができていれば、餌に届かない証

拠です。ません棒の位置や連動スタンチョンの角度などの見

直しが必要になります。

(２)飼槽隔壁にのどがつかえる

つなぎ牛舎で飼槽隔壁が低いと、エサを牛床に引き込んだ

り（写真11）、飼槽へ前肢を出してしまったり、敷料が飼槽

のエサに混ざってしまうことがあります。

牛床マットを新設した時は、マットの厚さだけ牛床が高く

なり、飼槽隔壁の有効長が短くなります。設置前よりも餌が

牛床へ引き込まれやすくなるので注意が必要です。

写真12は、飼槽隔壁が高く、連動スタンチョンが柱にベ

タ付けされています。乳牛はローパイプに首を押し当てて採

食しています。連動スタンチョンを前に倒すと体がパイプに

ぶつかりにくくなり、より自然な採食姿勢に近づきます。

飼槽隔壁の位置に太い柱がある場合は、隔壁の幅が厚くな

ります。施工後に飼槽隔壁を低くしたり薄くすることはほぼ

不可能なので、設計時に十分検討しましょう。

(３)飼槽が汚れている場合

飼槽は、毎日使い続ける食器です。写真13のように表面

が傷んでいると、飼槽を清潔に保てません。

コーティング面積を増やすと作業性が改善される場合があ

るので、ガイドラインを参考に補修が必要です。

乳牛はたくさんの餌を食べて牛乳を生産しています。今よりも牛乳を多く生産して

もらうためには、採食行動を制限しない牛舎が望まれます。

ません棒や連動スタンチョンは移動可能な場合が多く、飼槽表面のコーティングを

含め比較的改造しやすい部分です。牛に一口多く食べてもらうために、できるところ

から取り組んではいかがでしょうか？

写真13 ベースのコンクリートが
むき出しになった飼槽

写真11 飼槽隔壁が低く餌が引
き込まれている牛床

写真12 首をローパイプに押し当
てて採食する乳牛

写真10 チェーンが短く引っ張ら
れている乳牛
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Ⅴ 飲む

１ 「飲む」ことの意味

牛乳の87％は水分で、ふん尿中に含まれる水分は成牛１日当たり50㎏にもなります。発

汗や呼気により失われる水を考慮すると一日100ℓ近い水が必要となります。

また、水は牛の代謝活動のために必要であり、ルーメンの急激な変化を和らげる役割もあ

ります。乾物摂取量を高めるために、水は欠かせません。

飲水量に影響を与える主な項目は以下のようになります。

(１)乾物摂取量（DMI）

DMIが高くなると飲水量も

増えます（表１）。よく食べ

る牛は多くの水を飲むので、

十分飲める環境が必要です。

(２)産乳量

乳が出ている牛ほど水が必

要です。乳の原料としてはもちろん

のこと、エサの消化や代謝に多くの

水が必要になります（図1）。

(３)気温

気温が高くなると、水は体温調節

のため、汗となって失われます。そ

れを補うために水分が必要になりま

す。より多くの水を飲まなければな

りません（図1）。

２ 理想の飲水行動と施設

飲水施設には、牛の要求量を満たせる給水能力があること、牛が安心して飲水できるス

ペースがあること、そして水が飲みやすく清掃作業のしやすい構造が求められます。

牛は１日に70～150ℓの水を10～15回に分けて飲みます。そして１回当たり５～７ℓ

の量をわずか数十秒で一気に飲みます。また、搾乳後の１時間に、１日の摂取量の1/3を飲

水します。この時間はミルカー洗浄も行うため、水を大量に必要と

する時間帯です。この時間帯でも複数の水槽・ウォーターカップで

十分な水圧が必要です。

(１)飲みやすい水槽のデザイン

ア 十分な水量がある。目安は20秒あたり４ℓ以上の水量

イ 口が水面に容易に届く。飲水の妨げになるような構造物がない

（写真１）

ウ 飲みやすい角度（水面に対して60°）で水面に口を沈められる

（図２）

エ ウォーターカップの設置位置は、高いと汚れにくいが飲みにく

く、低いと飼料の混入で汚れ易い（図３）

図１ 産乳量、気温と飲水要求量の関係
（NRC2001年版より作成）

表１ DMIと飲水量の関係

写真１ 水槽周辺に障害物
がある事例



- 25 -

オ 水温が10℃以下になると飲水量が低下するので、寒い季節は加温する

(２)安心して飲める環境

ア 水槽へアクセスし易くするため、滑ったり、ぬかる

まない場所に設置

イ 採食後に飲水することが多いので、飼槽から15ｍ

以内の距離に設置

ウ 立場の弱い牛でも、飲みたい時に飲めるように複数

設置。フリーストールの水槽では20頭に１基以上

が目安（p15、図８参照）

エ 水槽のある横断通路では、水を飲んでいる牛の後ろ

を別な牛が行き来できるよう、通路幅を広くする

（p15、図７参照）

オ 特にパーラーへの出入り口に近い水槽がよく使われ

るので、水槽の設置数を増やし、多くの牛が同時に

飲めるようにする（写真２）

(３)掃除しやすい構造

水質を保つために頻繁な掃除が必要です。汚れにく

く、短時間できれいに掃除できる構造が理想です。

ア 極端に深くないものの方が汚れにくい

イ 道具を使わず力を入れなくても、簡単に排水口を開

けられるが、牛には開けられない構造が望ましい

（写真３）

ウ 排水口径を大きくすると排水時間が早くる

エ 排水時の水流を強くするため、水槽の底が平らより

もやや丸みを帯び、さらに排水口に向かって傾斜し

ていると、底にたまった汚れも一気に流れ易い

オ ウォーターカップはシンプルな構造の方が洗浄しや

すい（写真４）

図２ 水槽での飲水姿勢

写真２ 水槽２基を連続して設置

写真３ 簡単に開けやすい排水口の例

写真４ 洗浄しやすいデザインのウォー

ターカップ例

図３ ウォーターカップでの牛の飲水姿勢
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カ あらかじめ屋外に排水できるよう配管する。こうすることで、

