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診療の合間に簡単にできるミルカー点検

はじめに

乳房炎の発生要因(誘因)は搾乳作業、牛舎環境、栄養、施設、牛個体の問題な

ど多くある。しかし我々臨床獣医師は得意とする分野は良く検討するが､不得意

とする分野は手を出そうとはしない。乳房炎はその原因が一つであることは少な

く、多くの要因が重なり合って発症している場合が多く、農場内のあらゆる部分

を検討しなくてはいけない。その中でミルカーという部分は誰も触りたがらない

部門となっている。ミルカーのこんな所が乳房炎に関与している事を知り、診療

の合間に乳房炎対策を検討してもらえればと思う。

器具を使ったミルカー点検は血液検査に似ている。検査器具があり、器具の使

い方を知れば点検（血液検査結果）は可能である。しかし、牛の生理、解剖など

の基本的な知識がないと血液検査項目の選択もできず、その検査結果の解釈もで

きない。従って治療方針（ミルカーの改良など）はたたない。牛の臨床診断と同

じように、まずはいきなり血液検査ではなく、望診、触診、打診、聴診である。

これと同じようにミルカーも目視検査で問題点を見つけ出し、その問題点を血液

検査で確認する手法が必要である。今回はミルカーの望診、触診、打診、聴診を

ポイントに置き、診療の合間にこれらを行う事が如何に重要かを解説したい。

Ⅰ．ミルカー点検の種類

１．目視検査

目で見る検査で、ミルカーに関する知識を必要とするが､その知識があればか

なりのことまで推測できる。ライナーゴムの劣化、その他のゴム類の劣化､エア

漏れ、洗浄不良部分の発見、掃除不良など乳質問題に関する多くのことを発見す

る事ができる。

劣化した脈動チューブ 異常パルセーター波形 洗浄不良のクロー

脈動チューブのエア漏れは、その分房の搾乳性を低下させ残乳を発生させる。

残乳の確認、再装着、その分房の乳頭口の損傷、体細胞数の増加、乳房炎につな

がる一連の経過の第１歩となる。パルセーター波形の異常も乳頭の損傷、乳頭口

の損傷につながる。クローの洗浄不良は直接増殖した細菌を乳頭に接触させ、乳



房炎につながる。

２．簡易検査――検査器具が必要

パルセーター検査やポンプ能力検査をその都度行う。

３．静止時検査（搾乳中以外の検査）

車の車検に相当する検査で、搾乳時以外の時に配管中の空気の流れを見る検査。

検査器具とその手順など知識と慣れが必要である。また、検査ができることとそ

の結果を読む事とは別である。この検査は空気の流れを見る検査なので、この検

査で合格することは重要ではあるが､その結果をもってして問題が無いとはいえ

ない。必要条件ではあるが､充分条件とはならない。搾乳ユニット部分の評価は

この検査ではできない。

４．動態検査（搾乳中の検査）

先の車検とは異なり、搾乳中に行う検査。実際に牛乳が流れているときの検査

なので、現実を明瞭に示してはいるが、検査時の乳牛の乳量によって検査結果が

左右される。また、搾乳者の腕の影響も現れるので、検査結果を読むのは難しい。

逆に搾乳者の腕の判断もできる。測定ポイントをどこにするのかは目視検査の判

断にゆだねられることが多く､問題点を導き出すような検査手順が必要。

５．シミュレター試験

牛乳の代わりに水を流し、その流量をコントロールすることにより、低泌乳牛

からスーパーカウまでを代行できる検査。水と牛乳の違いがあり、微妙に異なる

が、検査時の条件設定を色々変える事ができ、部品の良し悪し、パーラーの搾乳

