
Lely Calm

子牛の月齢とニーズに応じたミルクを1子牛の月齢とニーズに応じたミルクを1子牛の月齢とニーズに応じたミルクを1
日を通して飲ませることができる利点が日を通して飲ませることができる利点が日を通して飲ませることができる利点が
あります。あります。

インテリジェントなソフトウェアによっ
て、子牛の哺乳状況をリアルタイムで把
握できます。

健康的で速やかな発育は、牛の一生の生
産量を増大します。 

子牛ごとにカスタマイズ
された哺乳

迅速な洞察によって
子牛たちを健康に

より早く健康的な
育成を

子牛から乳牛までの
最適な成長と
発達をサポート

カーフフィーダー

08 1205

発達をサポート

www.lely.com
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「一日中ミルクが飲めるので
あれば、子牛のミルク摂取量
は増加できます」

子牛の発育期間を最適化するために、子
牛用自動哺乳システム Lely Calm ほど簡
単な手段はありません。開始70日間で哺
乳量を徐々に増加・減少させることによ
り、強くて丈夫な子牛が育ちます。

Roy Pelgrim
エッテン、オランダ
「 Lely Calm を使用して18カ月が経過してい
ますが、子牛はカーフフィーダーを好んで利用
しているのがわかります。5リットル前後のミ
ルクを手で与えていた時に比べても、ミルク
を多く飲むようになり、その結果、乳期まで
の子牛の発育が大幅に改善されました。さら
に、哺乳量を徐々に減らすことで、スムーズに
離乳に移行できています」

発育期間中の哺乳量を調節する特別なプログラムにより、子牛のルーメンは健
康に発達し、結果として最適な成長が得られます。特に、未経産乳牛はより早く
成熟し、乳牛の一生を通して活力、繁殖力、乳量に良い影響を与えます。子牛へ
の給餌を自動化することで、生育がより早くなるだけでなく、自動哺乳システムに
よりコントロールが可能になり、反復的な重労働を減らすことができます。Lely 
Calm は、子牛をより健康で丈夫に、そして日常生活をより柔軟にします。

スマートフィーディングは成果をもたらします。

結果はあなたの飼育計画に大きく影響されます
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子牛は母牛から 1日を通して、毎回さまざまな量のミルクを飲むのが自然です。この
自然な哺乳行動は、ルーメンの内容と発達に影響しています。子牛は、一日中適温で
新鮮なミルクを飲めることによって、すくすくと成長します。これは、乳牛の活力、繁殖
力、乳量、寿命に好影響を与えます。

出生時体重の倍増
子牛は、哺乳期に高い発育ポテンシャルを持っていま
す。哺乳期間終了後には、子牛は少なくとも出生時の
体重の2 倍に到達すべきであると言われています。これ
は、子牛の自然な要求を満たし、酪農家の飼育目標に
合わせた子牛へのカスタマイズされた哺乳スケジュー
ルによってのみ達成できます。これにより、日増体重が
高くなるだけでなく、ルーメンの良好な発育と、後期の
高い飼料摂取にもつながります。

哺乳量を減少し、粗飼料と濃厚飼料の摂取を増加
給餌スケジュールでは、哺乳期間の末期に哺乳量を減
らし、子牛が粗飼料や濃厚飼料を摂取することを促す
ように設定できます。飼料の割合を徐々に増やし、ミル
クの割合を減らすことによって、ルーメンは徐々に健康
に発達していきます。さらに、哺乳量を減少して粗飼料
を増加することに徐々に子牛を慣れさせることができ
れば、離乳時の落ち込みとストレスを回避できます。

ミルクから固形飼料への
移行をスムーズに

ルーメンの発達
ルーメンは、飼料の存在と発酵に反応して発達します。
粗飼料と濃厚飼料量を適切に与えることで、ルーメン
とルーメン内柔突起が十分に発達されます。Lely Calm 
濃厚飼料フィーダー、濃厚飼料フィーダー ビン、自動濃
厚飼料ディスペンサーなど、さまざまな方法で濃厚飼
料を提供できます。濃厚飼料フィーダー ビンは、貯蔵
型の給餌システムであり、常に新鮮な濃厚飼料を無制
限に提供することができます。自動濃厚飼料ディスペ
ンサーにより、濃厚飼料の摂取量を子牛のニーズに合
わせて調整し、Calf Cloud で監視できます。
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子牛への哺乳頻度の増加は、子牛の自然な哺乳行動に適しています。カーフフィー
ダーは、子牛へ自動で頻回哺乳するための最適な解決策です。子牛の健康的な成
長、最適な衛生状態、労働力の削減など様々な面で酪農家に利益をもたらし、さら
に、子牛の将来への準備にもなります。