排水による冬期間の床面凍結を気にせず、頻繁に水槽掃除がで

きる（写真５）

３ 現状の課題

実際には理想の飲水行動ができない場合があります。以下ような

ことがあれば飲水不足の可能性がありますので、改善をご検討下さ

い。

(１)水量が不足

水圧が低い場合、飼料給与後の飲水が集

中する時間帯に水量が不足することがあり

ます（写真６）。水道配管の口径を太くし配

管貯水量を増やすか、水道加圧器（P27写

真12）の設置などの改善が必要です。

(２)水槽のある横断通路が狭い

通路が狭いことにより（写真７）、飲みた

い牛が安心して水を飲めないことがありま

す。また、強い牛が水槽周辺に長く居座り、弱い牛が飼槽や

牛床へアクセス出来ないことがあります。この場合、牛床の

一部を通路に変更する改造で、立場の弱い牛の行動が改善で

きます。

(３)水槽・ウォーターカップが汚れ易い

水槽の水量が確保され必要数設置されていても、汚れてい

ては十分な飲水になりません

（写真８）。水槽が汚れやすい

ときは、設置位置の変更で改

善できる場合があります。

もちろん定期的な清掃も忘

れずに・・・。

(４)滑って飲むことができない
すべ

水槽周辺が凍結で滑って飲

みに行くことができない場合があります（写真９）。凍結が

ひどくなる前に氷割りを行うか、横断通路にゴムマットを設

置するか、上からヒーターを吊るすなどの対策が必要です。
つ

牛は「飲水」が不自由なとき、以下のような行動を示します。

・ 水槽付近に牛が集中する。

・ もっと飲みたいが飲むことをあきらめる。

・ 弱い牛の飲水量が減少し、乾物摂取量が減少する。

写真９ 滑って飲むことできない

写真７ 横断通路が狭い

写真８ 排糞で汚れた水槽（左）、設置高が低くサイレージが入りやすい

ウォーターカップ（中）

写真５ 屋外までつなげた

水槽排水パイプ

写真６ 水量が足りず競い合って飲水している様子
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４ 改善事例

(１)水道配管の径を大きくし空気抜き弁を設置した例

従来は配管に25mm径のものを使用していました

が、水圧が弱く、給飼後の飲水が集中する時間帯に

は、水源から最も遠いウォーターカップでは、20秒間

あたり２ℓ以下の水量しかありませんでした。

配管の径を４倍にし（写真

10、写真11）、安定的に水が

供給されるよう空気抜き弁を

設置しました。

その結果、水量が2倍に増

え、乳量も向上しました。

(２)水道加圧器を設置した例

貯水タンクだけでは水量が不足していたことから、

牛舎新築時に処理室に加圧用ポンプと貯水タンクを設

置しました（写真12）。20秒間の水量は3.6～3.7ℓと

なりました。

(３)幅の広い水槽を設置した例

既存のフリーストール牛舎では、水槽の幅が狭く一

度に飲水できる頭数が限られるため、増設した牛舎で

は、幅の広い水槽を設置しまし

た（写真13）。

従来より同時に飲水可能な頭

数が増え、ゆったりと飲水でき

るようになりました。

牛の要求量を満たす吐水量があること、牛が安心して水を飲めるスペースがあること、

牛が飲みやすく、新鮮な水を供給するための清掃作業のしやすい構造であることが、安

定した生産につながります。飲水施設を考慮する際は、この点から検討してみましょう。

写真11 配管径変更後の配水管

写真12 水道加圧器

写真10 配管口径の違い

改善前（右）、改善後（左）

写真13 幅の狭い水槽(右）と幅の広い水槽（左）
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Ⅵ 息をする

１ 牛が「息をする」意味 ～新鮮な空気が必要なわけ～

乳牛は、たゆまぬ遺伝改良の結果、１日50Lもの牛乳を産生する牛も珍しくありません。

そのうえ大きな体を維持しながら、妊娠して胎児を育てるのですから、必要とするエネル

ギーは膨大なものです。乳牛は一見のんびりしているように見えても、１日中マラソンをし

ているような状態と言えます。

マラソンランナーのように激しい運動（代謝・生産活動）をしている乳牛にとって、「新

鮮な空気のもとで充分に呼吸できること（息をすること）」はとても重要な意味を持つこと

です。

この章では、乳牛に新鮮な空気を提供するための牛舎の換気について考えます。

2 理想の換気状況とは

乳牛にとって、牛舎内の空気が新鮮で、限りなく

外と同じ状態に近づくことが理想です（写真１）。

換気の目的は、第1に外の新鮮な空気を取り入

れ、湿気やホコリ、雑菌などを排出すること（図

１）。第2に舎内の湿度、温度を下げ、牛の快適性を

確保することです。

では、牛が牛舎内のどこにいても常に新鮮な空気

を吸える状態をつくるにはどうしたらよいのでしょ

うか。

本州の温暖な地域に見られるような、開放的な牛

舎を建てることができれば、この理想は簡単に実現

できるかもしれません。

しかし、牛舎の密閉度が高い根室管内で理想の状

況をつくるには、換気構造の工夫が必要です。

3 理想の換気を実現するために

空気の動きは目に見えないため、理想的な換気状

況を実現しているかどうかを判断することは簡単で

はありません。

フリーストール牛舎など自然換気構造を採用して

いる牛舎では、冬でも外気と舎内の気温差が５℃程

度であることが理想です。

つなぎ牛舎では、フリーストール牛舎ほど気温を

下げるわけにはいきませんが、湿度の測定や結露の

有無から換気状況をある程度判断することができま

す（写真２）。

写真１ 理想は外と同じ空気が吸える状態

写真2 北側の壁や天井の黒カビは結露の跡

図１ 換気のイメージ
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(１)牛舎の換気に必要な基本的考え方

牛舎の換気に必要なことは牛舎内の空気をそっくり入れ替えることです。そのためには、

入気量と排気量のバランスがとれていることと、牛舎内に空気の淀みがないことが必要です。
よど

ア 入気と排気のバランスが重要

外気を取り入れ、汚れた空気を外に出すためには、入気口と排気口とが正しく設置され

ていることが必要です。適正な入気量と排気量を確保し、一定方向の空気の流れをつくる

ためには、まず入気口と排気口があることが必要です。

入気口と排気口のいずれかが不足しても換気不足となります。どこにどのように設置す

るかは、換気構造の種類や牛舎の大きさなどにより決まります。

イ 空気のよどみをつくらない

空気の流れが途中で遮断されたり合流して渦巻くようなことがあると、そこによどみが

でき、牛舎全体の換気ができません。図2、図3は実際によく見られるよどみができるパ

ターンです。

図２ つなぎ牛舎で空気がよどむパターン

① 空気の流れがぶつかる場所によどみができる

② 壁など障害物の前後によどみができる

③ 処理室などがあり、入気口が無い場所に
よどみができる

図３ フリーストール牛舎の入気口が無いと、空気の流
れが無くなり牛舎全体の空気が淀む

こんな牛舎は換気不足かも？！（チェックしてみて下さい）

□ 結露、壁の黒カビ（結露の跡）がある（写真２）

□ アンモニアやカビの臭いがする

□ 牛舎内に入った時、肌に触れる空気がモワッと重く感じる

□ 牛床や通路がなかなか乾かない
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(2)年間を通じて換気ができる構造