能力など比較検討ができる。また、改良方法の試験を実施する事が可能となり、

より良い改良方法を検討できる。ものによっては将来の問題点までも予測が可能

である。搾乳ユニット部分の評価がこれで初めてできるようになった。

ミルクメーター存在時の問題点、サンプラー設置時の問題点など、現場で起こ

りえる状況を設定し、そのときの状況を検査でき、目で見るようにできるので、

明瞭にその差が検討できる。

流水試験の様子 搾乳中の動態検査 クロー内圧の測定

ミルク配管がゆがんでおり、傾斜が余りないとき

のクロー内圧である。大きくクロー内圧が低下し

ていることが判る。



Ⅱミルカーが動いているとき（搾乳中）の目視検査（望診）

１．システム設定圧の確認

真空圧ゲージを見て、システムの設定圧真空圧が適正かどうかを判断する。

日本には真空圧の単位として現在３種類が使われている。真空圧は水銀柱を何セ

ンチ吸い上げるかで決まるものですが、その吸い上げる長さの単位として、

ｋｐａ（キロパスカル）、cmＨＧ、インチＨＧの３種類があります。

１インチＨＧ＝２．５４cmＨＧ １ＫＰＡ＝０．７５cmＨＧ

異常数値を示しているゲージ 外則 kpa 表示

壊れていた 内則ｃｍHg 表示のゲージ

１）ミルカーの基本的設定圧

ミルカーの設定圧の良否を考える上で重要なポイントは、ミルククロー中の真

空圧（クロー内圧）の役割を知ることです。ミルカーの真空設定圧はどれ位が良

いかを考える前に、その前提条件となるクロー内圧の役割を考えます。搾乳中の

クロー内圧は２の役割を持っています。一つは牛乳を吸い出すエネルギーとなる

真空です。もう一つはライナーゴムのマッサージ期に乳頭をマッサージするため

のエネルギーです。搾乳中のクロー内圧が高すぎると、牛乳を吸い出すときに乳

頭口に損傷を与えます。一方低すぎるとライナー１拍動での牛乳を吸い出す量が

少なくなり、ひいては搾乳時間が延びて乳頭口を痛めます。また、乳頭マッサー

ジが不良となり、乳頭から真空を解除できなかったり、乳頭の鬱血を解除できな

かったりで、乳頭口を痛めます。乳頭の先が紫色になるのは、乳頭マッサージが

充分にできていない証拠となります。ひどい場合には乳頭口より出血を見ること

もあります。このようにクロー内圧は低くても高くても乳頭口に損傷をきたし、

乳房炎の問題（体細胞数の上昇）が生じます。

また、クロー内圧は射乳量（１分間の搾乳量）が多くなると低下し、射乳量が

少なくなると元の設定圧に戻ろうとします。射乳量の少ない牛では高い真空圧が、

射乳量の多い牛では低い真空圧が乳頭にかかります。射乳量の多い牛では牛乳を

吸い出す真空圧が低くなるので、搾乳に時間を要するようになります。低くなり

過ぎれば、乳頭のマッサージが不良となり乳頭口を痛めます。

このように搾乳中のクロー内圧は高すぎても低すぎても、乳頭口に損傷を与え、

乳房炎問題、体細胞問題を引き起こします。ＮＭＣ（アメリカ乳房炎協議会）で

は乳頭のマッサージ圧は実験的にも、経験的にもピーク泌乳時で乳頭先端圧は１



０．５～１２．５インチＨＧ（３５～４２ｋｐａ）であると述べている｡このマ

ッサージ圧は高品質の牛乳を速く完全に搾りきり、尚且つ最小の損傷を乳頭に与

える真空圧としている｡

搾乳システムの違いによるクロー内圧の変化

流量による真空圧の変化
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２）搾乳システムの違いによるクロー内圧の変化

