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搾乳前牛体散水による冷却効果及び飼養管理上の問題点の検討

(第 2報〉

麗 津 美 和@冨永康広@溝辺敬美

Examination of Cooling Effect of the Feeding and the Management problems 

of pre-milking Body Water Sprinkling Cvol. 2) 

Miwa HIROTSU， Yasuhiro TOMINAGA， Takami MIZOBE 

<要約>フリーストール@ミルキングパーラ一方式における待機場を利用した搾乳前牛体散水時

間について検討を行った。

l 誼腸温は散水時間が長くなるに従って抵下割合が大きくなる傾向にあった。

2 気温上昇から約 1時間ほど遅れて耳混の上昇が始まることが分かった。

3 散水時間は45分以上の散水が必要であると考えられた。

4 有意差はなかったらのの、夕乳量の60分散水認で30分散水区と比較し10%程度の乳量増加が

認められた。

5 乳成分は全ての成分で有意な差は検出されなかった。また乳房炎の発生はなかった。

夏期における暑熱による乳量や乳成分の低下を防

ぐため、昨年からフリーストール@ミルキングパー

ラ一方式における集約的暑熱対策として、待機場を

利用した搾乳前牛体散水に取り組み、夕方散水によ

る効果が高かったとの結果1)を得たので本年度は

散水時間について検討した。

試験方法

1 試験方法及び試験期間

試験方法は予備期間を 1週間、本試験は l期7日

間の 3期開としラテン方格法(表1)で、行った。試

験期間は平成16年7月8日から平成16年8月48ま

でとしていたが、試験最終日の牛舎内気温が300Cを

下出ったため、試験を l日延長し、平成16年8月5

日まで試験を行った。

2 試鞍区分及び供試牛

供試牛は当場で館養している泌乳中後期ホルスタ

イン搾乳牛6頭を用いた。平均産次数は3.50土2.35

産、試験開始時の平均搾乳日数は176.0土83.98で

あった。

試験区分は各牛群2頭とし、夕方搾乳前に待機場

で30分、 45分、 60分散水及び扇風機2基による送風

を併用し、表 1のとおりに切り替えを行った。

散水時間は30分散水毘が15:30--...-16:00、45分散水

区が15:15~16:00、 60分散水区が15:00~16:00 とし、

16:00から夕方の搾乳を開始した。

3 飼養方法及び館料給与方法

各区とも飼養形態はフリーストール@ミ jレキング

ノfーラ一方式の群飼とした。

飼料給与方法はトウモロコシサイレージ、イタリ

アンサイレージ主体のT間Rの飽食とし、午前10時

の1回給与とした。

4 散水装置の特数

散水場所は昨年間様1)~こ当場の待機場 C4.9mx5.6 

m)を利用し、高さ約2.4mに散水用ホース 2本を

2.5m間隅で設置し、そのホースに約50cm間隠で、散
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表 1 試験区分

個体番号 産次
試験開始時

牛群
予備期

搾乳日数 (7/8~7/14) 

23 3 115 
A 散水なし

397 5 308 

394 4 126 
B 散水なし

40 1 256 

369 7 120 
C 散水なし

41 l 131 

水口を22倍設置した。毎分 1ノズルあたり約75m/!の

散水を行った。

また散水装置による牛体散水と扇風機 2機による

送風を併用した。

5 調査項目

(1 ) 混湿度

外気温は本試験3期間の各 5"'7日自における 1

時間毎の当場の気象観測値を用いた。

牛舎内温漉度は、温湿度計を用い本試験3期閣の

各5"'7日目における l持関越の湛湿度を制定した。

(2) 董腸温

直腸瀧は本試験 3期間の各 5"'7日目における 8

時から19時まで l時間毎の直揚視を動物体温許を用

い測定した。

(3) 耳温

耳温は本試験3期間の各 5"'7日目における10分

毎の耳温を外耳深部内に設置した温度計で24時間測

定した。図 4の耳温については30分間隔でのデータ

を用いた。

(ヰ) 呼吸数

呼吸数は本試験3期間の各5"'7日自における 8

時から同時まで 1時間毎に30秒間の呼吸数を測定し

fこ。

(5) 飼料摂取量

乾物摂取量は本試験3期間の各 5"'7日毘の午前

10時に給与し、各個体の残額を午後 4時と翌日午前

8時30分に間収後重量計測し、各3日間の給与時の

乾物率を乗じたものから残餌回収時の乾物率を乗じ

たものを差し引きその期閣の乾物摂取量とした。給

28 

期 2 期 3 期

(7 /15~7 /21) (7/22~7/28) (7 /22~7 /28) 

