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第３章 洗浄の５要素（資料提供：理工協産㈱、クリーン化学工業）

牛乳中の細菌数を低下させるためには、細菌が繁殖する条件を考えてみます。

細菌繁殖の条件は、①栄養があること ――牛乳は細菌が繁殖しやすい栄養がある。
②.水分（湿度）があること ――牛乳は水分が多い。
③温度が必要 ――搾乳直後の牛乳温度は繁殖しやすい。

以上３点が重要な要素で、この３点をいかにして現場で無くすかが重要です。
第１点の栄養については、栄養が豊富な牛乳は集乳後や搾乳後は直ちにすすぎをして、牛乳分を

洗い流します。とくにバルククーラーは、集乳後いつまでもそのままでいてはいけません。直ちに
水ですすぎを行います。怠ると時間を経るに従って細菌が繁殖しますし、牛乳が乾き、落ちづらく
なります。洗浄不良があれば多くの細菌が残り、総菌数が高くなります。
第２点の水分をなくすることはむずかしいのですが、ミルクラインの傾斜に一部逆勾配があった

り、配管のずれが生じていたりするとその部分に洗浄水が溜まり、細菌繁殖の原因となります。
第３点の温度を下げることはさらに重要です。搾乳後直ちにバルクーラーの温度が低下すること、

温度の低下に時間を要しないことなどがポイントになります。１回の搾乳でバルククーラーがほぼ
一杯になるようなときには冷却に時間を要します。通常は２回の搾乳で一杯になる設計です（毎日
集荷用バルク。隔日集荷用では1/4に設計されている）

写真左 集乳後のバルククーラーの水洗い。手洗いでは落ちづらくならないようにすることは重要。
写真右 処理室手前のミルクラインの逆勾配。この部分には洗浄水が溜まり細菌繁殖の温床となる。

写真右 バルクの乳温は普段からのチェック項目。詳細記述あり
写真左 ０８年より北海道で導入された自動バルク温度積算計

２４時間バルク温度の計測をして、エラーメッセージなどを出す。
バルクスイッチの入れ忘れ、洗浄温度の低下などでエラーが出る。



洗浄のための５要素は、①温度、②洗浄液量、③洗剤の濃度、④洗浄時間、⑤洗浄エネルギーの５
つです。機械洗浄ではこの割合はほぼ等しくなっているので、重要度は各要素ともに同じくらいで
す。しかし手洗いの洗浄では、洗浄エネルギーが５割を占めており、いかに「ごしごし」洗浄する
かが重要となります。

各要素を検討してみます。
①温度
熱湯で行うと細菌は死滅します。牛乳の殺菌温度を参考にしても理解できます（第１章参照）。し

かし熱湯では、牛乳中の蛋白が熱変性を起こしてしまい、落ちづらくなります。このために細菌の
栄養源である牛乳は洗浄の前にすすいで牛乳分を流します。水ですすいでも良いのですが、水です
すぐとミルク配管などが冷えて洗浄水の温度が維持できなくなるおそれがあります。とくに冷え切
っているバルククーラーでは、洗浄水が冷たくなる危険性があります。北海道など寒冷地ではすす
ぎの温度は要注意項目です。
洗浄水は、牛乳中の脂肪分や乳糖分を溶解するためにも、ある程度以上の温度が必要です。バタ

ーは熱をかけると液体化しますが、冷えると固形化します。液体化のまま洗い流したいので、洗浄
液の排水時の温度が４０℃以上になることが重要です。また、洗剤の効力も、温度が１０℃上がる
ごとに約２倍となります。したがって、洗浄時の温度調整はかなり重要となります。

洗浄工程の最初と最後の洗浄液の温度測定は重要なチェック項目！

《洗浄温度を科学する》
アルカリ洗浄後の排水温度を考えてみましょう。図６は洗浄排水温度と洗剤濃度でどのように細

菌数が変化するかを見たものです。洗浄排水温度が４０℃以上であれば、洗剤濃度が０．３％以上
あれば細菌数が低くなっていることがわかります。ところが洗浄排水温度が３０℃程度に下がると、
０．３％、０．５％の洗剤濃度であっても細菌数は増えてしまいます。図７では同じような試験を
細菌数別に調べています。中温菌の増え方が最も多く、次いで低温菌、耐熱菌となっています。い
ずれにしても、洗剤の濃度を上げても洗浄排水温度が低ければ、その洗剤の効力はなくなってしま
います。洗浄液温度と洗浄能力には大きな正の相関関係があり、温度チェックは重要なポイントで
す！