一般的ハイライン（紺色ライン）では、牛乳がでると共にクロー内圧は低下し､

４０ｋｐａ以下のクロー内圧で乳頭から牛乳を吸いだします。これは牛乳をクロ

ーから牛の頭の上のミルクラインまで吸い上げる為の真空圧のロスで、設定圧よ

り急激なクロー内圧の低下を招きます。このために一般的ハイラインの設定圧は

５０ｋｐａ程度としますが、実際に搾乳中に乳頭にかかる真空圧は４０ｋｐａ程

度となります。牛乳が出なくなると（流量／分の少ない部分）クロー内圧は元の

設定圧に戻ろうとするので、設定圧の５０ｋｐａ近くが乳頭口にかかります。こ

のために搾乳最後の過搾乳が問題とされます。ユニット装着直後も射乳のタイミ

ングが合わないと過搾乳になります。

一方ローライン（桃色ライン）のパーラーでは牛乳をミルクラインまで吸い上

げる必要がないため、流量が多くなってもクロー内圧が低下しないので、設定圧

はハイラインよりは低くします（吸い上げるリフトロスがない）。流量が多くて

もハイラインより高い真空圧で牛乳を吸い出すので、搾乳性が良くなります。一

方搾乳終了近くで牛乳が出なくなっても、ハイラインよりは低い設定圧にもどる

ので、搾乳終了近くの過搾乳も少なくなります。

このように理論的に言えば、ハイラインよりローラインの方が乳頭にやさしく、

搾乳性がよいシステムといえます。



３）ミルクラインが高い、低いとの基準は？

ハイライン？ローライン？ミドルライン？の区別は

同じパーラーと呼ぶにしても、アブレストパーラーがあり、スイングパーラー

などがあります。そのシステムにより設定圧が異なりますので、自分の所は上中

下のどのラインなのかを知る必要があります。その結果システムの設定圧をどの

くらいにすればよいのかを考えます。

高いとか低いとかの基準は、搾乳している時のクローの高さが基準となります。

これよりも牛乳が流れるミルクラインが高ければ、ハイラインまたはミドルライ

ン、低ければローラインとなります。しかし、途中のミルクチューブでリフトな

どが生じている場合には、設定圧は少し高くする必要があるかも知れません（個

別で調べないと正確なことは判らない）。写真のパーラーは全て設定圧が異なり

ます。この事が理解できていないと、乳房炎を増やす事にもなりかねません。

矢印はミルクラインの位置または牛乳が吸い上がる位置

ﾛｰﾗｲﾝのﾊﾟｰﾗｰ ﾛｰﾗｲﾝのｱﾌﾞﾚｽﾄﾊﾟｰﾗｰ ｼﾞｬｰまで吸い上げるため

にﾐﾄﾞﾙﾗｲﾝとなる

ﾊｲﾗｲﾝのｱﾌﾞﾚｽﾄﾊﾟｰﾗｰ ﾊｲﾗｲﾝのｽｲﾝｸﾞﾊﾟｰﾗｰ ﾊｲﾗｲﾝのｼﾝｸﾞﾙﾊﾟｰﾗｰ

ごく一般的な設定圧

ローラインのパーラー ４４ｋｐａ程度

ハイラインミルカー ５０ｋｐａ程度

ミドルライン ４６ｋｐａ程度

ミルクメーターや離脱装置があったり、ポンプの大きさが異なったりするので、

基本的には農場個々で、設定圧を検討すべきである。



２．真空圧ゲージの針の動き

搾乳中に基本的に真空圧ゲージの針は動いてはいけない。低下するのは、何か

問題が生じている事を意味します（真空圧のコントロールが不能になった）。瞬

間的に高くなりすぎる事もあり得ます。

３．レギュレターの吸入音

真空圧をコントロールするレギュレターからの吸入音は常に一定であるべき

であるが、吸入音の大小は良くとも、完全に吸入音が止まる事は真空圧をコント

ロールできていない状態である。吸入音が止まることは、空気を入れないように

して、真空圧が上がるのを待っている状態です。

４．ライナースリップの頻度

ライナースリップの頻度は少なければ少ないほどよい。しかし、ライナースリ

ップの頻度は搾乳者の腕、ミルカーの取り扱いも影響するので、一概にミルカー

が悪いとはいいきれない。ライナーゴムの選択、クローのバランス、ミルクチュ

ーブの取り扱いなどがライナースリップの頻度に影響している。

５．搾乳中の牛の態度

搾乳中牛は気持ちよく牛乳を搾乳されるべきである。牛が頻繁に足を上げたり、

ミルカーを蹴飛ばしたりする行動は、牛が不快感を示している行動である。原因

を探る必要がある。決して牛がうるさいと考えてはいけない。

６．ミルクチューブの状態 チューブの取り回し

搾乳中のミルクチューブの取り扱いは、搾乳性、離脱装置のタイミング、４分