30分 45分 60分

散水区 散水底 散水区

45分 60分 30分

散水区 散水豆 散水区

60分 30分 45分

散水亙 散71<匿 散水区

与飼料及び、残餌については800C、48時間通嵐乾燥し

乾物率を求めた。またこれらの館料については粉砕

し、公定法により水分、粗蛋白、組脂肪について分

析した。

(6) 体重及び体護増減蚤

試験牛の体重は本試験3期閣の 78E1の午前11時

に測定調査を行った。体重増減量は試験開始時の各

個体の体重から本試験最終日に体震を測定しその差

を増減量として算出した。

(7) 乳蚤

乳量は本試験3期間の各5"'78自における乳量

を各個体毎にミルクメーターで測定し、 182回の

乳量を合計し、 l日の乳量とした。また乳房炎等の

疾病に感染した場合も、パケット搾乳後、乳量調査

を行った。

(8) 乳成分

生乳採取は本試験3期間の各 5"'7日自における

1日2回の搾乳時に行い、乳量を勘案し 1日の乳成

分とした。乳成分は、乳脂肪、乳蛋白、乳糖、無脂

閤形、全国形、体細胞、乳中尿素窒素(以下MUN)

を調査した。なお、生乳成分の分析は外部委託とし

た。

(9) 乳房炎等の疾病

乳房炎等の疾痛については、本試験全期間につい

て調査を行った。本試験3期間の各3日自に PLテ

ストを行い、乳爵炎等の感染が疑われた場合は適宜

治療を行った。

全試験期間中の延べ搾乳回数(乳量確認できた搾

乳のみ)と乳房炎等に感染文は治療中の搾乳回数及

びその割合を調査した。
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試験結果
50 r --ω ーーーーー鱒僧但ーーーー申鴨脚ーーー--嶋ーーーーーー輔---ーー輸欄輸血--

1 温湿度

闘 1に試験期間中の l日の外気温の変化を示した。

試験期間中 5時に最低気温を示し、その後徐々に上 30 

昇し、 12時に300Cを超え、 14日寺に最高知昆を示した。

また 1日のうち300C超えたのは12時--15時の間であっ

た。

2 呼吸数

図2に呼吸数の推移を示した。

散水前後の呼吸数は、 30分散水底で10臣、 45分散

水区で'13臣、 60分散水亙で14@]減少した。このこと

から各芭とも散水車後の16時には呼吸数が大きく減

少し、その後ゆっくり増加していくことが分かった。

3 直腸;昆

直腸温の推移を図 3に示した。

散水前後の寵腸混は、 30分散水区で、0.30C、45分

散水区でO.4OC、60分散水区で、0.80C低下した。この

ことから各霞とも散水前後で直腸温が低下し、散水

時間が長くなるに従って低下割合が大きくなる傾向

にあった。また散水後も呼吸数同様にゆっくり上昇

していくことが分かった。

[ ー 圧 迫

30 

25 

20 1--也ーーーー自由叩叩鳴蜘得世但ーーーーー白骨晴樹伽制降崎---ーーーーーー--骨同ゆ伊ー
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図 1 外気温の推移
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国2 呼吸数の推移
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陸3 甚腸濃の推移

4 耳濯

醤 4にl日の耳混と牛舎内温湿度の動きを示した。

牛舎内温度の推移で牛舎内が300C以上となるのは11

時30分--16時で最高気温は14時30分の31.80Cであっ

た。牛舎内湿度の推移では牛舎内程度は終日58%以

上と湿度が高く、最も湿度が高くなるのは 5時30分

で91%以上となった。 1E3の耳温と牛舎内温度の推

移を比較すると、気温上昇から約 1時間ほど遅れて

耳湿の上昇が始まることが分かった。また30分散水

区では散水約2時間30分後の18時30分には散水前耳

温に戻り、その後、気温の低下とともに翌朝7時30

分までゆっくり低下し続けた。

散水開始から10分間罷での耳温の推移を図 5に示

した。

各試験区とも散水開始直後から抵下し、散水終了

後も20分程度は低下し続けた。その後、徐々に上昇

したが30分散水区では散水終了 2時間後の18時には

散水前の耳視に戻りその後も上昇した。 45分散水豆、

60分散水区では7時間以上経っても散水開始時の耳

温に戻ることはなかった。

このことから散水時間の違いにより、散水時間が

29 



宮崎県畜産試験場試験研究報告第17号 (2004) 

30分では散水後の耳温上昇も阜いことから、 45分以

上の散水が必要であると考えられた。
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図 4 日の耳温と牛舎内温温度の動き
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関5 散水開始から10分間隅での耳j畠の推移

30 

5 乾物摂取量

乾物摂取量を表 2に示した。

10時~散水開始時まで、の乾物摂取量は30分散水区

11.0kg、45分散水区9.7kg、60分散水区9.2kgとなっ

た。夕方搾乳後~翌朝8時30分までの乾物摂取量は

30分散水区13.1kg、45分散水区13.5kg、60分散水区

14.1kgとなり、 60分散水豆が最も多くなった。 1日

の乾物摂取量では30分散水JZ:24.1kg、45分散水区

23.2kg、60分散水豆23.3kgとなり、どの乾物摂取量

においても各試験区間に有意な差は検出されなかっ

fこ。
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表 2 乾物摂取量

10:00~散水開始まで

夕方搾乳後~翌朝8:30

10:00~翌朝8:30

(N= 6) 