子牛への自動哺乳の利点

健康な子牛の発育
第四胃の容量は、わずか1.5～2リットル程度です。朝と
夕方にバケツ一杯分のミルクを飲ませるのではなく、1 
日を通して少量ずつ複数回哺乳を行うことで、ミルク
の吸収と消化が促進されます。これにより、すべての栄
養素が最適に活用され、日々体重を増加させることが
できます。

最適な衛生状態
自動化されたシステムで子牛に哺乳することで、衛生状
態が改善され、家畜の総合的な健康に対するリスクが
軽減されます。バケツや乳頭を手で洗浄するのとは対
照的に、Lely Calm は自動的に洗浄することができま
す。カーフフィーダーは1日に数回洗浄され、効果的な
薬剤で洗浄とすすぎを行うため、細菌の増殖を抑制で
きます。清潔なシステムは乳質を向上させ、子牛の健康
を改善できます。

省力化
もう、重いバケツにミルクを入れて運んだり、手で子牛
にミルクを与える必要はありません。すべての給餌施
設の掃除を毎日行う必要がなくなりました。自動哺乳
システムを導入することで、大部分の反復作業が排除
され、酪農家の一日の労働時間をより柔軟にし、より
多くの時間を農場内の他の作業に割くことが可能にな
ります。

データから得られるさらなる洞察
さらなる重要な利点は、Lely Calm を管理ツール 
CalfCloud に接続できることです。この機能は、各牛の
哺乳行動とパフォーマンスを確認することができ、健
康上の問題を初期段階で特定するのに役立ちます.ま
た、この情報により、子牛の哺育期間全体を分析するこ
とが可能になり、それによって最適な哺育期間を確保
することができるようになります。

群飼育
群飼育は、子牛が牛群の中でどのように行動するかを
学ぶために役立ちます。子牛は、幼い段階からすでに
競争や支配行動について学習します。ミルクを飲むた
めに哺乳ボックスに足を踏み入れることを学べば、後
に搾乳ロボットに誘導することも容易になります。

「カーフフィーダーのおかげで、
子牛は自然な給餌パターンに従う
ことができます。」

Jeff  Lester
シュルーズバリー、英国
「Lely Calm を 11 年間使用しており、1,000 頭以上の子牛を飼育し、大きな成功
を収めました。未経産乳牛のスタートダッシュだけが、生涯パフォーマンスを保
証してくれるのです。カーフフィーダーは、子牛が自然な飼料摂取パターンに従う
ことを可能にし、ミルクは常に適切な温度で給与されます。このシステムは衛生
的で、子牛の健康状態が悪い場合は早期に通知されるため、常に早期処置が可
能になります。

カーフフィーダーが届く前は、妻と私は重い牛乳バケツを持ち歩くことでいつも
腰痛に悩まされていました。そして今では、力仕事もなく、子牛一頭一頭に新鮮
なミルクがミ調合されています。」



98 Lely Calm 

子牛の成育を成功させるために

アドバンテージ
Lely Calm を利用した給餌は、子牛を健康にして、
最終的には生産性の高い乳牛を生み出します。ど
ちらの結果も、「一定の濃度と適切な温度で少量
ずつ作りたてのミルクを制限あり、または制限無く
利用できること」「準備と給餌が同時に行われる
ため、邪魔されずに飲むこと」に直接起因します。

Lely Calm はまた、良好な処理能力と混合比を
保証します。これにより、給餌が必要な子牛頭数
が多い場合でも、良好な体重増加が実現できま
す。CalfCloud 管理ツールでは、ミルクの摂取量を
完全に把握することができます。最終的に、Lely 
Calm は幅広い種類のアクセサリーによってカスタ
マイズされた給餌システムになっています。

機械部分
自動哺乳システムは、さまざまな要素で構成され
ています。

1.  カーフフィーダーには、2つのモデルがあり、そ
れぞれに様々なバージョンがあります。

2.  ハイジーンボックス、アンテナとティートユニッ
トで構成されるドリンクステーション。

3.  日常的な清掃に最適で、優れた衛生状態を実
現する特別な製品。

4.  CalfCloud と CalfApp は、子牛の哺乳行動をリ
アルタイムで把握するための管理ツールです。

Lely Calm は、子牛を優れた乳牛として育てたいと考える、すべての畜産農家を
対象としています。子牛ごとのニーズに応じて、オーダーメイドの少量ずつの飼
料が継続的かつ正確に配給されます。これにより、子牛は、丈夫で健康な乳牛に
成長し、最大限の生産量をもたらすことができるのです。

Lely Calm カーフフィーダー
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Lely Calm クーリングタンク
Lely Calm クーリングタンクにより、効率的かつ衛生的
な方法で Lely Calm に新鮮な牛乳が供給されます。堅
牢なステンレス製タンクには、100 リットルと 300 リッ
トルのバージョンが用意されており、アジテーターを含
む自動洗浄装置と冷却装置が装備されています。Lely 
Calm は各子牛のニーズに応じてタンクから一定量の
牛乳を取り込み、飲むために理想的な温度まで加熱し
ます。

