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１．乳質改善の為の考え方
乳質は酪農場で作られる牛乳という製品の品質チェック項目である。製品の品質には

工場内のあらゆる場所の作業工程の良否が影響を与える。ある部署だけがすばらしく良
ければ、良い品質の製品ができるものではない。従って乳質改善に取り組むには、農場
内のあらゆる場所のあらゆる作業工程を見なくてはいけない。

現実の乳房炎（体細胞数）の原因はひとつである事は珍しい。いくつかの原因が複雑
に絡み合っている事が多い。ある一面のみの改善策では解決できる事はまれである。当
然ミルカー点検ができれば解決するものでもない。搾乳手順を見て、ミルカーの動きを
見て、牛を見て、環境を見て、そして酪農家を見なければいけない。この中で獣医師の
一番の弱点がミルカーであった。私も以前はミルカー業者がきちんと設置、整備をして
くれているものと思っていた。しかし、ミルカーを知れば知るほど、それが間違い出る
事に気づいた。ミルカー点検は乳房炎をなくするための１ステップであり、搾乳立ち会
いと同様、重要なポイントでもある。しかしそれがすべてではない。

２．木を見て森を見ず
今現場での乳房炎は細菌検査が主流となっている。原因菌が特定できずして対策なし

と言われているが、はたしてそうであろうか？大腸菌性乳房炎であろうと、黄色ブドウ
球菌性の乳房炎であろうと、乳房炎は乳房炎である。乳房炎対策はあらゆる作業工程の
チェックが必要である。ひとつひとつを改善する事により良い結果が得られる。

作業のステップとしては、まずは農場の全体像を見る事が大事である（慣れれば逆で
もかまわないが）。人が何人働いていて、あの仕事はどのような手順で行われるのか。分
娩牛の管理はどうしているのか。現場の情報を知る事から始めるべきものである。

そして一番重要な搾乳現場を見る事である。何も機械で測定する事がすべてではない。
作業の手順、何をしているのかを見て記録すべきである。ビデオカメラがもっとも効果
あるツールとなる。それを見ながら、農場の問題点について話をすると、乳房炎抑止の
効果で出る。
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具体例
搾乳を見ていたら牛が汚い事が判った。
何故この牛は汚いのであろうか？牛が悪いからであろうか？

通路に寝てしまう
ベッドで寝たくないのでは？ ベッドの状態は ストールは壊れているのか
サイズは合っているのか ベッドは硬くないのか 敷き料は入っているのか
牛舎は暑くないのか 牛の頭数が多すぎないか

足が汚れている
通路の掃除は１日何回か 敷き料は入れているか 通路の幅は充分か
牛の頭数が多すぎないか 横断通路は掃除をしているか ベッド数は充分か
牛を急がせていないか 自動スクレイパーではないか

ヒートストレス対策は
暑くて通路で寝るのではないか

これらの事をすべて考えながら、農場で現場を確認し、具体的に酪農家に提案できなけ
れば、その農場の牛は何時までも汚いままである。汚ければ乳房炎のリスクは常に高い
ままである。搾乳で対応しようにも、水の使用量が増えて乳房炎のリスクは高まるのみ
である。



搾乳立会いのためのポイント
１．はじめに
乳房炎の原因は細菌であるが､誘因（要因）は数多くあり、様々なことが判って来てい

るが、一向にその発生は減ることはなく､依然として酪農家を苦しめている第一の病気で
ある｡何故減らないのであろうか？

筆者はミルカーを勉強する機会に恵まれ、その実態を見るようになって、獣医師の世
界が乳房炎のある一面からのみのアプローチであることに気付いた｡乳房炎は総合的に
取り組まなければ､その発生を抑えることは難しく、他の業界の範囲までも踏み込まねば
解決は難しい｡（例 ミルカー、施設、環境）
現在まで全国の数多くのハイラインミルカー、ミルキングパーラーを点検してきたが、

その性能には多くの問題点があり､乳房炎の危険性を高めている｡一人でも多くの獣医師
が､搾乳作業､ミルカーの取り扱い、ミルカーの性能に関心を持って頂き、乳房炎解決の
新しいアプローチを切り開いて欲しい。

２．機械搾乳の仕組み
(1)手搾りの仕組み

手搾りでは乳頭を手で掴み、人差し指から握っていきます。これにより乳頭(乳頭管)
にたまった牛乳を搾り出します。模擬的に説明すると、「じゃんけん」のグーで搾り、パ
ーで休みます。１回で搾り出せる牛乳の量は、乳頭(乳頭管)にたまった牛乳の量です。
一方機械搾乳のミルカーでは、パーで搾り、グーで休みます。搾るという表現ではなく、
真空を使って牛乳を乳頭管から吸い出します。