図－７
図－６
乳質改善協議会の資料より引用 根釧農試の研究より １９８８



②洗浄液量
洗浄液量は計算の仕方があり、それによりおおよその量を決定します。液の量が少なかったりす

ると液温が低下することもあります。逆に、液量が多いと洗浄槽に溜まるのに時間がかかりすぎて
結局冷えることになる可能性もあります。また、ボイラーの給湯能力が不足していたり、ボイラー
への給水量が不足していたりすると洗浄液が溜まるのに時間がかかり、冷えてしまうこともありま
す。現場での調整が必要です。
また、液量は当然ですが洗剤の量の調整にも関係してくるので、きちんと把握していなくてはい

けません。

各洗浄工程の洗浄液量測定は重要なチェック項目！

③洗剤の濃度
洗剤の濃度は重要です。洗浄液量との関係で変わりますので、きちんと計算して毎回定量使用し

なくてはいけません。専用容器を使います。このときに洗剤の使用濃度をしっかりと確認します。
洗剤の箱には使用方法などを記載した部分がありますので、一度きちんと読んで使用説明書に従い
ます。使用温度、使用濃度、製造年月日の確認をします。とくに塩素系殺菌剤は時間とともに劣化
しますので、製造年月日の確認は重要です。大量購入（大量在庫）でコストを低下させたのは良く
ても、殺菌力が低下することもあります。
洗剤の自動吸引を過信してはいけません。チューブが潰れていたり、詰まっていたりで、規定量

を吸引できていない事がままあります。洗剤の消費量をチェックする事も重要です。

各洗浄工程の洗浄液濃度・消費量測定は重要なチェック項目！

④洗浄時間
洗浄時間が短ければ汚れを落としきれず、長ければ洗浄液が冷えて汚れの再付着につながります。

循環洗浄時間は最長で１０分くらいです。

各洗浄工程の洗浄時間測定は重要なチェック項目！

⑤洗浄エネルギー
ミルクラインの洗浄では、洗浄液が塊で流れるスラグ流の長さ、スピード、回数がエネルギーと

なります。手洗いでは「ごしごし」と洗うことがエネルギーとなります。

洗浄工程のスラグ流測定は重要なチェック項目！

洗剤の箱に記載されている使用濃度表示など

使用濃度、使用温度、製造月日、注意事項などをよ
く見る事大事



第４章 洗剤の種類と洗浄 その特徴

酪農用洗剤には以下の種類があります。
①塩素系アルカリ洗剤、②酸性洗剤、③酸性リンス、④殺菌剤、の４種類です。これに特殊な能力
を持った洗剤が加わります。
汚れがひどいときに使用する劇薬：苛性ソーダ（水酸化ナトリウム）――業者に任せる
鉄分が多いときに使用する：除鉄剤
手洗い用：発泡性の洗剤
そのほか洗浄水の水質が悪いときなどには、除鉄装置、除マンガン装置などを取り付けます。

酪農用洗剤では、牛乳中の成分によって落とすものが異なるために３種類の洗剤が用いられます。
乳糖を落とすためにはお湯を、乳脂肪や乳蛋白を落とすためにはアルカリ洗剤を利用します。ミネ
ラル分を取るためには酸性洗剤を用い、殺菌するためには殺菌剤を使用します。

アルカリ性洗剤
《目的》主に乳脂肪、乳蛋白を落とします。

洗浄水温度約６０～８０℃で使用し、排水温が４０℃以上になるようにします。

酸性洗剤
《目的》牛乳中のミネラル分を落とします。

通常は３日に１度使用しますが、厳密には洗浄水の硬度（ミネラル分の含有量）により、
使用頻度を変えると良いでしょう。基本的には毎日使用が望まれます。
使用温度は６０～８０℃で使用します。