シンクロ哺乳
2 つ以上のドリンクステーションを使用する場合の機
能であり、Lely Calm Vario Smart でのみ使用できま
す。強力な蠕動ポンプは、最大 4 基のドリンクステーシ
ョンに新鮮な牛乳を同時に供給し、最も若い子牛に対
してもミルク摂取をサポートします。

自動キャリブレーション
ミキサー の下にあるキャリブレーションスケールは、
供給中に飼料成分を校正し、必要に応じて調整を行い
ます。

2種類目の洗剤
2種類の洗剤の使用は、ディスペンサーの優れた衛生
状態を保証します。自動洗浄の際には、酸性・アルカリ
性の両方の洗剤が使用されます。

体重計 
子牛の体重を定期的に測定することで、発育に関して
更に把握することができます。電子プラトー体重計は、
哺乳中に子牛の体重を自動的に測定し、体重の変化を 
CalfCloud に記録します。

カーフフィーダーには 2 つのモデルがあります。両機種の違いは、自動哺乳
できる子牛の頭数（キャパシティー）です。各モデルには様々なバージョンが
用意されており、オプションを追加することもできます。

Lely Calmの構成；
ニーズと飼育目標に応じて

オプション
すべてのモデルとバージョンは完全な哺乳システムで構成されていますが、まだ多くの
選択肢から選ぶことができます。豊富なオプションとアクセサリーにより、子牛への哺乳
はさらに簡単に、状況に合わせて実施することができます。これについては、Lely センタ
ーよりアドバイスさせていただきます。

Lely Calm 濃厚飼料フィーダー
濃厚飼料フィーダーは、子牛ごとに濃厚飼料の摂取量
を記録し、飼料摂取量に応じて個別に離乳させること
ができます。飼料摂取量も CalfCloud に表示されま
す。このデータから飼料摂取に関してより把握ができる
ようになり、その結果、子牛に健康がもたらされます。

ハエ避けスクリーン
ハエ避けスクリーンは、ハエがミルクに侵入するのを防
ぎ、最適な鮮度を保証します。表面にはパンチング加
工が施されており、最適な空気循環を実現します。

添加剤ディスペンサー 
粉末および液体の添加剤ディスペンサーは、個別の子
牛に対し、添加剤と電解質を正確な用量で自動供給し
ます。



標準乳頭
ブラケット 

ハイジーンボックス

傾斜乳頭
ブラケット 
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ドリンクステーションは、子牛とLely Calmとの間をつなぐ存在です。ここで、子牛たち
は適切な温度の新鮮なミルクを飲むことができます。ドリンクステーションは簡単に
導入できます。子牛はミルクを飲むだけでなく、飲み方を覚えることもできます。子牛
ごとの洗浄も自動化されているため、時間を節約できます。

使いやすく、衛生的な
ドリンクステーション

洞察とカスタマイズされた哺乳ユニット
ドリンクステーションには、子牛のトランスポンダーを
識別するリーダー(アンテナ)が装備されています。Lely 
Calm は、識別ユニットとトランスポンダーを介して、子
牛のニーズを正確に把握し、個体のニーズに応じた新
鮮なミルクを確実に提供します。消費されたミルクの
量(リットル）、哺乳頻度などに関するすべてのデータが
保存され、CalfCloud と CalfApp を介してアクセスでき
ます。これにより、酪農家は子牛の哺乳行動を明確に
把握できます。哺乳行動が変化した場合は、対象とな
る子牛をすぐにチェックできます。

ハイジーンボックス
ドリンクステーションの最も重要な部分はハイジーン(
衛生）ボックスです。このボックスは、Lely Calmの拡張
機能として、ミルク供給ホースと乳頭の全自動洗浄プロ
セスを備えています。

ハイジーンボックスは、哺乳工程間の残留物を最小限
に抑えるように設計されています。
残乳がなく、子牛が衛生的に飼育されていれば、病原
菌は繁殖しません。さらに、ホース全体を 1 日 4 回ま
で自動で洗浄できます。

新鮮な水による自動乳頭洗浄
ドリンクステーションで子牛が乳頭から離れた後、清
潔な水でスプレー洗浄されます。乳頭洗浄のスプレー
時間とノズルは手動で設定できます。強力な汚れをは
ねつける乳頭の特性と組み合わせて、全体的な清潔さ
と、子牛間での相互汚染の減少に貢献します。

ホースの自動洗浄
乳頭の洗浄に加えて、システムの内部メカニズムも洗浄
されます。これにより、最適な衛生状態が保証されま
す。

内部洗浄工程の最初のステップとして、常に清潔な水に
よる前リンス洗浄が行われます。その後、内部機構全体
とすべてのミルク供給コンポーネントが、洗剤で完全に
洗浄されます。モデルとバージョンによっては、1種類ま
たは 2種類の洗剤 (アルカリ性および/または酸性) を使
用して、最適な洗浄を実現します。洗浄プロセスは、清潔
な水による 2 回目のすすぎを行って終了します。