(2)機械搾乳の仕組み
図はシェルとライナーゴムの縦断面です。黒い部分がライナーゴムです。右側のライ

ナーゴムはつぶれていて、乳頭へかかる真空を遮断し、搾乳休止期となります｡①のシェ
ルとライナーゴムで囲まれた部分は、パルセーターから空気が入り、大気（真空圧０）
の状態です。その為にクローからの真空によりライナーゴムはつぶされ、真空を遮断し
ます。左側の②ではパルセーターから真空が供給されて、この部分の空気を吸出しクロ
ーと同じ真空圧にします。ライナーゴムの外側と内側が同じ真空圧になるために、ライ
ナーゴムの弾力でライナーが開きます。真空の力で開くのではなく、ライナーゴムの弾
力で開きます。
実際の搾乳中では、クロー内の真空圧は牛乳が出、吸い上げることにより低下するの

で、ライナーゴムの内と外では真空圧の差が生じています。しかし、牛乳が出なくても
ライナーゴムは拍動するので、このことが大きな要因でないことがわかります。

このようにして考えるとライナーゴムは搾乳性に大きくかかわっており、劣化するま
で使うというものではありません。ライナーゴムの弾力がなくなると、１回の拍動によ
る搾乳量（吸出し量）が減り、搾乳時間が延び、乳頭口を傷める原因となります。搾乳
時間が延びることは、機械的な乳頭口損傷の危険性を高くします。その為にライナーゴ
ムは定期的に使用回数で交換します。



計算例
搾乳使用ﾕﾆｯﾄ数ｘ1500 回(指定使用回数)／（搾乳頭数Ｘ２回（搾乳回数））＝日数

最長は洗浄回数１８０回くらいとなっています。
先の図では乳頭を包むようにライナーゴムはつぶれていますが、実際は乳頭までもつ

ぶしており、真空で吸われた乳頭を押し戻すようにライナーゴムは乳頭をつぶします。
これが乳頭マッサージで、搾乳中のクロー内圧がこれにあたり、ライナーゴムを潰す圧
力を含めて、３６から４０ｋｐａ欲しいといわれています｡
以上のことから乳房炎を防ぐために考えなくてはいけないことは

① パルセーターの異常は、乳頭口の異常につながる。
② 脈動チューブが破れると、搾乳が長くなる。乳頭口を傷める。
③ ライナーゴムの劣化は搾乳時間を長くし、乳頭口を傷める。
④ 乳量が多くなり、クロー内圧が低くなると、乳頭のマッサージができなくなる可能性

がある。など

３．Reverse Pressure Impact
機械的な大きな問題となる牛乳の逆流現象を検討します｡

(1)ライナースリップとドロップレッツ現象
Reverse Pressure Impact TypeⅠ

ア．ライナースリップを予防するには
①乳頭が装着時に乾いていること。乳房がぬれていないこと。水を多く使わない。無水
搾乳をする。ぬれたタオルで乳房を拭かない。乳頭のみを綺麗にする。ペーパータオル
で乳頭の水分をふき取る。１湯 1 布はいけない。1 頭１布とする。
② ライナーの内側が乾いていること。
1頭毎にライナーの消毒は行わない。内側が牛乳でぬれないように、装着した格好で運

び、架ける。離脱時に真空を遮断し、落ちてくるクローを受け取る。１本取りをすると、
空気が入った瞬間クロー内の牛乳が霧状になり、ライナーの内側をぬらす。
③装着時に空気を入れないこと。
④装着後クローと乳房の位置を正しく調整する。搾乳途中で必要となることもある
⑤離脱時にも空気を入れないこと。
⑥離脱後クロー内の牛乳を送るために空気を入れないこと。
⑦チューブ類の捻れ、クローの位置調整に気を付ける。

イ．空気を入れないで装着をするコツ
（クローを持った左(右)腕が上下すること。）
①ライナー装着順を決めること。装着しづらい所から始める。利き腕の対角線が 1番。
②ライナーゴムの下のショートミルクチューブをきちんと折る。
③左(右)手で持ったクローを動かし乳頭までライナーの口を持っていく。
④左(右)手で持ったクローを下げて装着する。クローを持ち替えない。