※水の硬度と使用頻度
０～ ８０ｐｐｍ：３日に一度の使用

８１～１５０ｐｐｍ：２日に一度の使用
１５１ｐｐｍ～ ：毎日使用

酸性リンス
《目的》牛乳中のミネラル分を落とします。

「酸性洗剤の濃度が低いもの」と思われがちですが、「洗剤そのものが異なる」と理解すべ
きものです。酸性リンスは毎回使用し、使用温度も３５～４５℃で使用します。また重要
な点は、酸性リンスを使用するミルカーは、アルカリ洗浄と酸性リンスとの間にすすぎの
工程がありません。したがって、酸性リンスと酸性洗剤を間違えると、アルカリ洗剤と酸
性洗剤が交じり合うことが想定されます。洗剤には「混ぜるな危険」の警告があり、塩素
系アルカリ洗剤より塩素が発生します。これにより中毒を起こしたりします。また、酸性
リンス後にもすすぎの工程がないので、間違うと塩素分が配管などに残り、ゴム類を傷め
ます。よくゴムがぬるりとしたり、指に黒く付いたりするのは塩素のためです。
酸性リンスはアルカリ洗剤と混じることを想定してある洗剤で、塩素の発生が少なくなる
ように作られています。決して酸性洗剤の濃度を薄めればよいものではありません。詳し
くは洗浄工程のところで再度ご説明します。



殺菌剤
《目的》配管などの殺菌です。

通常、次亜塩素酸ナトリウムを用います。殺菌剤は殺菌作用があり細菌を殺しますが、使
用温度は水または４０℃以下の温度で使用します。高温で使用すると塩素が飛び、殺菌力
が低下します。お湯に溶解すると、目に刺激があり、濃度を間違えると皮膚が荒れます。
他の洗剤との混合は禁忌です。中毒の危険性があります。

写真左 アルカリ洗剤 写真右 酸性洗剤

写真左 酸性リンス 写真右 殺菌剤

《特徴》第１の特徴としては、有機物の存在下ではその殺菌効力が低下します。
図を見てください。脱脂乳を殺菌剤に混入し、そのときの殺菌能力を見たものです。脱

脂乳の混入のない１０ｐｐｍでは効力があるのに、脱脂乳が入ったときには１００ｐｐｍ
でもその効力は大きく低下しています。また、有機物として牛乳を添加したときの有効塩
素濃度を示しています。生乳１％添加では有効塩素濃度２００ｐｐｍを保持することはで
きずに、時間の経過とともに有効塩素濃度は低下します。生乳０．１%添加でも、通常使
われる有効塩素濃度２００ｐｐｍの維持はむずかしくなっています。
このように殺菌剤は、有機物（牛乳、糞など）が混入すると、その殺菌力は低下します。

乳房洗浄用の液に使用している例もありますが、タオルに付いた糞が混入すると、その殺
菌力は低下します。殺菌剤は綺麗になっているときに使用してはじめてその殺菌効力が生
かされます。
第２の特徴は使用時の ph です。酸性の部分で使用すると効力が高く、アルカリの部分

では効力が低下します。図を見てください。殺菌率に関する ph の影響を示したグラフで
す。ph８を超えると殺菌力は低下してしまいます。通常殺菌剤の洗浄時間は短いので、使
用時phが７以下すなわち酸性の側で使用されたほうがその効力が高いことがわかります。



したがって、アルカリ洗剤の後にすすぎをしないで殺菌してもその効力は乏しく、塩素
が発生します。アルカリ洗浄後（ph１１程度）、殺菌する前には必ずすすぎが必要です。
酸リンス方式ではすすぎ工程はなく、アルカリ洗浄の後に殺菌工程に入ります。酸性リン
スにより配管の中が中和され、さらに酸性に保持され、殺菌剤の殺菌効力を高めます。

脱脂粉乳添加時の殺菌効果と有効塩素濃度

乳質改善協議会の資料より引用

殺菌効果とPHの影響

乳質改善協議会の資料より引用

※殺菌剤使用上の注意：有機物の存在下では効力が低下します！
有機物の存在下では殺菌効力が低下するので、有機物が無い状態すなわち綺麗な状態で使用しま

す。「ミルク配管が汚れていても殺菌をするから十分である」と考えるのは間違いです。ミルク配管
を綺麗な状態にして（アルカリ洗浄、酸性洗浄をしっかり行って）殺菌をします。図は洗剤との併
用、殺菌剤単独使用、洗剤と殺菌剤なしでの細菌数を見たものです。殺菌剤単独では、細菌数は低
下せず、洗剤を使用後（綺麗にして有機物が無い状態）に殺菌剤を使用すると細菌数は低下します。
殺菌剤を過信してはいけません。図では同じように細菌数の推移を見ています。殺菌前の細菌数の
状態が少なければ、殺菌後はさらに少なくなりますが、細菌数が多ければ殺菌後の細菌数は多くな