換気の方法は季節により異なります。年間を通じて新鮮な空気を乳牛に提供するためには、

次のような構造が必要です。

夏は牛舎を開放して風が通る構造にします。一方、冬は湿度を下げるために、牛体に直接

風を当てずにゆっくりと空気を動かすことが必要です。春や秋は、昼夜あるいは日による気

温差が大きいため、こまめな換気管理ができる構造にします。

(3) 牛舎の換気構造の種類と仕組み

それぞれの牛舎に合わせた換気構造を選択します。

ア 自然換気

牛舎内と外の「気温差」「圧力差（風）」を利用して換気する方法で、主にフリースト

ールやフリーバーン牛舎で採用されます（一部つなぎ牛舎でも採用されています）。自然

の風を効果的に利用できるよう、牛舎を建てる場所・向き・周辺環境がとても重要です。

①オープンリッジタイプ

自然換気システムを採用する牛舎で最も一般的なタイプ。

・夏季：側面のカーテンを全面開放して、牛舎内に風を通します

（図4）。

・冬季：牛の体温などで温められた空気は、外気と比べて軽くな

るため上昇気流がおこり、オープンリッジ（屋根頂上の

開口部）から排気され

ます（図5）。

軒下に設けられたオー

プンイーブから新鮮な

空気が入ってきます

（写真３）。ここを塞
ふさ

ぐと良好な換気ができ

ません。

②セミモニタータイプ

一定方向から強風が吹くことの多い地域で採用されるタ

イプす。

・セミモニター構造の特徴

基本的な換気の特徴はオープンリッジタイプと似ていま

す。開口部が天を向いていないため、オープンリッジタイ

プと比べ雨や雪が入りにくいのが長所です。

しかし開口部に対して吹き込む向きの風があると、ほとんど排気ができなくなってし

まいます（図６）。また、もともとオープンリッジほど排気がスムーズではないため、

より意識をして、できるだけ開口部は開放しておくようにします。

図4 風を利用した換気（夏季）

図5 気温差を利用した換気（冬季）

図６ 開口部に風が吹き込むと
排気ができなくなる

写真３ 軒下に開けられた入気口

（牛舎長さで連続して開いている）
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【自然換気のポイント】

・ 風通しのよい場所に建てる（低みや土手の陰は×）

・ 風通しを妨げないよう、隣り合う建物との間隔は15m以上

離し、牛舎周辺には余計なものを置かない

・ 夏季の風向きに対して牛舎の長軸を垂直もしくは±45°以

内にする（図７）

・ 夏季は側面の開口部を全開にして風を受ける（写真４）

・ 屋根裏の梁は10cm以下にする（写真５）
はり

→オープンイーブからオープンリッジまでの空気の流れを

阻害しないようにするため

・ オープンリッジの開口幅は、牛舎の間口３ｍに対し５～7.5cmが目安（図８）

・ オープンイーブは、オープンリッジと同面積を両側で分ける（図８）

イ 強制換気

換気扇など機械を使って強制的に換気する方法です。

根室管内の多くのつなぎ牛舎は、比較的密閉度が高いため、窓扉の開放（自然換気）だ

けでは充分な換気が望めません。強制換気システムを導入することで換気状況を改善する

ことができます。

①トンネル換気

牛舎の片側に設置した換気扇で舎内の空気を排出します。天井が低く空間の狭いつなぎ

牛舎に合うシステムです。入気口以外は窓や扉は閉め切り、密閉構造をつくります。換気

扇と反対側に入気口を設けることで、牛舎全体に一定方向の空気の流れをつくります（図

９、図10 牛舎を上から見た図）。

・夏季

換気扇をフル稼働させ、風下の風速が毎秒2.2m以上になるよう風の流れをつくり

ます（図９）。

写真５ 屋根裏はできるだけ

シンプルに

図９ トンネル換気（夏季） 図10 トンネル換気（冬季）

図７ 夏の風向きと牛舎の向き

（牛舎を上から見た図）

図８ オープンリッジ開口幅の算出例

【牛舎の間口30mの場合】
30m÷3m＝10、5cm×10＝50cm
※オープンイーブ：50cm÷2＝25cm

写真４ 夏季間は側面を全面開放

できる構造にする
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・冬季

インバータ付きの換気扇をゆっくり回転させるなどして、汚れた空気を排出します

（図10）。

【トンネル換気のポイント】

・ 換気扇台数は、必要な換気量や風速を牛舎サイズと換気扇能力から算出する（図11、

写真６）

・ 牛舎の断面積が大きくなるほど換気扇の必要台数が増える

・ 入気口は、幅をできるだけ牛舎の間口幅に近づける（写真７、写真８）

→ 牛舎全体に空気の流れをつくることができる

・ 牛舎の途中の障害物（壁や物）をなくす

・ 途中から入るすきま風をなくす

・ インバータ付き換気扇を利用すると、冬季の換気に便利

②縦走換気（リレー換気）

軒や天井の高いつなぎ牛舎やフリーストールやフリーバーン牛舎など、空間の大きな牛

舎で採用されるシステム。一直線に設置した換気扇で空気を送りながら（リレーしなが

ら）、舎内の空気を外へ排出します（写真9～写真11）。

写真６ 計算に基づき必要な換気

扇台数が設置されている

写真７ 牛舎幅いっぱに設置された

入気口（新築）

写真10 つなぎ牛舎

（吊り下げタイプ）

写真9 フリーストール牛舎

（吊り下げタイプ）

写真11 つなぎ牛舎（一方向に風

の流れをつくる）

冬季間に必要な換気扇台数の算出例【右図の場合】
① １時間あたりに必要な換気量
9m×2.5m×50m（右図の牛舎）＝1,125ｍ3

1,125ｍ3×5回(※1)＝5,625m3

② 必要な換気扇の台数
50ｍ3/分(※2)×60分＝3,000ｍ3

5,625ｍ3÷3,000ｍ3＝1.875 → 2台

※1 冬季間の換気量は、牛舎内の空気を１時間
あたり５回入れ換えるのが目安

※2 換気扇の能力（インバータ使用時）
★夏季は、空気を入れ換える回数よりも風速
に重点をおいた算出方法で計算します

写真８ 牛舎幅いっぱに設置された

入気口（改造）

図11 必要な換気扇の台数（算出例）
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【縦走換気のポイント】