6 体重及び体重増減量

30分散水区

平均土 SD

l1.0:t6.4 

13.1:t4.3 

24.1土5.5

体重及び体重増減量を表 3に示した。

体重は30分散水区640.01培、 45分散水区646.0kg、

60分散水区654.3kgとなり、各区間に有意な差は検

表 3 体重及び体重増減量

(トj=6) 

7 乳量

体 重

体重増減量

乳量を表4に示した。

30分散水区

平均土 SD

640.0:t62.1 

-15.7土17.5

朝乳量は各試験[R間で大きな差はみられなかった

ものの、タ乳量では30分散水区7.2kg、45分散水区

7.3kg、60分散水区8.0kgとなり、 30分散水区と比較

すると60分散水区が0.8kgの乳量増加を示した。ま

表4 乳量

(N= 6) 

8 乳成分

朝乳量

タ乳量

1 B乳量

乳成分を表 5に示した。

30分散水区

平均土 SD

15.6:t2.7 

7.2土1.9

22.8土4.。

乳成分でも全ての成分で有意な差は検出されなかっ

fこ。

(kg) 

45分散水産 60分散水塁

平均二と SD 平均土 SD

9.7:t6.2 9.2土4.0

13.5士3.6 14.1土3.7

23.2土8.3 23.3土5.4

出されなかった。

体重増減量も30分散水区-15.7kg、45分散水区0.3

kg、60分散水区一0.3kgとなり、各区間に有意な差

は検出されなかった。

45分散水霊

平均土 SD

646.0土71.8

0.3土18.1

60分散水区

平均土 SD

654.3土62.2

-0.3土16.4

(kg) 

た、 1日の乳量では30分散水区22.8kg、45分散水区

22.9kg、60分散水区23.7kgで、あった。朝、夕、 1B 

の乳量とも各区間に有意差はなかったものの、タ乳

量の60分散水区で30分散水躍と比較し、 10%程度の

乳量増加が認められた。

45分散水区

平均:tSD

15.6土2.6

7.3:t1.5 

22.9土3.5

9 乳房炎等の疾病

60分散水誌

平均:tSD

15.8土2.6

8.0土1.5

23.7土3.9

(kg) 

試験期間中、乳房炎は散水したどの散水区におい

ても発生しなかった。
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表 5 乳成分

30分散水監

平均::tSD

乳脂肪率(%) 3.93::t0.47 

乳蛋白率(%) 3.09::t0.19 

乳糖率(%) 4.41::t0.17 

無脂固形準(%) 8.50土0.15

全面形率(%) 12.43::t0.49 

体継胞数(万) 7.9::t5.2 

MUN (mg/dD 18.0土2.0

(N= 6) 

考 察

昨年は夕方搾乳前散水で効果が高かったとの結

果1)を報告し、今年度は夕方散水に的を絞り散水時

間について試験を行った。今年度は昨年調査しなかっ

た乾物摂取量や体重について調査を行った。

まず試験期間中の外気祖は昨年とほぼ同様の推移

であった。

呼吸数は散水前後で大きく減少し、散水時間によ

る差は見られなかった。しかし護腸温は散水時間に

比例して低下する傾向にあったが、有意差は検出さ

れなかった。 1日の耳混と牛舎内温度の推移からす

ると、気温上昇から約 l時間ほど遅れて耳温の上昇

が始まることが分かった。散水効果により耳温低下

は散水開始直後から現れ、散水終了後も20分程度は

低下し続けた。このような結果は既報2) の躍温で

も認められている。

給与時から散水前までの乾物摂取量においては30

分散水区で他試験毘と比較して多い傾向にあったが、

これは採食時間が他試験震より長かったことによる

影響ではないかと推察された。また散水後の乾物摂

取量が60分散水区で、やや多かったのは散水により体

温が低下し摂取量が増えたことが影響しているので

はなし可かと推察された。

乳量については夕乳量で30分散水底と比較し60分

散水区で10%程度の乳量増加が認められた。これは

散水直後の搾乳であることから散水による影響では

ないかと推察された。

乳成分でも全ての成分で有意な差は検出されなかっ

32 

45分散水区

平均士 SD

4.10::t0.63 

3.11::t0.23 

4.42土0.15

8.52土0.16

12.63土0.61

8.4土5.1

18.2::t 2.0 

60分散水区

平均土 SD

4.04::t0.51 

3.09::t0.18 

4.38土0.15

8.48::t0.14 

12.51土0.59

8.3土5.8

17.7::t3.1 

た。また乳房炎の発生も無かった。

以上2カ年の結果から、搾乳前牛体散水は夕方搾

乳前に行い散水時間は45分以上必要であると考えら

れた。

来年度は散水量と散水による廃液量について検討

してし1く。
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