
水管理のススメ

畜舎内の水質検査をしましょう！





■ 水質について

農場の水の検査したことありますか？

■ 毎年、原水を調べている
■ ○○水系のいい美味しい水です
■ 塩素で消毒しているから大丈夫！



■ 原水を調べている ■ いい水系を使用

畜舎内は、調べたことありますか？

きれいな水ほど、
細菌などが繁殖しやすいんです

原水 畜舎内



■ 給水管内部（バイオフィルムの発生）

配管内壁

消毒・清掃した後の貯水槽・配管でも、
日々除菌を怠ると約３日～1週間で生物
膜が復活し、細菌が発生する



<次亜塩素酸ナトリウム添加農場>
原水は一般細菌・大腸菌群は検出
されていませんでしたが、
畜舎内では細菌が検出された例です

畜舎で効果がないと
意味ないね！

■ 塩素を使用している(低濃度）



<次亜塩素酸ナトリウム添加農場>
畜舎内では、」細菌が検出されていま
せんが、塩素濃度は非常に高濃度で
した。

水道水の10倍以上濃
い農場もありました。
塩素臭が強いと飲水量
が減ることもあります。

■ 塩素を使用している(高濃度）



●水道水の塩素濃度では、
畜舎末端まで遊離残留塩素が届かない

●末端に合わせると上流が高濃度となり、
カルキ臭による飲水量低下の原因

●カルシウムなどの吸収を阻害
●トリハロメタンなどの副生成物の形成
●金属の腐食性

次亜塩素酸ナトリウムは



食品添加物製剤 “オキシリンクSP” は、
農場の水質に応じて希釈濃度を提案しています。
飲水は、50,000倍～200,000倍と薄い濃度で使用できます。
除菌するだけでなく、給水管内部の洗浄力にも優れています。





■ 残留塩素濃度の比較

オキシリンクSP
623mv

水道水
611mv

ORP
酸化還元電位

同じ酸化力(殺菌力)の下での塩素濃度の比較



オキシリンクＳＰは、
生体内で生化学合成される
チトクロームＰ-450モノオキシゲナーゼが有する
極めて強力な酸化活性種を再現したものです。
オキシリンクＳＰの成分である次亜塩素酸カルシ
ウムから高原子価鉄オキセノイドを経由して励起
一重項酸素（1Dg O2）が生成されます。励起
一重項酸素は細菌の呼吸系を酸化作用により
破壊するので、強い殺菌作用を示します。

さまざまな環境下で用途に応じて濃度調整できる
ので、安全に利用いただけます。
飲用利用で口腔内除菌レベルでは、腸内細菌へ
の影響はありません。

そんなに強いんじゃ
かえって体に良くな
いんじゃないの？



■ 水の電解質バランスを整える

水分中の電解質平衡が低いと必要以上に水
を摂取しない。
オキシリンクSPで電解質を改善することによっ
て、家畜は水をよく飲む

電解質は、体液に溶けて電気を帯びているミネラルイオン。プラスの電気を帯びた陽
イオン、マイナスの電気を帯びた陰イオンにわけられます。電解質は体の水分(体
液）としてすみずみに分布していて、神経、骨、筋肉、臓器の機能を正しく保ってい
ます。
水分とともに電解質が失われると、体液が減って生命の維持に危機が迫ります。
電解質の分布は、細胞の外側を満たす細胞外液と細胞の内側を満たす細胞内液
で異なります。たとえば、細胞外液でもっとも多い陽イオンはナトリウムイオン、細胞内
液でもっとも多い陽イオンはカリウムイオン。その組成を踏まえて体の水分（体液）を
補うことが大切です

飲水量が増えれば、餌食いもよくなります



農場の水質によって
オキシリンクSPの適正濃度
をご提案することができます。

水質で適正濃度
までわかるのは、い
いね！

その他の項目
・硝酸態窒素
・ｐH
・硬度など



水処理していない飲用水



ドサトロンを利用した飲用水■ 飲水の利用方法例 ①



そんなの洗浄力のあるもの流したら、
ピッカーが詰まるだろ？

ご安心ください！
そのような心配のある農場では、最低濃度の200,000倍以
下で６～８週間かけて使用してください。
今、溜まっている汚れを少しずつ処理し、ピッカーを詰まらない
状態でクリーニングしていきます。