ってしまいます。これも綺麗にした後に、殺菌をするべきことを意味しています。

洗剤と殺菌剤の併用の
効果

乳質改善協議会の資料
より引用 根釧農試の
研究より １９８８

汚れ具合による殺菌前後の細菌数の比較

乳質改善協議会の資料より引用 根釧農試
の研究より １９８８

殺菌剤
《使用温度》

殺菌剤使用時の注意点は、温度は４３℃以下で使用します。高いと塩素が飛んでしまいます。
《使用濃度》

使用濃度は２００ｐｐｍで使用します。濃度が濃すぎても薄すぎても効力が低下します。
《品質保持》

殺菌剤の品質保持に注意が必要です。濃度６％ものと１２％ものが殺菌剤にはありますが、
１２％ものは有効塩素がなくなる時間が早く、品質保持期限が短いと理解してください。品
質保持期限については６％ものでも同じで、長期間保管されたものでは有効塩素濃度がある
かどうか疑わねばなりません。とくに毎回の使用量が少なく、開栓後の時間が長いものでは
要注意です。安いからといって大量保管するのは問題ですし、酪農場の規模に合わせた容器
の大きさが必要です。製造年月日の確認が必要です。



洗剤を科学する（資料写真提供：クリーン化学工業㈱）

（ア）温度差による違い
スキムミルク（乳蛋白）１％にアルカリ洗剤０．５％を投入後、１０分経過したときの

ものです。２０℃と４４℃度では、４４℃がよく溶解されていることがわかります。温度
の影響が牛乳の溶解に大きな影響を与えます。温度１０℃で洗浄能力２倍の差が生じます。

（イ）ミネラル分溶解テスト
燐酸カルシウム溶液にアルカリ性洗剤と酸性洗剤を投入したときの違いを見たものです。

通常使われるアルカリ洗剤では、ミネラル分は溶解しないことがわかります。洗剤により
落とす成分が異なることがわかります。

（ウ）洗浄水の硬度による違い
洗浄水を硬水と軟水で試験をしてみました。写真は軟水で硬度が０ｐｐｍのときには綺麗

な溶液ですが、硬水で硬度２００ｐｐｍでは沈殿物が生じています。写真は洗浄水の硬度を
３段階で変えてみました。硬水用洗剤ではないので、硬度が高くなるに従って沈殿物が生じ
ています。
このように硬度による洗剤への影響もあり、洗浄水の検査も必要なことがわかります。洗

浄水の硬度によっては洗剤を変えなくてはいけないかもしれません。硬度の高い所では硬水
用洗剤に変えてみるか、軟水化装置を取り付けます。日本では多くの地域が軟水ですが、鍾
乳洞のある場所、温泉が出るような場所では硬水のこともあります。鉄分、マンガンが問題
な地域が多いようです。洗浄水の検査は後述します。

（エ）殺菌剤の保存
殺菌剤には６％次亜塩素酸ソーダと１２％次亜塩素酸ソーダがあります。その保存時間と

塩素濃度を検討してみると、１２%ものは時間の経過とともに塩素濃度が低下しているこ
とがわかります。このように塩素濃度は時間の経過とともに低下しますので、６%ものの
使用が望まれます。また、長期間の在庫による劣化も起こりますので、製造年月日を確認
することが大事です。明瞭な「消費期限」の記載のないものが多いことは問題です。

（オ）酸リンスと酸性洗剤の違い
これは実験的に酸リンス洗剤または酸性洗剤をアルカリ洗剤に混合したときの、塩素の

発生具合を検査したものです。アメリカ方式の洗浄工程では酸性洗剤にあたる部分は酸リ
ンスと呼ばれています。酸リンスでは塩素ガス検知管に塩素の発生は見られませんが、酸
性洗剤を使用したほうではかなりの塩素の発生が見られています。このように酸性洗剤を
アメリカ方式で用いると塩素の発生が見られ、ゴム類を傷めるとともに、中毒の危険性も
起こりえます（この実験はアルカリ洗剤と酸性洗剤を直に混合したものです）。
このように酸性洗剤と酸性リンスが異なる洗剤であることがわかったと思います。この