ウ．離脱のためのコツ



（片膝を付くか、きちんとしゃがむ）
①きちんとしゃがむ。もしくは片膝を付く。
②真空を遮断する。
③クローが落ちてくるのを待つ。
④そのままのクローの体勢で受け取り、ポストディップをする。
⑤ライナーのマウスピースから牛乳が流れるような持ち運び方、掛け方をしない。
⑥クローの牛乳を、空気を入れて送らない。

(2)Reverse Pressure Impact TypeⅡ
Reverse Pressure Impact TypeⅡは、搾乳中にクロー内圧がある程度以下に低下す

ると、乳頭から吸い出された牛乳がショートミルクチューブに瞬間的につまり、ライナ
ーゴムが開く瞬間に作られた乳頭下の陰圧に戻される（逆流）現象を言います。（ビデオ
参照）
この現象が起きると、乳頭はライナーゴムが拍動するたびに、牛乳の衝撃を受けます。

この中に細菌が混じっていれば再び乳房内感染を引き起こします。同じ分房内で感染が
広がります。乳頭は衝撃を受けるとともに、ライナー内の乳頭表面は常に牛乳で洗われ
ます。乳頭表面が汚れていると、牛乳で洗い流された細菌は、Reverse Pressure Impact
により乳頭内へ入り、細菌感染の危険性を高めます。ライナーゴムの内面も濡れるので、
次の牛に感染する機会を増やします。
また、離脱後の乳頭表面には牛乳の膜ができ、細菌繁殖の場所となります。Reverse

Pressure Impact がひどければ、離脱後乳頭が牛乳で濡れていることが判ります。こ
のような状態は特に伝染力が強い細菌には要注意です。
この Reverse Pressure Impact 再現試験で考えることは、乳頭表面、乳頭口はユニ

ット装着前に綺麗でなければいけない。特に乳頭口の綺麗さ。プレディップ、ポストデ
ィップは乳頭表面全体がディップされることが重要で、そのことにより伝染性乳房炎の
原因菌が、次の搾乳時に感染しないようになる。伝染性乳房炎の原因菌は搾乳中に広が
る可能性がある。
この Reverse Pressure Impact は実験的にはクロー内圧が３６ｋｐａ以下になる

と発生するようです。クロー内圧の安定には機械的な原因と搾乳者が原因である事があ
ります。機械的な原因は取り除く必要があります。

４．ミルカー設定真空圧を考える
ハイラインミルカー（パイプライン）では搾乳された牛乳をミルクラインまで吸い上

げる必要があり､そのためにクロー内の真空圧の損失が起こります。この真空圧の損失を
想定して設定圧を決めます。搾乳中にはクロー内圧は設定圧より低下した状態で搾乳し
ますが､牛乳が出なくなると設定圧に戻ります。搾乳終了時の過搾乳がいけない理由です。

一方ローラインのミルキングパーラーでは牛乳を吸い上げる必要がなく、そのために
設定圧そのものを低くできます。搾乳終了時でも真空圧は低い状態ですので､乳房炎の発
生は少なくなります。

この様に設定圧は真空圧測定ゲージのある場所を想定して決めるのではなく､搾乳中
のクロー内圧がどうなるかを検討して決めます。



５．ミルクラインの役割を考える
ミルクライン配管の役割は、第一に牛乳をレシーバージャーまで流す事と、第二に牛乳

が流れていない配管上部の空間から、牛乳を吸い出すための真空をクローに供給する役割
があります。この２の役割のために、ラインの下部１／３を牛乳が流れ､上部２／３が真空
の供給ラインとなります。従ってラインが牛乳で一杯になることは問題となり、真空で牛
乳を引っ張ることはあってはいけません。このため牛乳は重力で流し､ミルクラインに傾斜
を付けます。傾斜の角度、配管の口径により使える搾乳ユニット数は異なります。

ミルクラインの傾斜の一番高いところをハイポイントといいます。このハイポイントか
らそれぞれ２方向に分かれて流れるラインをそれぞれ１スロープといいます。この１スロ
ープに何台の搾乳ユニットを使用できるかが問題です。ミルクラインの牛乳の液面を考え
ると、乳量が増えると時間当りの牛乳量が増えるので､液面は上昇します。従って乳量が増
えると使用できる搾乳ユニット数は減ります。これは単位時間当りの量で検討しなくては
いけません。傾斜がきつくなれば使用できる搾乳ユニット数は増やすことができます。
また、使用に当たっては搾乳ユニット間の距離も重要な要素となります。
搾乳ユニット数は１スロープあたり最小にすることと、ユニット間の距離を搾乳作業に