クリーニング完了後、本稼働前に再度水質検査を実施し、
適正濃度でのご使用になります。



次亜塩素酸ナトリウムの打ち込み機があるか
ら、それをそのまま使用できるね！

流量計付きの注入器
があれば、そのまま代用
できます。

■ 飲水の利用方法例 ②



農場全体に水処理■ 飲水の利用方法例 ②



オキシリンクSP 200,000倍希釈のご使用の場合

◆和牛生産 3ヶ月令まで 5～6リットル 0.025～0.03ｍｌ/日・頭

3ヶ月以上 20～25リットル 0.1～0.13ｍｌ/日・頭

◆酪農（泌乳牛） 95～113リットル/頭 0.5～0.6ｍｌ/日・頭

◆肥育牛 40～50リットル 0.2～0.25ｍｌ/日・頭

◆ 母牛 50リットル 0.25ml/日・頭

■ 飲水量に対してオキシリンクSPの使用量



■ １カ月の飲用水コスト計算

畜種
1日
水量

1カ月
飲水量

20万倍 10万倍 6.7万倍 5万倍

子牛
３カ月令
まで

5L １５０L 6.75円 13.5円 20.25円 27.0円

子牛
３カ月以
降

20L 600L 27円 54円 81円 108円

母牛 ５０L 1500L 67.5円 135円 202.5円 270円

肥育牛 ４０L 1200L 54円 108円 162円 216円

単位：円(1頭30日飼養コスト）



口腔内をいつも清潔に！

オキシリンクSPで牛に“うがい” を



■ 飼育環境で使われる水の管理



■ 汚染された水の使用

水源に呼吸器系疾病を引き起こす細菌がいる場合、

エアロゾル(高圧洗浄や細霧の１～５μｍ)での状態あれば、

気管に入ると肺胞内で寄生繁殖が始まり、肺炎を起こす

原因になる

25

オキシリンクSPを利用することによって、
水源汚染は改善



一般細菌群 大腸菌群 サルモネラ群

真菌カビ類 黄色ブドウ球菌群

●畜舎内で採取した空中浮遊細菌 (臭気：良)



一般細菌群 大腸菌群 サルモネラ群

真菌カビ類 黄色ブドウ球菌群

※同じ農場でも、臭いの
気になるところ（換気の
悪いところ）ほど、菌が
多く採取されました。

●畜舎内で採取した空中浮遊細菌 (臭気：悪）



牛舎の空間（環境）



使用方法－畜舎の除菌・消臭

洗浄水
水 500㍑
オキシリンク ５０～５００ｍｌ 1０００～１００００倍

細霧設備

水洗い

水洗浄、細霧に希釈



・ ノズルの詰まりがなくなる

・ 部品交換の回数が減少

・ 間欠使用で冬場も加湿

・ 除菌、消臭

ポジティブリストに
も該当しないから
いつでも使える

■ 細霧・動噴によるオキシリンクSPの利用

防疫対策で
オキシリンクSP細霧
１年中利用

暑さ対策で
利用していた細霧



『ドライアイスの煙』
のような煙霧ミストです

■水道管直結・外部タンク(自由落下)方式
水道管や外部タンクに接続
できるので、大量の液体供給
も手間がかかりません。
オプションの２０Lタンクで、
連続6～７時間運転可能。
タイマーコンセントで間欠運転
もできます。

４ミクロンの『煙霧』にして空間へ噴霧

畜舎内の空気を『洗浄・除菌・消臭』します

静音設計
※20Ｌタンクおよび架台は、
オプション

※ダクトは、オプション

■ 据置型噴霧器 ②



人のパスゲートにも使われています



■ 消臭試験例

臭気成分―犬猫糞便にプロピオン酸10％水溶液を添加したもの
３０ｃｍ角ボックスに0.1g設置。試験品を1mlスプレー

区
試験終了時
（30分後）

対照区 18ppm

試験区 4ppm

オキシリンクSP 10000倍
臭気成分ープロピオン酸

約７８％減少



■ 濃度別消臭効果試験

臭気成分―３０ｃｍ角ボックスに0.1g設置。試験品を5mlスプレー30分後に測定
食環境衛生研究所 2016年9月
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農場

管
理
に
よ
る
予
防
強
化

ワクチン等の生体防御

餌・水・環境

見えない敵ー細菌・ウイルス

飲用水・環境消毒ー徹底された農場

■ 飼育環境下の細菌・ウイルスを減らしましょう
ワクチン・抗生物質の効果が向上します



■その他活用方法 車両進入ゲート

ガラス面に油膜が付かない！