・ 扉窓は開放する

→ 入気・排気する場所がないと「汚れた空気をかき回すだけ」になる

・ 設置間隔は換気扇の送風能力で決める

→ 送風能力は換気扇直径の約10倍

・ 吊り下げタイプでは、換気扇の角度を床面に

対して45～60°で設置する（図12）

→牛体に当てる風を重視する場合は角度を小

さく、空気の流れをつくりたい場合は角度を

大きくする

4 よく見られる換気システム

(１)オープンイーブ（入気口）がないフリーストール牛舎

冬季間の強風や吹雪の日の吹き込みを防ぐため、オープン

イーブのないフリーストール牛舎が多く見られます。オープ

ンイーブがない場合は、牛舎側面のカーテンを上から20～30

cm開け、入気口の替りとします（写真12）。

乳牛は思っている以上に寒さに強く、また新鮮な空気を必

要としています。冬季間でも、よほどの悪天候でない限りカ

ーテン上部は開けておきましょう。

写真13は、吹雪の時の吹き込みを抑えられるオープンイー

ブの設置方法です。

これからフリーストール牛舎の新築を予定されている方

は、ぜひ参考にしてみて下さい。

(２)オープンリッジ（排気口）の開口部が狭い

風がない日の雨や雪が牛舎内に入るのを防ぐ目的で、オー

プンリッジの上に子屋根を作る場合があります（写真14）。

しかし、子屋根がオープンリッ

ジに近すぎると十分な排気ができ

なくなります。子屋根が必要な場

合は、図13を参考に設置高を検討

します。

写真13 吹雪の吹込みを防ぐ

オープンイーブ

写真12 冬でもカーテン上部を

開けておく

図12 換気扇の角度

換気の悪い牛舎では以下のことがおこります

・乾物摂取量の低下 → エネルギー不足による乳量減少、疾病増加につながる

原因：高湿度による不快ストレス

・乳房炎など感染症の増加 → 乳量減少、廃用淘汰につながる

原因：高湿度、ホコリ等による雑菌の繁殖

・ほ育・育成牛の肺炎が増加 → 心肺機能が心配になる

原因：空気中のホコリや雑菌、アンモニア等

図13 子屋根設置のガイド

ライン
写真14 子屋根を作る場合はで

きるだけ屋根から離す
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(３)締め切られたセミモニタータイプの開口部

セミモニター牛舎で、カーテンの開口部が閉め切られている

のを見かけます（写真15）。

開口部を閉めると換気ができません。入気口と同じく、冬季

間でもよほどの悪天候でないかぎり、開口部は開放しておきま

す。

(４)トンネル換気の入気口が閉じたまま

せっかくつなぎ牛舎でトンネル

換気を設置しても、入気口が狭い

と空気のよどみができてしまいま

す。古い牛舎だから仕方ないとあ

きらめる前に、ちょっとした工夫

をしてみませんか？（写真16、写

真17）

(５)強制換気システムを採用していないつなぎ牛舎

一般的なつなぎ牛舎では、窓扉の開閉だけでは充分な換気量

を確保できません。

通路に換気扇を一直線に列べて空気の流れをつくる（縦走換

気）だけでも随分違います（写真18）。もちろん入気と排気の

ために窓扉も開けます。

トンネル換気システムは、空間の狭い古いタイプのつなぎ牛

舎の換気に適しています。入気口の取り方など牛舎毎に工夫は

必要ですが、ぜひ導入を検討してみて下さい（Ｐ39改造事例参

照）。

写真18 縦走換気で空気の流れ

をつくる

写真19 冬でも窓扉も開ける

（写真18の牛舎）

写真15 開口部が締め切られた

セミモニター

写真17 窓枠の改造で入気でき

るようになった事例

写真16 開かなくなってしまっ

た入気側の窓

飼槽や寝床であれば、キレイか汚れているかを目で判断することができます。

しかし牛舎内の「空気」が牛にとってどのくらい快適か不快かを目で見ること

はできません。普段作業している人間の側も慣れてしまい、あまり気にすること

もないかもしれません。

目には見えないけれど、牛舎の「換気」は確実に生産性に影響しています。気

象条件の厳しい根室管内だからこそ、今一度「換気」を意識した牛舎構造を考え

てみませんか？
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牛舎改造事例集
今までの内容を踏まえ、牛舎を改造した事例を集めてみました。

Ⅰ 休んでいる

牛は固いコンクリートより、柔らかい材質の床を好みます。牛が心地よく寝ることができ

る弾力性と、高い耐久性を両立することが望まれます。

１ 牛床マット交換

(１)薄く固いゴムマットを、弾力性の高い生ゴム製マットに交換

(２)牛床のデコボコを補修（図１、図２）

２ 牛床を延長

昔の牛床が短い施設では、マットを交換した

だけでは牛が気持ちよく寝ることはできませ

ん。そこで、牛床を延長し、牛がまっすぐ寝ら

れるようにします。

図３は、牛床後端に鉄板をボルト止めし、そ

の上に牛床マットを設置した例です。この加工

により牛床を10cm延長しています。

３ １頭当たりスペースの改善

(１)乾乳牛の牛床幅改善

・サイドパーティションをずらして牛床幅を広げ、快適性を向上させた（図４、図５）。

・乾乳牛には適正な牛舎幅と考えられる（１２０㎝ → １３０㎝）。

図１ デコボコの牛床だった改造前 図２ 床を平らにならして手前に若干の勾配

を付けてから牛床マットを設置

図３ 鉄板を固定して牛床を10cm延長
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４ ネックレールを高くする（フリーストール牛舎）

図７はネックレールを上げて、ボディスペースを広くした例です。これでスムーズな寝起

きができるようになりました。

図7のように１本のパイプでネックレールを上げることも出来るのですが、２本のパイプ

を利用するなどして強度を高めて固定することをお勧めします（図８、図９）。強度が増し

たことで、サイドパーティションに多少牛がぶつかってもずれにくくできます。

図４ 牛床幅が120cmだった改造前（乾乳）
図５ 幅を130cmに変更すると寝姿に

ゆとりが生まれた（乾乳）

図８ ２本のパイプでネックレールを固定
した事例（１）

図９ ２本のパイプでネックレールを固定
した事例（２）

図６ ネックレールが低くかった改造前 図７ ネックレールを高くした改造後
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Ⅱ 寝起きする