支障を来たさないのであれば、できるだけ離す事が重要です。これが搾乳順を検討すると
きの基本事項となります。
ミルクラインの傾斜は約１％必要とされています。すなわち１メートルの長さで１ｃｍ

の傾斜が必要です。しかし実際の現場では１％の傾斜があることは少なく、０．５％くら
いが多く見られます。これは酪農家の背の高さが傾斜を決める上でのひとつのポイントと
なっています。また低い部分では、機械を通したいために、高くなっていることも多く見
受けられます。
ミルクライン配管の損傷が見られることもあります。ミルクラインがつぶれていたり、

配管がずれていたりすることも多く見受けられます。このことはミルクラインが細い事と
同じことを意味しており、この部分に牛乳がよどみ、搾乳に要するための真空圧の供給が
十分にできません。

６．搾乳時のミルカーの取り扱い
(1)搾乳順を考える
頭合わせの牛舎で、搾乳者２名､搾乳ユニット数を４台とします。
まず､搾乳者が２名ですので､それぞれが１スロープに２台ずつ搾乳ユニットを使用し

ます。２名が２方向に分かれて搾乳を開始します。ミルクラインの傾斜に対しては基本
的には低い所から高い方へ向かって搾乳を開始します。高い方へ向かうことにより､何時
も牛乳が流れていない所へ新たなユニットが付くことになります。

搾乳順を検討することは大変重要で、理論的なことを考えずに成り行きで搾乳をして
いる酪農が多くあり､搾乳順を変更しただけで搾乳時間の短縮､乳房炎の発生が減った酪
農家が多くあります。
(2)搾乳後（前）の搾乳ユニットの手入れ
ア．搾乳ユニットの長さを検討します。長ければ長いほど圧力損失を招きますので､搾乳
に支障がない範囲で長さを調整します。
イ．捻れを調整します。



ロングミルクチューブと２連チューブのねじれ､ロングミルクチューブの自身の捻れを
治します。（チューブに入っているラインは捻れを見るためにある）
ウ．クローの捻れを見ます。

ショートパルスチューブ（脈動チューブ）とシェルとのねじれ、ライナーのねじれを
調整します。（ライナーには捻れを見るための印がある）
(3)ユニットの装着
空気を入れないように、ショートミルクチューブを折って、利き腕の対角線上から装

着する。
(4)装着後のクローバランスをとる
装着後クローのバランスがきちんと（スクエア）なるように、ホースフック（ひも）

などを使い、ロングミルクチューブが牛の肘からミルクラインに上がるように調整する。
クローのバランスは前後左右垂直方向の３方向がある。

(5)離脱の仕方
きちんとしゃがみ、真空を遮断する。クローが落ちてくるのを待ち、そのままのクロ

ーの体勢で受け取り、ポストディップをする。
ライナーのマウスピースから牛乳が流れるような持ち運び方、掛け方をしない。クロ

ーの牛乳を、空気を入れて送らない。

７．搾乳生理を考える

上記図は乳腺の模式図である。乳腺胞内の牛乳は、下垂体から分泌されたオキシトシ
ンが血液を流れて乳腺胞の筋上皮細胞に作用し、この細胞が収縮する事により流れ出す。
決してミルカーの真空が乳腺胞まで届き、吸い出すわけではない。従って､搾乳は乳牛が
牛乳を出したいと思っている時にミルカーを掛けなければ、充分に搾乳はできない。実
際にミルカーを掛ければ牛乳は出るのであるが､不充分であることを酪農家に理解させ
る事が必要である。

(1)オキシトシン
すでに広く普及しているのでポイントのみを記す。
ア．オキシトシンの分泌を促す受容体は乳頭に存在し､乳房には存在しない。乳頭の刺激
が受容体を刺激するのであって、温熱が受容体を刺激するわけではない。（搾乳にお湯は
必要としない）
イ．私拭く人､私付ける人という分業体制は、この事を理解していない搾乳方法。
ウ．過搾乳は搾乳終了近くでもおきるが､オキシトシンの理解がないと､ユニット装着直
後に発生している。
エ．オキシトシンの理解がないと､搾乳量は減る。搾乳時間が伸びる。
(1)アドレナリン
ア．搾乳作業は乳牛にとっては張った乳房を楽にしてくれる気持ちの良い作業であると
心得る。
イ．乳牛がミルカーを蹴落とすことは、不快を感じていると理解する。原因を探すこと
が重要で､安易に蹴り止めをつけて問題の解決をしない。装着時のエア流入音、装着のタ