房均等の搾乳、ライナースリップなどに影響を与える。如何にして牛の乳房の位

置とクローの位置関係を正しくするかが重要である。そのためには色々な小道具

類が必要となる。

１）ハイライン

ミルクチューブが床に着いているので、牛が動いた時

にはクローが乳房の位置と捻れが生じ、分房毎の搾乳量

が異なり、残乳が発生する。残乳があることで、ミルカ

ーの再装着を繰り返すようになり、その分房は乳頭口を

傷め、やがては乳房炎、盲乳へと進みます。

ミルクチューブは牛の体則を沿って、前足の肘の部分か

らミルクラインへ上るように調整します。紐を使ったり、

フック、ホースタイトナーを使ったりします。



ホースフックを使ったミルクチューブの調整例。ミル

クタップの位置とチューブの位置関係に注目。

自動離脱装置を利用しているハイラインでは、離脱装置

を牛の体側にできるだけ近くすることで、クローの位置

調整をします。

余りにも長いミルクチューブ。クロー内圧の低下を招き、

搾乳性を低下させる。

２）ヘリーボーンパラー

ミルクチューブの長さ、弛み、捻れに注目します。長さが長いとそれだけクロ

ー内圧の低下を招きます。しかし、短すぎても作業性を損ないます。弛みが多す

ぎると、その部分に牛乳が貯まり、ミルクチューブの内径を狭くし、クローへの

真空の供給を妨げます。特に搾乳終了近くでは、流れる牛乳が少ないので、この

部分に牛乳が貯まったり、流れたりする様になります。この事により、離脱装置

は何時までも牛乳が出ていると判断し、離脱しなくなり過搾乳を引き起こします。

捻れが生じていると、クロー装着後捻れの力がクローに働き、クローを捻り、乳

房との位置関係を悪くします。それによりライナースリップが生じやすくなった

り、残乳が発生したりします。

ミルクチューブの取り付けが悪く、チューブが最初から

捻れている例。右側改良前、左側改良後の様子。

ミルクチューブの高さをクローより高くしてはいけな

い。搾乳終了近くには、この部分に牛乳が貯まり、貯

まった牛乳が流れると離脱装置は牛乳が出ていると判

断する。これを繰り返すと、離脱装置がいつまでも働

かない。離脱が働かない理由はこんな所にもある。



大きな弛みのあるミルクチューブ。クロー内圧の変動

を大きくし、離脱装置のタイミングを狂わせる。

搾乳性を大きく低下させる。

牛乳の流れがスムーズではないチューブの取り回し。

離脱装置部分で急な方向変換が起きている。

アームの第１関節の使い方が悪く、クローの出口の

向きが牛の頭の方向に向いていない。そのためにラ

イナー装着後乳頭を捻ってしまう。残乳が発生しや

すくなる。

ミルクチューブが正中線と同じに走り、アームのフ

ックの位置で方向変換するように調整する。

３）パラレルパーラー

パラレルパーラーはヘリボーンパーラーよりも牛同志の位置が近く、機械類も

近いために、ミルクチューブの取り回しは更に難しくなります。特にクローのバ

ランスを取ることが難しく、小道具の利用、ミルクチューブ設置場所が重要とな

ります。

右側 改良前のミルクチューブと

クローの位置関係。全てのクロー

が捻れていた。

左側 改良後のミルクチューブの

位置。少し長くなるが、取り扱い

が良くなる。

ミルクチューブがループコースターのようになって

いる。ミルクラインと離脱装置、クローの間の高低

差がないために、ミルクチューブがループになって

しまった例。



ミルクチューブが「つ」の字になっている。これは、

当初はもっと短く直線でクローにつながっていたの

であるが、牛の乳房の高さ、前後の移動、左右への

移動に対してミルクチューブが短く全く調整ができ

なかった。長くすると今度は余り、「つ」の字になっ

た。左側の乳房炎が多発した。

改良事例である。牛の立ち位置とミルクチューブの

出所に注意。改良前は牛のストールの中央から出て

いたものが、改良後はストールとストールの間から

出ている。このように少し横に流すことにより、ミ

ルクチューブに遊びができて、クローのバランスを

取りやすくなる。

改良前の事例。ミルクチューブは牛のストールの中

央より出ていて、その部分にミルクメーターがある。

クローを前に移動しようとすると、ミルクメーター