なめらかな寝起きのためには、牛の動きを妨げないことが一番重要なことです。しかし、

それは同時に「人が望まない」動きもしやすくなることを意味します。

人の都合を“ほんの少しだけ”牛にあわせてあげるだけで、寝起きの姿は劇的に改善され

ます。

１ 突き出しスペースを確保した改善例（フリーストール牛舎）

通り抜け防止のため、牛の真正面にワイヤーを張っていました（図１）。そのため、寝起

きの際にワイヤーに当たったり、横に向いて寝たり、ベッドが空いているのに寝ないなどの

状況が見られました。そこでワイヤーを外し、前方に頭を突き出せるようにしたところ、寝

起きが楽になり、真っ直ぐに寝るようになりました（図２）。

(１)突き出しスペースを確保した改善例（つなぎ牛舎）

図３は、突き出

しスペースに障害

となるバーがあっ

た事例です。この

バーを撤去するこ

とで頭を前に突き

出すことができる

ようになり、寝起

きが楽になりまし

た（図４）。エサも

食べやすそうだとのことです。

(２)突き出しスペースを確保した改善例（つなぎ牛舎、繋留方法）

図４では、繋留方法をスタンチョンから縦１本鎖に変更しました。スタンチョンの時よ
くさり

りも前後の動きが増えたので寝起きが楽になりました。

図５では、繋留方法をスタンチョンからニューヨークタイストールに変更しました。

自由度が増えたことにより、寝起きが楽になったことと同時に採食や飲水もしやすくなり、

図１ 突き出しスペースが制限されている改善前 図２ 突き出しスペース開放された改造後

図３ 改善前 図４ 改善後
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より自然な動きが出来るようになりました。

(３)繋留方法変更と牛床マットの交換

繋留方法は、３本のバーがあるコンフォートストールから１本棒のニューヨークタイストー

ルに変更。前面に障害物が無く寝起きや採食行動が自由に行えます。

牛床マットは、薄く固いゴムマットから生ゴム製の牛床マットへ変更しました。滑りにくく、

クッション性にも優れています。

図５ スタンチョンから
ニューヨークタイストールに変更

図６ 改造前の

コンフォートストール

図７ 薄く固いゴムマットが

敷かれた牛床

図８ 改造後

図４ スタンチョンから

縦一本鎖に変更
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Ⅵ 息をする

１ トンネル換気への改造

暑熱対策も考えて、トンネル換気を導入しました。排気用の換気扇を８台設置し、十分な

風量を確保しています。もし、これで不足するようであれば、さらに二台を追加できるスペ

ースを確保しています。

２ 入気口の改善

(１)新たに扉をつけて入気口を確保

(２)窓の両側に扉をつけて入気口を確保

図１ 換気扇設置前 図２ 換気扇を８台設置

図３ 入気口がない改造前 図４ 開け閉め可能な入気口を設置後

図５ 入気口が不足していた改造前 図６ 牛舎幅一杯になるよう入気口を設置
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３ 中壁の除去

(１)空気の淀みをつくらずストレートに風を流すよう中壁を撤去
よど

・これまで中壁を迂回して給餌車を使っていたが、迂回する必要がなくなった。

・舎内が明るくなり換気も良くなった。

(２)牛舎内にあるブロック壁を撤去して風の流れを改善した事例

４ 換気量を増やす

(１)軽量網戸の設置

・既存扉の外側に網戸のレールを設置した。

・網戸は牛舎のトリカルネットを使用した。

・トリカルネットの中で一番小さなメッシュのものを使ったが、もう一回り大きくても良

いと感じているとの事（スズメが入らない程度）。

図８ 補強を入れて横壁を撤去した事例
図７ 中壁のところで空気の流れが

淀んでいた改造前

図11 改善後 全景

図９ ブロック壁を撤去する前 図10 撤去し、風通しを確保

図12 既存扉の外側にレール設置

網戸の様子



資材情報
根室管内で流通している主な資材を、紹介します。

1 休む（牛床マット）

素材：天然ゴム(G)　EVE(E)　ウレタン(U)　形成マット(M)　ゴムチップマットレス(GM)　その他(S)　

商品名 仕様 素材 メーカーのコメント 備考（参考価格）

寸法(cm) 

 幅 × 長さ × 厚さ

30S 121  180 　 ３

30W 130  181　  ３

30WW 135  181　  ３ 写真:30S

1枚30,000円程度

寸法(cm)

 幅 × 長さ × 厚さ

120  170   ５-６

重さ 50kg

120  155   ５-６

重さ 45kg

1枚２0,000円程度

寸法(cm) 　裏面

 幅 × 長さ × 厚さ

 120　  183　    ３

1枚20,000円

寸法(cm)

 幅 × 長さ × 厚さ

 120     183       ３

1枚20,000円

寸法(cm) 　 表面

 幅 × 長さ × 厚さ 　                 裏面

1200  120     185　   3

1300  130     185      3

 ※T-bar使用時は 1枚

　幅135cmが可能 18,000円～19,000円

寸法(cm)

 幅 × 長さ × 厚さ

Aタイプ 120　180　50

Bタイプ 120　180　40

Cタイプ フリーサイズ 1枚10,000円程度

※取扱業者は五十音順

M

G

GM

G

G

G

二重構造で柔らかい
後部へのスロープ付
(150cm以降)
マットに糞尿溜まりを
減らす構造

エム・エ
ス・ケー農
業機械(株)

(株)野澤組

LENTA

牛床マット

(株)新生ゴ
ム

パスチャーマット
(Promat)

KKMフェザーソフ
ト(KRAIBURG)

KKMスーパーソフ
ト(KRAIBURG)

オリオンウ
エストファ
リアサージ

(株)

デーリィマット30

廃タイヤを使用し成形

トップカバー材質：
ポリプロピレン製

マット本体材質：
高強度ナイロン系繊維

オリオンウ
エストファ
リアサージ

(株)

エコ・
アグリ(株)

オリオン
機械(株)

トップカバーは耐久性
が高い
マットの片寄り・変形
が起こりにくい

型くずれしない
後部へのスロープ付
両サイド直線加工

型くずれしない
後部へのスロープ付
両サイドパズル加工

天然ゴム素材で柔らか
く、高耐久性の構造
アンカーボルトが表面
に露出しない取付け穴
加工
30Sはフリーストール
用、 30Wはフリース
トール･タイストール
用

(株)コーン
ズ・エー

ジー



取扱業者 商品名 仕様 素材 メーカーのコメント 備考（参考価格）

寸法(cm)

 幅 × 長さ × 厚さ

107　152　1.9

112　168　1.9

122　152　1.9

122　168　1.9 1枚

122　183　1.9 11,100～12,100円

寸法(cm)

 幅 × 長さ × 厚さ

121  168    3.8

121  182    3.8

168cｍ 1枚29,000円

寸法(cm)

 幅 × 長さ × 厚さ 　断面図

122  163    7.6 

122  183    7.6 

トップカバー寸法(m)

 幅   × 長さ

 4  　  100 1枚17,000円

寸法(cm)

 幅 × 長さ × 厚さ

122  180    28

重さ 21kg

1枚14,000円

寸法(cm)