イミング、搾乳中の真空圧の変動、過搾乳、酪農家の牛の扱い方、ミルカーの不備など
が原因。
ウ．搾乳時以外でも乳牛に対して恐怖心を与えること、日頃の不適切な扱い方は、その
人を見ただけでアドレナリンが分泌される。
エ．パーラー内､待機場入り口に牛たたき棒があるところは問題。牛を叩いて移動させる
ことはアドレナリンを分泌させ､牛の行動を人の意思とは反対の方向へ促す。
オ．牛舎内に入り､牛が神経質に見えたり、逃げたりするようであれば（逃走距離が長い）、
酪農家の牛の扱い方に問題がある。

８．搾乳衛生を考える
ア．乳頭の拭き方
乳房は綺麗なのがあたりまえで､搾乳時には乳房は拭かない。乳房が汚れている場合は搾
乳時以外にきれいにする。
水分の使用はできるだけ少なくする。

乳頭を側面から掴み､やや捻るようにして乳頭壁を綺麗にする。乳頭壁ばかりでなく､乳
頭口を綺麗にする意識を持ち､確実に綺麗にする。
イ．ディッピング
ポスト､プレディップ共に浸漬型のディッパーを利用し、ゆっくりと確実にディップす

る。行うことが重要なのではなく､確実に行うことが重要である。
スプレータイプは確実性がなく､液の使用量も多い。行っていることで満足している。
プレディップは確実に拭き取る事をしないと牛乳中に混入する。意識が大事。
プレディップは万能ではなく、物理的に綺麗にすることは最も重要なことである。

９．労働効率を考える
搾乳手順､作業を変更させる上で一番大切なことは、搾乳衛生でもなく､乳房炎予防で

もない。如何にして酪農家の搾乳作業を楽にさせるかである。楽になる作業であれば変
更は続くが､大変になれば変更は続かない。従って搾乳作業､手順を変更するにはまず楽
になることを始めに行い､その後少し面倒なことを指示するようにすると良い。

搾乳立会いのポイント
ア．腰を曲げる。――道具は身に付ける。

道具､バケツ､ディッパーなどを床に置くので腰を曲げて取る。再び置く為に腰を曲
げる。
イ．何度も立ったりしゃがんだりする。
使おうとするときにディッパー、ペーパータオルが手元になく、ワゴンにある。
常に身に付ければ歩数、しゃがむ回数は減る。

ウ．タオルを洗う、絞る。――洗濯機利用
糞の付いたタオルを手で洗うこと、絞ることを当たり前の作業としない。今洗濯はす

べて洗濯機がやる時代なのに､この部分だけが手洗いであることを意識させる。
エ．タオルを縫う。――中古お絞りを利用

もらったタオルを縫って、乳頭用ふきんを作らない。かなりの枚数が必要となるの
で大変な作業となる。タオルは月に最低でも一度は新しいものとの交換が必要。



身近なお絞り業者から中古品を購入し､使用する。
オ．タオルを乾かす。
タオルを乾かすことは最も良いことであるが､天候によりなかなか大変。
専用の洗剤を使用し､洗濯機の中で保存する。

１０．まとめ
搾乳作業（手順）のある一部分だけの変更では効果が見られないことがある。搾乳作

業（手順）を変更するときには、システム的に考え、一から作業すべてを見直す事が重
要。その上で最初から考える。

牛が汚いからペーパータオルは使えない。そんな牛の牛乳は飲めないこと、消費者
は飲みたがらないことをしっかりと意識させる。搾乳作業は簡単でよいが､作業を簡単
にする為に牛舎の環境をいつも綺麗にすることは簡単ではない。酪農家の意識がたぶ
んに表れる。その意識を変えることが、乳質改善である。意識の変わった酪農家は、
乳質だけでなくすべての面でよくなる。

ミルカーに関しては知識をもって見れば、９０％は問題があるかどうかは判断が付
くが、知識を得ることは容易ではない。しかし､知識をもってみないと何も判らず､ミ
ルカーの不備を酪農家が搾乳時に懸命になって補正していることもある。（ミルカーの
不備で牛がうるさいので、けり止めを使う。けり止めを使うことを止めさせる前に、
ミルカーの不備を修理すれば解決する。）
一人でも多くの獣医師がミルカー、搾乳作業に関心を持ってもらえれば幸いである。

特に大規模牛群にたいしては必要な知識となる。