接続部分でチューブが潰れた。それによりチューブ

が長くなっていた。洗浄フォルダーとミルクメータ

ーの位置関係がポイント。

改良後の事例 ミルクチューブの位置を隣のストー

ルとの境目よりだし、ミルクメーターも左側に移動

させた。これによりミルクチューブが鏡文字「し」

の字になり、チューブが３０ｃｍ短くなり、遊びが

生まれた。搾乳作業がしやすくなった例。

ストール中央よりミルクチューブが出ているので、

クローのバランスが取りづらい（遊びが少ない）。ま

た、ユニット装着時にホースが邪魔で牛に近寄れず、

装着がしづらい。牛に近寄るとミルクチューブが潰

れてしまう。

４）ミルククロー部分

ミルククロー部分はパーラーであれ、つなぎであれ、同じであるのでまとめて

解説する。クロー部分で見なければいけない所は、クローと乳房との位置関係（バ



ランス）とチューブ類の捻れです。捻れが生ずることにより、発生した分房に残

乳が発生します。それを気にすると再装着となり、乳頭口を傷める結果となり、

乳房炎やがては盲乳へと繋がります。

“捻れ“が装着時の癖から生じていることもあり、よく観察しないと判らない

ことが多い。

脈動チューブとライナーの捻れ。特にクオーターミ

ルカーを使用している農場に多く発生する。捻れは、

装着後の乳頭の捻れを誘発します。

右前脈動チューブが捻れている。

これはユニット装着時に、無意識のうちに捻ってい

たものである。ライナーを持って、装着するまでの

間に捻ることがままあります。癖になっているので、

注意を要します。

右前の脈動チューブが捻れて内則を向いている。こ

れはユニット装着時に、無意識のうちに捻っていた

ものである。ライナーを持って、装着するまでの間

に捻ることがままあります。癖になっているので、

注意を要します。

乳頭の皮膚が斜めに皺になっているのが判る。

ユニット装着時の癖が出て、全ての乳頭に皺ができ

ている。

手でクローを持つ時の位置が悪く、乳房と平行に

持っておらず、装着しながらクローを捻った例。

ユニット装着時のライナーの捻れ。

右手で装着するときの最後の４本目の右後のライナ

ーに注目。脈動チューブが捻れて潰れている。これ

では搾乳はできない。４本目のライナーを持って、

装着するときに無意識にライナーにひねりを加えて

いる例



Ⅲミルカーが動いてないとき（非搾乳中）の目視検査（望診）

診療中はミルカーが動いていないときに見ることが多いので、先の搾乳中の見

るべきポイントを想像しながら、ミルカーを眺めるようにします。疑問が生ずれ

ば、クローなどは動かしてみる事も必要です。

１．バキュームポンプの大きさ ポンプの側のレギュレター

最低でも５馬力（３．７ｋｗ）のモーターが付いて

いることが必要です。

２．レギュレター（調整器）

設置場所はサニタリートラップに近い配管に取り付

けられていること。常に掃除がされており、埃、蜘蛛

の巣が張っていてはいけない。この器具が唯一真空圧をコントロールする器具で

ある。これが埃だらけであると真空圧が狂い、乳房炎の発生を多くします。現実

に掃除不良で真空圧が高すぎて乳房炎が発生した例は多くある。

ポンプの表示プレート 掃除不良のレギュレター 掃除の前後の写真

３．ミルクチューブの潰れ ミルクメーター 離脱装置近辺

ミルクメーター、離脱装置近辺はミルクチューブの異常を発見する良い場所で

ある。チューブが潰れていたり、重力に逆らっていたり（リフトの形成）と色々

な状態となっている。潰れていれば、口径が細いことと同じになり、牛乳の流れ

が悪くなり、搾乳する真空の供給も少なくなる。重力逆らえば、その部分は牛乳

で塞がれ、やはり真空の供給が悪くなる。搾乳性が悪くなり、搾乳時間が延び、

牛は真空圧の変動が大きいので搾乳を嫌うようになる。結果として体細胞数の上

昇に繋がります。

古くなったミルクチューブは、重力と洗浄時の熱で潰れ

ます。



ミルクメーターの出口のチュ

ーブが潰れている。

牛乳の排出時、クロー内圧が

低下するので、牛は搾乳を嫌

う。

チューブが潰れていたり、牛乳の流れが重力に逆らっている。

ミルクメーターから牛乳排出のチューブ。

この部分チューブが長いと、ミルクメーターに貯めら