 幅 × 長さ × 厚さ

117  190　 3.8

132  180　 3.8

重さ 15-16kg 1枚

17,000～22,000円

21S 1枚13,000円程度

カウマット

RM21S 厚さ21mm

RM30F 厚さ30mm

　30F

寸法(cm)

牛床マット  幅 × 長さ × 厚さ

両面フラット 120   180　 ４

裏面ミゾ入り 120   180　 ５ 1枚

22,600～24,300円

S

S

U

U

E

G

G

アニマルマット
EP-2010

大量注文のみ可能
(50枚～)

マット表面は水切れが
良く、マットを乾いた
状態に保つ
表面の溝はデラバル独
自のパターンがあり、
滑りにくく清掃しやす
い
後ろ端が傾斜付き

(株)根室機
械センター

(株)土谷特
殊農機具
製作所

牛床マット
(Humane)

コンフォートパッ
ド(Humane)

フォーマット
(Foxworthy
Supply社)

型押し、滑り止め加工
で、濡れていても滑り
にくい
水分を吸収しない

ボビレックス

ボビレックスJOU

(REXLAN
EUROPE)

内部にゴムチップが充
填され、中央部分が少
しふくらんでいる
表面はすべりにくい
水分を吸収しない
設置が簡単

施工が簡単
トップカバーはロール
式で、板とアンカーで
留める

細かいエアーセル(気
泡)でソフトな仕上が
100％防水加工
表面は滑りにくい
据付が簡単・安価

(株)ピュア
ライン

(株)ワイ
ピーテック

デラバル
(株)

三晃化学
(株)

やわらかく厚みがある
断熱性・保湿性に優れ
る
水分を吸収しない素材
マット裏側に多数の突
起があり、通気性が良
い
専用のマウントバーを
使用してマットを固定
する

素材はゴムチップを固
めたもの

(株)日翔



2 寝起きする（ブリスケットボード、サイドパーテーション）

取扱業者 商品名 メーカーのコメント 備考（参考価格）

東邦貿易(株) 5,000円

3 歩く（通路用マット、目地切り）

取扱業者 商品名 メーカーのコメント 備考（参考価格）

L

H

１枚28,000円程度

 表面

裏面

１枚16,000円

素材:亜鉛
パイプは太さ7cm

長さ およそ156cm
素材:ファイバーグラス

寸法(cm)
幅 × 長さ × 厚さ
170  125    2.4

ポリピロー
(Norwell DAIRY)

Y2Kストール
(Promat)

フリーダムストー
ル(PRUDEN)

サイドパーテーション

KURA-F
(KRAIBURG)

(株)土谷製
作所

セーフティ
通路マット

素材:ポリエチレン

 120　  183　    3

   幅   ×  長さ × 厚さ

寸法(cm)　

蹄のショック防止のた
め、直径9×高さ
5(mm)の突起付き
つなぎ目は、はめ込み
式

寸法(cm)

(株)日翔

オリオンウ
エストファ
リアサージ

(株)

(株)野澤組

エム・エ
ス・ケー農
業機械(株)

希望するサイズで作成

仕様

 幅 × 長さ × 厚さ

 90　205　2　

 90　200　2　

カウコンフォートを最
優先にした設計で、ス
トレスを大幅に軽減で
きる
大量注文のみ可能

横滑りを防止するタテ
溝目地加工
表面にも滑り止め加工
アンカーボルト取付穴
加工で蹄を保護

エコ・
アグリ(株)

オリオン
機械(株)

エム・エ
ス・ケー農
業機械(株)

オリオンウ
エストファ
リアサージ

(株)

(株)コーン
ズ・エー

ジー

仕様

釜蓋鉄工
(株)

受注生産可能

ポリプロピレン製で軽
くて丈夫
なめらかな形状で角が
く、牛が寝起きしやす
い構造
簡単に設置可能

トップレールの傾斜に
より、牛がストールか
ら出やすくなる
腰角がぶつかりにくい
構造耐久性が高い



取扱業者 商品名 メーカーのコメント 備考（参考価格）

施工込み

１枚20,000円

1㎡6,000～7,000円

F12  116    182     1.9

F14-42"  107    179     1.9

F20  116    179     1.9 1枚12,000～13,000円

横断通路の施工例

(クロスカット)

4 食べる（連動スタンチョン、飼槽コーティング）

取扱業者 商品名 メーカーのコメント 備考（参考価格）

R3650MN(5頭)

R3660MN(6頭)

R3670MN(7頭) 　 4頭  ～  7頭

R2740MN(4頭) 69,000～97,000円

インターロックタイプ
と接着タイプがある

厚さ 1cm
長さ 最大45m

   長さ×1頭幅×首幅   

寸法(cm) 

レイアウトに合わせて
製作可能

上下のパイプは
直径60mm

本体長さ    首通過部

 305cm     19cm

４頭分で１枚

仕様

アレーラバーマッ
ト(Norwell

DAIRY)

Rolled Rubber
(Foxworthy
Supply社)

L-10-4

寸法(cm)

  360  70.7  15-25

  270  64.0  14-23

  360  47.7  10-18

  360  56.6  14-23

   幅  ×  長さ × 厚さ

アンカーボルト締め
セットと圧着貼りセッ
トあり
取り付けが簡単
水分を吸収しない

117  175  1.8-2.0

 幅 × 長さ × 厚さ

寸法(cm)

全農畜産
サービス

(株)

(株)土谷
製作所

(株)根室機
械センター

(株)コーン
ズ・エー

ジー

エム・エ
ス・ケー農
業機械(株)

連動スタンチョン
(ジョルダン)

連動スタンチョン

溶融亜鉛メッキ処理で
サビに強い
簡単なレバー操作で起
立丌能牛を解放できる
首幅の調節が可能
セルフロック機能あり

コンクリートの25倍
のショック吸収力
表面が独特な凹凸で、
滑りにくく、糞尿の足
への付着を抑える

仕様

ロック部分は強化プラ
スチック部品で、金属
音がほとんどしない
下側に開くことも可能
首の幅は自由に変更可
能

取付と操作が簡単
首幅の調整が可能
メッキ肉厚パイプを使
用しており、丈夫で長
持ち
盗食防止バーを標準装
備

インターロック式
ラバーマット
アニマット

オリオンウ
エストファ
リアサージ

(株)

東邦貿易
(株)

(株)福地
工業

(株)日翔

東邦貿易
(株)