全自動の徹底的な洗浄を行うことで、牛乳の残留を除
去します。残留物がないため、微生物は増殖せず、安全
で適切な給餌が保証されます。これはすべて衛生状態
の改善につながり、乳質と子牛の健康を保証するもの
です。

自己学習機能
ハイジーンボックスには自己学習機能も装備されてい
るため、子牛はより早くドリンクステーションに慣れる
ことができます。子牛がステーションにミルクを飲みに
行き、乳頭に近づくと少量のミルクが排出されます。こ
の方法は、子牛にミルクを飲めることを理解させ、自然
な哺乳行動をサポートし、飼料摂取を促進します。同時
に、自己学習機能により、手動トレーニングは最小限に
抑えられ、時間を節約できます。

他のバージョン
ハイジーンボックスの代わりに、標準の乳頭ブラケット
または傾斜乳頭ブラケットを選択することもできます。
傾斜乳頭ブラケットは、子牛が飲んでいないときに前
方に傾き、必要に応じて固定できます。この乳頭ブラ
ケットには、標準で排水ボウルが一緒に納品されます。
この乳頭ブラケットを排水ボウルと組み合わせること
によって、ミルクと洗剤の残留物が乳頭から排水ボウ
ルに排出されるため、ドリンクステーションをできるだ
け清潔に保つことができます。どちらのバリエーション
でも、乳頭への供給ホースは手動で洗浄する必要があ
ります。

イエローティート
ドリンクステーションの乳頭は、汚れに強い衛生的な
素材を使用しています。これにより、優れた衛生状態が
実現し、交差汚染を最小限に抑えることができます。イ
エローティートは、標準および傾斜乳頭ブラケットにも
取り付けることができます。
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革新的なハイジーンボックスは、最適な衛生状態を保証します。洗浄プロセスには、次
の 2種類の洗剤、Lely Calm Cid(酸性洗剤)とLely Calm Lin(アルカリ性洗剤）を使用する
ことができます。どちらの洗剤も、デリケートな飼料成分を衛生的かつ安全に処理する
ために、Lely Calm 用に特別に開発されました。

最適な衛生状態と 
子牛の健康を保つための交互洗浄

両方の洗剤を 1 日 1 回交互に使用することで、給餌シ
ステムの内部メカニズムの優れた衛生状態が保証され
ます。万が一、衛生状態が悪くても子牛の健康が脅か
されることはありません。

Lely Calm Cid
石灰、鉄、乳石の堆積物を効果的に除去するために理
想的な酸性洗剤です。Lely Calm Cid には、リン酸だけ
でなく、汚れに浸透する界面活性剤も大量に含まれて
います。さらに、リン酸と界面活性剤の組み合わせによ
り、脂肪、タンパク質、糖などの有機残留物が取り除か
れます。

Lely Calm Lin
非塩素系のアルカリ洗剤で、浸透効果があり、Lely 
Calm 内に残留するミルクから脂肪、タンパク質、およ
び糖の残留物を取り除きます。Lely Calm Linの成分に
は、封鎖剤と界面活性剤が豊富に含まれています。封
鎖剤は洗浄効果を改善し、アルカリ洗浄中のスケール
の蓄積も防ぎます。

交互洗浄方法
衛生的なミルクを供給するためには、Lely Calm Linと
Lely Calm Cidを交互に使用することが最適です。定
期的な洗浄を組み合わせることで、最良の結果が得ら
れ、衛生面に優れたクリーンな表面を実現します。

推奨するその他の製品：

Lely Calm ボディーウオーマー
ボディウォーマーは、子牛の体温を安定させ、エネルギ
ー損失を減らします。

Lely Calm 濃厚飼料フィーダー
濃厚飼料給餌ビンは、3 頭の子牛に対して、ストックか
ら少量の濃厚飼料を同時に与えることができます。こ
の投与方法では、濃厚飼料を新鮮でおいしく保ちなが
ら、無制限の濃厚飼料を提供することも同様に可能
です。
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本書に記載されている情報は、情報提供のみを目的としており、販売を目的としたものではありません。国によっては入手
できない製品があり、供給される製品が図示されたものと異なる場合があります。Lely Holding B.V.の書面による事前の
許可なしに、印刷、コピー、マイクロフィルム、その他のいかなる方法によっても、本出版物のいかなる部分も複製または出
版することはできません。本出版物の内容は細心の注意を払って編集されていますが、Lelyは本出版物の誤りや脱落から
生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。

独占的使用権の詳細については、www.lely.com の商標表示をご参照ください。
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