れた牛乳が一度に排出された瞬間に、牛乳でつまり、

真空圧の供給が絶たれる。チューブは口径と長さ、垂

直落差が必要。

ホースサポートないので、ミルクチューブが潰れて

いる。

ミルクメータへのミルクチューブの弛みは少ない方

がよい。弛みがあればあるほど、その部分に牛乳が

貯まり、真空の供給を悪くします。しかし、ミルク

メーター入り口でミルクチューブが潰れても困る。



４．ミルク配管

ミルクラインには傾斜が必要です。それはミルク配管が２の役割を持つためで

す。ひとつは牛乳を流すこと、もう一つは搾乳するための真空の供給源として働

くことです。牛乳が流れている上の空間は、クローへの搾乳するための真空の供

給源として働きます。これが牛乳で一杯になると、搾乳するための真空が絶たれ、

ユニットが脱落したり、ライナースリップを引き起こします。

立ち上がりのあるミルク配管。この部分で必ず牛乳

は貯まり、真空の供給を遮断する様になる。

直ちに改善が必要である。乳房炎だけでなく、乳量

にも影響を与える。

このミルクタップの角度では、配管を牛乳が半分流

れていても、吸い込むことはできない。

ミルク配管の潰れである。何か作業機がぶつかり、

ミルク配管を潰したものです。この部分で牛乳がよ

どみ、真空の供給を制限します。このミルク配管側

の牛の乳房炎が多くなります。

レシバー入り口のミルク配管逆勾配。こちら側のライ

ンは搾乳性に問題が生じます。つなぎ牛舎では処理室

の入り口の配管、コーナー部分の配管に注意。パーラ

ーではレシバー入り口の配管に注意が必要です。

古くなったり、地震の後はミルク配管の傾斜を点検

することも必要です。

５．パルセーター

パルセーターはライナーゴムを閉じたり広げたりする重要な機械です。空気の

取り入れ口があるので、その部分を掃除します。



左側 パーラーに設置されてある

パルセーターへの空気の取り入れ

口のフィルター。掃除がされてい

ない。

右側 パルセーター上部の埃をか

ぶった蓋の中央隙間から空気が入

る。

６．ユニット部分

この部分は各種チューブの劣化、エア漏れを見ます。ライナーゴムのマウスピ

ースの状態は、劣化状態を示しますので、要観察。ライナーゴムの中に指を入れ

手みて、ゴムの状態を把握するのもひとつ。

２ピースタイプのライナーゴム

この部分はショートミルクチューブと呼ばれ、ライナーと

一緒に交換しないので、劣化していたり、細菌数の温床と

なり得る場所。

ライナーゴムとマウスピース

脈動チューブのエア漏れ

残乳が増えるようになる。

Ⅳ．バケットミルカー

バケットミルカーは初乳を搾ったり、乳房炎牛を搾ったりする大事なミルカー

です。しかし多くのの酪農家で洗浄不良が見られ、乳房炎の発生源となっていま

す。ただ搾乳後お湯を通すだけでなく、酪農洗剤を利用した洗浄が必要です。通

常はパーラーの一部にバケット専用の自動洗浄部分を作る、洗浄槽にバケット用

に洗浄部分を作る、バケットミルカーは使わず横取り方式として使用します。ク

ローなどはパーラーのクローを利用して、ミルクメーターの前でチューブを抜き、



バケットに繋ぎます。いずれにしろ洗浄不良がない状態で使用しないといけませ

ん。見た目ではなく、細菌がいない状態で使用する事が重要です。

横取り方式のバケット

クローはパーラーと同じものを使用する。使用後洗

浄を行う。

倒れるとラインに牛乳が入る危険有り。

バケット部分は手洗いする

パーラー内に作ったバケット専用洗浄装置

吸い込む洗浄液量が異なるので、使用しなくとも毎

回洗浄をかける事が必要となります。

劣化したバケットミルカーの状態。この状態で初乳を搾れば、乳房炎になっても

おかしくはない。乳房炎牛は治らないかも知れない。

Ⅴ．牛舎の照明

夜搾乳するときに余りにも牛舎の照明が暗い。乳頭

をきれに拭く、クローの状態見て離脱する。いずれも

よく見えないと判断ができない。牛舎の照明が乳質に

影響することを経験してからは、乳頭がより良く判る

ような照明が必要である事を痛感している。

当初は上にある水銀灯のみであったが、パーラー内に

多くの蛍光灯を設置した。光がＸ字になるように設置

する。低い方がよいが、設置の高さに注意する。