コンクリート床での転
倒を少なくする

牛が歩く場所はどこで
も設置が可能で、牛の
移動時に蹄の負担を軽
減する
つなぎ目は、はめ込み
式でマットがずれにく
い

バーンスクレーパの設
置や、現牛舎のコンク
リート床でも施工可能

(株)土谷特
殊農機具
製作所

セルフロック
スタンチョン

牛が横転しても安全に
首を自動的に外せる構
造
ゴムのバンパーで騒音
が少ない



取扱業者 商品名 メーカーのコメント 備考（参考価格）

4頭用 成牛用

5頭用 種付期～成牛用

6頭用 12ヶ月～18ヶ月

7頭用 4ヶ月～12ヶ月

5 飲む（ウォーターカップ、水槽、パッドク用・放牧用水槽）

取扱業者 商品名 メーカーのコメント 備考（参考価格）

13,000円程度

13,000円程度

Mod.1100
(SUEVIA)

ステンレス
ウォーターカップ
(ヤルマーソン)

F110
(ヴィベット社)

0.15MPaで最低必要
吐出流量の12L/分以

上を確保

容量4L

流量22L/分

首を両側から挟み込む
パイプによって牛の動
きが自由となり、首、
肩の接触が軽減
消音設計

耐久性、耐摩耗性に優
れ、掃除しやすい
飼槽が清潔となり、餌
の腐敗を防ぐ

トーヨーレ
ジン

ファームレ
ジン

オリオンウ
エストファ
リアサージ
エム・エ

ス・ケー農
業機械(株)

ステンレス
ウォーターカップ

WBS-T

部品点数を大幅削減
し、メンテナンス性が
向上
強度を確保

(有)古瀬左
官工業所

飼槽コーティング
レジコン

仕様

(株)土谷
製作所

新型
ウォーターカップ

部品交換費用が従来品
より安い
バルブ本体が黄銅製で
凍結による割れに強い

電熱給水器
ヒーティングカッ

プ

凍結防止ヒーターが
カップと一体化
内蔵のサーモスタット
が温度を調節

オリオン機
械(株)

ステンレス製
ウォーターカップ

WBS-B

汚れ付着を減少
サビに強く、環境に優
しいリサイクル材質
(ステンレス)

S型ステンレス製

D型溶融亜鉛メッキ製

容量 3.6L

大容量
こぼれにくい構造
（ステンレス製）

カップ部分はエナメル
加工であり、清掃しや
すい

(株)本多
製作所

散水を防止出来る形状
のステンレスボール

デラバル
(株)

ウォーターボウル
S22

ステンレス製
こぼれにくい構造
チューブバルブ

(株)ピュア
ライン

ウォーターカップ
(本多製作所)

ウォーターカップ
NS-90

(ストランゴ)

容量 5L

ステンレス製
チューブバルブ
壊れにくい

エム・エ
ス・ケー農
業機械(株)

供給量20L/分

低水圧でも高吐出流量
20L/分(0.2MPa)

最大30L/分
(0.5MPa)

カバー板厚
1.2～1.6mm

100V-60Wの省エネ
タイプ

仕様

NEWALBERS
連動スタンチョン(株)ナスア

グリサービ
ス



取扱業者 商品名 メーカーのコメント 備考（参考価格）

CT1-2000

CT2-2000 CT2 120,000円程度

CT4-2000 CT4 150,000円程度

200

500

480

840

FWH-351

FWH-1001

FWH-2001 FWH-2001

FWH-2061 250,000円程度

1800

2000

S-250 34,400円

S-100 51,100円

オムニ
(Ritchie)

キャトル
ファウンテン

(Ritchie)

 幅 × 長さ × 高さ

寸法(cm)

仕様

 幅 × 長さ × 高さ

寸法(cm)

102   60　  66

  67   37　  46

 幅 × 長さ × 高さ

寸法(cm)

109　89　  48 

109　61  　48 

  71   52　  48 

 容量　 重さ

250L  21kg

100L  11kg

61　 210　  61

 幅 × 長さ × 高さ

寸法（cm）

45　200　   60

 幅 × 長さ × 高さ

寸法(cm)

寸法(cm)

 幅 × 長さ × 高さ

68　  42　   40

寸法(cm)

 幅 × 長さ × 高さ

60　210　   72

デラバル
ウォーター
トラフWT7
(デラバル)

PCタンク
(三晃化学)

FEED WATER
(福地工業)

スリフティーキン
グ(Ritchie)

オリオンウ
エストファ
リアサージ

(株)

素材はポリウレタン製
で継目が少なく、外気
が入りにくい構造
厳寒期でも凍結が無
く、夏は冷たい水を供
給東邦貿易

(株)

ヒーターによって凍結
を防止
ウレタンフォーム断熱
材使用
水槽はステンレス製

エム・エ
ス・ケー農
業機械(株)

ヒーター装備で冬期は
水槽底面から保温する
水槽はステンレス製

東邦貿易
(株)

キャトルマスター同様
ヒーター装備で凍結防
止
水槽はステンレス製

キャトルマスター
(Ritchie)

東邦貿易
(株)

オリオンウ
エストファ
リアサージ

30mmの硬質ウレタン
フォームで断熱

うし飲みくん
((有)古瀬左官

工業所)

デラバル
(株)

丸みをおびた形状で家
畜が傷つく恐れがな
く、フロートやバルブ
が邪魔にならない

根室機械セ
ンター

ポリエチレン製
丈夫で長持ち、軽量

(株)日翔

FRPを使用、はめ込み
式でネジは丌使用
掃除とメンテナンスが
容易
全タイプ電熱線入り

 幅 × 長さ × 高さ オールステンレス製で
腐蝕に強く、耐久性抜
群
ヒーターは水温が下が
るとサーモスタットに
より自動発熱

プレッシャー
ウォーター
CPE-400

(株)土谷製
作特殊農機
具製作所

30mm硬質ウレタン
フォームで断熱
4頭同時に飲水可能

大口径の給水弁で速や
かに給水を行える

プレッシャー
ウォーター

CPE-N-2000

プレッシャー
ウォーター

CPE-W-2100

寸法(cm)

43　 72　   66 

 幅 × 長さ × 高さ

寸法(cm)

60　219     41 

60　130     41

エム・エ
ス・ケー農
業機械(株)

 40　200

 40　180

内幅 × 長さ

寸法(cm)

60　208　  60

45　208　  54

45　108　  40

45　  45　  40



取扱業者 商品名 メーカーのコメント 備考（参考価格）

350L

650L

4,800L

6 息をする（換気扇）

壁設置用換気扇（インバータ有）

羽根径(cm) 風量(m3/分)

壁設置用換気扇（インバータ無）

吊るし用換気扇（インバータ有）

吊るし用換気扇（インバータ無）

(有)柳田
電気

3,700L

釜蓋鉄工(株)
廃棄バルククーラーを
再利用

仕様

サージミヤ
ワキ(株)

家畜水槽トロフ
(ガラガー)

脱着式の自動給水弁が
付属、放牧地・パドッ
ク・牛舎など、どこに
でも設置できる
掃除がしやすい

ファームエ
イジ(株)