間違いは非常に多くの現場で見られ、洗剤を斡旋する業者でさえも間違ってしまう場合も
あります。今一度自分のところの洗浄ダイヤルを確認してください。

酸性洗剤と酸リンスは濃度が違うだけではなく、洗剤そのものが違う！



写真左 洗浄水の温度による溶解性の違い

写真左 燐酸カルシウム溶液にアルカリ性洗剤と酸
性洗剤を投入したときの違い
アルカリ洗剤では沈殿物が生ずる。

いずれもクリーン化学工業提供資料より

写真左 水の硬水と軟水による違い
写真上 水の硬度による沈殿物の違い
いずれもクリーン化学工業提供資料より



酸リンスと酸性洗剤による塩素ガスの発生具合の比較

いずれもクリーン化学工業提供資料より

（カ）洗剤の使用順
通常、洗浄工程ではアルカリ洗剤を使用後、酸性洗剤の洗浄が行われます。ところが現

場では、洗剤のボトルが１本であるので酸性洗剤使用日に、アルカリ洗浄なしで酸性洗浄
が行われることがしばしばあります。酸性洗浄を先に行った場合には、乳成分（とくに蛋
白質）が凝固を起こし付着して落としづらくなります。
必ず、酸性洗浄を行う日にはまずアルカリ洗浄を行ってから、次に酸性洗浄を行います。

これは洗浄工程のところで再度記述します。

（キ）洗浄時間を考える
先に洗浄時間も重要と書きましたが、洗剤を入れてすぐに溶解されるわけではありませ

ん。時間もある程度必要になります。また、時間が長すぎでも洗浄水の温度が下がり、再
付着が起こります。７分経過したものが、よく溶解されています。

（ク）乳成分と洗剤
蛋白質（スキムミルク）にアルカリ性洗剤と酸性洗剤を入れてみました。アルカリ性洗

剤はよく溶解するのに対して、酸性洗剤は沈殿物を生じてしまいました。このように、洗
剤によって落とす乳成分が違うことがわかります。決して一つの洗剤ですべてが落とせる
わけではありません。
酸性洗剤使用の日は、まずアルカリ性洗剤で乳脂肪、乳蛋白、乳糖分を落とし、次に酸

性洗剤でミネラル分を落とします。

（ケ）洗剤の濃度
アルカリ性洗剤の濃度を変えて溶解試験をしてみました。規定の濃度の０．５％がよく

溶解されており、濃度が薄いものでは溶解されていません。洗剤は規定の濃度で、規定の
温度で、規定の時間で洗浄することが大事です。適当な濃度ではいけません。濃度を計算
するには洗浄液量もきちんと把握していなくてはいけません。



写真左 酸性洗剤を最初に使用すると沈殿物を生ずる。
写真上 時間の経過具合と溶解性

写真右 酸性洗剤を最初に使用すると蛋白質の凝固が起
きる
写真上 洗剤濃度と溶解性

いずれもクリーン化学工業提供資料より



（コ）洗剤の成分表示など 写真省略
アルカリ性洗剤の表示を見てみましょう。自動洗浄と手洗い洗浄に分けて、使用濃度、

使用温度が明確に記載されています。注意点として、「アルカリ洗剤および殺菌剤と酸性洗
剤の混合は絶対に避けてください」と明記されています。
アルカリ洗剤では製造番号が記載されています。アルカリ洗剤ではミルキングパーラー

用となっており、洗浄終了時の排水温が４０℃以上と記載されています。
アルカリ洗剤では洗浄工程が記載されています。「殺菌→温水洗→搾乳→温水洗→アルカ

リ洗浄→温水洗（酸洗浄→温水洗）→保管、以上の洗浄工程で洗浄してください」と記載
されています。使用温度、使用濃度の記載もされています。

次に酸性リンス剤の表示を見てみましょう。酸性リンス剤では、ミルキングパーラー用
として使用濃度、使用温度が記載されています。使用温度が３５～４５℃であることに注
目してください。

次に酸性洗剤の表示を見てみましょう。酸性洗剤では、明確に使用濃度、使用温度が記
載されています。温度表示がされていない商品もありました。

次に殺菌剤を見たところ、使用濃度の表示はあっても使用温度の表示がないものや、製
造年月日がわかりやすい表示でされていないものもありました。明確な温度表示がほしい
ものです。

このように、洗剤の表示ひとつとっても重要な記載がされています。ぜひ一度、ご自分
のところで使用している洗剤の表示を見てください。また、酪農界の常識（？）というこ
とと捉えられているのか、表示に対して記載漏れが多くあるように思われます。製造年月
日を含めて、「消費者（ユーザー）にわかりやすい表示であるべき」と筆者は考えます。