寸法(cm)

直径 × 深さ　 

120　45.5

144　55.5

備考（参考価格）

(有)柳田
電気

100
345～
600

専用コントローラによ
る設定温度に合わせた
風量の自動運転が可能
高耐食、高圧洗浄可能

中春別マシ
ンセンター

オリオン
機械(株)

100 90～750

インバータファン専用
コントローラ必要
高耐食および異常停止
表示ランプ標準装備

取扱業者 商品名
仕様

メーカーのコメント

NK-14FNC
（パナソニック）

KH-DC
100ETDG

(ソーワテクニカ)

専用コントローラに
よって設定温度に合わ
せた風量の自動可変運
転可能

中春別マシ
ンセンター

オリオン
機械(株)

100
345～
750

新開発の羽根で低消費
電力
高圧洗浄可能

(有)柳田
電気

100
345～
600

新モーターと羽根によ
り消費電力削減
高静圧、大風量、高耐
食および高圧洗浄可能

中春別マシ
ンセンター

(有)柳田
電気
100 600

NK-14DGB-50
(パナソニック)

KH-100
ETDG-50

(ソーワテクニカ)

KH-DCR100
ETE-50

(ソーワテクニカ)

各農協 100
190～
630

省エネ、極小ノイズ
低騒音、軽量

エコ・
アグリ(株)

100 800

専用コントローラで最
大50台まで一括操作
風量を自動調節する機
能により省エネ

省電力、高圧洗浄可能
高所取付用

NK-14CZB-50
（パナソニック）

DCBL1030G
（フルタ）

FKZ6021
(愛知電機)

中春別マシ
ンセンター

100 600
消費電力削減
高耐食、軽量
高所取付用

オリオン
機械(株)

100 750

KH-R100
ETE-50

(ソーワテクニカ)

DF1000
(デラバル)

デラバル
(株)

100 483
ステンレススチール製
の6枚跳羽根



床置き換気扇

羽根径(cm) 風量(m3/分)

トンネル換気用換気扇

350

取扱業者 商品名

KH-DC
100ETDG-

CBSG
(ソーワテクニカ)

DCB21040
(フルタ)

(有)柳田
電気

100 600
風量設定範囲
20～100%

中春別マシ
ンセンター

メーカーのコメント 備考（参考価格）

オリオン
機械(株)

100 345 高所取付用

仕様

オリオン
機械(株)

100 700 首振り機能あり

(有)柳田
電気

100 530 風圧式シャッター付き
中春別マシ
ンセンター

軽量、省エネ、
大風量、低騒音

各農協 100

NK-14YSB
(パナソニック)

KH-S100
JTAG-50

(ソーワテクニカ)

NK-14FPC
(パナソニック)

連絡先一覧

取扱業者名 電話番号 ホームページアドレス

愛知電機株式会社 03-3537-1811 http://www.aichidenki.jp/
エコ・アグリ株式会社 0154-55-1166 http://www.ecoagri.co.jp/
エム・エス・ケー農業機械株式会社 0153-72-2608 http://www.mskfm.co.jp/
オリオンウエストファリアサージ株式会社 0123-23-0331 http://www.ows.jp/index.html
オリオン機械株式会社 0153-72-3110 http://www.orionkikai.co.jp/rakuno/
株式会社 コーンズ・エージー 0153-72-3251 http://www.cornesag.com/
株式会社 新生ゴム 011-377-4191 http://www.shinsei-gomu.co/
株式会社 ソーワテクニカ 0573-78-0302 http;//www.sowanet.co.jp/
株式会社 土谷製作所 0153-72-3853 http://www.sapporo-tsuchiya.co.jp/
株式会社 土谷特殊農機具製作所 0153-73-4377 http://www.tsuchiyanoki.com/
株式会社 日翔 0153-73-3360 http://ni-show.jp/dairy/
株式会社 根室機械センター 0153-72-3164 ―――
株式会社 野澤組 011-221-3323 http://www.nosawa.co.jp/
株式会社 ピュアライン 0153-72-2211 http://www.pureline.ne.jp/
株式会社 福地工業 0157-36-5714 http://www.fukuti.co.jp/
株式会社 本多製作所 0153-73-4122 http://www.hondass.com
株式会社 ワイピーテック 0155-67-6811 http://www.yptech.co.jp/
釜蓋鉄工株式会社 0153-75-2063 ―――
サージミヤワキ株式会社 0133-25-2222 http://www.surge-m.co.jp
三晃化学株式会社 011-221-5221 http://www.sankou1.com/
全農畜産サービス株式会社 0156-49-2500 http://www.zcss.co.jp/
テラルクリタ株式会社 011-644-2501 http;://www.teralkurita.co.jp/
東邦貿易 株式会社 0155-34-3126 http://www.tohoboeki.com
中春別マシンセンター 0153-75-2324 ―――
パナソニック環境エンジニアリング株式会社 011-272-3570 http://panasonic.co.jp/es/peseseng/
ファームエイジ 0133-22-3060 http://www.farmage.co.jp
フルタ電機株式会社 0178-70-7740 http://www.fulta.co.jp/
有限会社 アグ・キー 0153-79-5566 http://www.agrarian-key.com/
有限会社 トーヨーレジン 0157-61-4520 ―――
有限会社 ファームレジン 0155-33-8753 ―――
有限会社 古瀬左官工業所 0153-72-2667 ―――
有限会社 柳田電機 0153-73-3412 ―――

※業者名は五十音順





根室生産農業協同組合連合会 

・郵便番号  〒086-1006 
・住   所  北海道標津郡中標津町東６条南１丁目２番地  根室農業会館 
・電話番号  企画管理課・生産振興課 (0153)72-2148 
        情報事業課 (0153)72-2149 
・FAX番号  企画管理課・生産振興課 (0153)72-4401 
        情報事業課 (0153)72-6042 
・eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  ito@ndi-unet.ocn.ne.jp 
・HPｱﾄﾞﾚｽ  http://www.aurens.or.jp/hp/NDI 

根室農業改良普及センター 

［本 所］ 
・郵便番号 〒 086-0214 
・住所 北海道野付郡別海町別海緑町38番地の５ 
・電話番号 (0153)75-2301 
・FAX番号 (0153)75-0090 
・eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ nannemuro-nokai.12@pref.hokkaido.lg.jp 

［北根室支所］ 
・郵便番号 〒086-1045 
・住所 北海道標津郡中標津町東5条北3丁目 
・電話番号 (0153)72-2163 
・FAX番号 (0153)73-4123 
・eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kitanemuro-nokai.12@pref.hokkaido.lg.jp 
 
・HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/nkc/ 




