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第１回 搾乳作業を経営から考える
普段何気なく行っている搾乳作業をもう一度見直してみましょう。それぞれの酪農家に伝わる技

術としてではなく、酪農経営からと言う観点から見直してみたいと思います。
写真１は酪農技術を経営（経済効果）という側面から見て、各技術に順を付けたものです。「経済

効果から見た技術改善の手順」という題がついています。右端にバルククーラーがあり、そこに左
上より牛乳を流している模式図です。バルククーラーに近いところより、「搾乳衛生」、「ミルカー」、
｢飼養管理｣、｢繁殖管理｣、「育成管理」、「環境管理」、「粗飼料作り」、「糞尿処理」、「土作り」という
順に並んでいます。牛乳が流れる樋には欠けた部分があり、そこから牛乳が流れる形になっていま
す。欠けた部分がどこにあるのか、どの程度であるのかはそれぞれの酪農家により異なります。
図の上部には右側に短期的経済効果、左側に長期的経済効果と書いてあります。搾乳衛生を直す

と、明日にでも乳房炎が減り経済効果（出荷乳量が増える）を生みます。しかし、土作りに力を入
れても明日から経済効果（出荷乳量が増える）は上がりません。バルククーラーに近い場所の技術
は、短期的経済効果を生みやすく、離れれば離れるほど長期的経済効果を生みます。
一方搾乳衛生、ミルカー部分は速く経済効果を生むだけでなく、逆に速く損失も生む点が大きな

問題となります。この搾乳部門での失敗は短期的経済の損失を意味し、経営に大きな痛手を与えま
す。
具体例で考えてみましょう。搾乳作業が無事終了しました。しかし、バルクへの送乳ホースが外

れて、牛乳は排水溝に流れてしまいました。バルクには一向に貯まってはいません。餌の仕入れは
いつもどおりに行われ、明日が支払日です。しかし、出荷乳量は全くなく、売上がありません。餌
の仕入れはあり、支払いが待っています。
写真－１



具体例から考えても判るように、搾乳作業は酪農家にとっては集金作業（バルクに牛乳を入れれば
お金になる）なのです。今まで、環境改善、育成管理、繁殖管理などにお金を投資してきました。
やっと回収する場所が搾乳作業で、その機械がミルカーなのです。

売上額 － 経費 ＝ 利益
売上がなく、経費があり、その支払いはあなたの利益から払わなくてはいけないのです。乳房炎

による損失額は、単純に売上額の減少ではなく、あなたの利益の減少を意味します。

写真2は北海道牛群検定の月毎の報告書です。体細胞のところを見ると一月の体細胞による損失
額が計算されています。この例では損失乳代は一月（過去１年平均）１７．５万円です。
１ヶ月あたり １７．５万円Ｘ１２ヶ月＝２１０万円 利益の損失
農家所得率 ２０％と仮定すると ２１０万／０．２＝１０５０万円 売上額に相当
乳価 ７５円と仮定すると １０５０万／７５円＝１４０トン 出荷乳量に相当
１頭あたり７０００ｋｇ出荷と仮定すると １４０ｔ／７ｔ＝２０頭 ２０頭分の量に相当

あなたはこれをどうしますか？無視できますか？
これだけ乳房炎、体細胞による損失額は大きいのです。もう一度真剣に搾乳作業を見直して見ませ
んか。

北海道デーリィマネージメントサービス（有）
獣医師 榎谷 雅文 ｅｎｏｋｉ＠ｓｅａｇｒｅｅｎ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ

写真－２



第２回 体細胞とは 体細胞数とは
乳房炎の指標とされる体細胞とは何でしょうか？乳牛が乳房炎になると乳汁中に多く出てくる体

細胞は、その多くが血液中に含まれる白血球が細菌をやっつけるために（乳牛の防衛反応）血液中
から出てきたものです。健康な乳房であれば細菌を防御する必要がないので、その数は少ないので
すが、細菌が乳房の中に感染するとその細菌を攻撃するために乳房中に出現します。攻防の結果、
白血球の死骸が乳汁中のブツ（膿）です。細菌との戦いが済んでも、乳房に炎症が残る（硬結部分
など）と白血球数は多くなります。写真は体細胞の顕微鏡写真です。白血球の仲間のリンパ球、好
中球、マクロファージ、上皮細胞です。

その他に人間の皮膚の垢に相当する上皮細胞があります。この細胞は数の変動は多くなく、体細胞
数の変動は白血球数と考えて問題ありません。

また、細菌がいなくても、刺激や損傷（乳
頭損傷など）などでも出現します。足をくじ
いたときに、足が腫れることを想像して下さ
い。このように乳房が健康であれば体細胞数
は少ないのですが、不健康（牛の体そのもの
の健康も含む）であれば、血液中の白血球数
が増えるので、乳汁中にも増えます。乳牛の
健康指標の一部と考えても良いでしょう。
血液中には白血球は必ずいるので、健康な

乳牛の乳汁であってもある程度の数の白血球
数はあります。おおおよそ１０万／ｍｌ以下

と考えてください。１０万以上の体細胞数の牛が多くいることは、何か問題があると考えます。

年齢と体細胞数 乳期（分娩後日数）と体細胞数
通常年齢(産次)が進むと体細胞数は多くなりますが、これは乳房炎になった事が多くあるために、

相対的に高くなっています。健康であれば年齢が進んでも体細胞数は低いことはあたりまえと理解
してください。同じように分娩後の日数が多くなると、乳汁中の体細胞数は多くなると考えがちで
すが、これも乳房炎になった事が多くあるために、相対的に高くなっています。健康であれば乳期



が進んでも体細胞数は低いことはあたりまえと理解してください。

搾乳時間と体細胞数
１回の搾乳時間と体細胞数との傾向があります。搾乳時間が進むに従って体細胞数は高くなり、

搾乳終了時には一番体細胞数は高くなります。また、１日の時間で考えると搾乳終了後、体細胞数
は高くなり、その後低くなり、また搾乳後高くなります。

乳質改善協議会資料より 体細胞数の日内変動

体細胞数と乳成分(ミネラル)
乳成分はグラフのように、細胞数が多くなると増えるものと減るものに分かれます。その性質を

利用して、乳房炎の検査をしたり、自動離脱装置のタイミング調整に使われたりします。電気伝導
度を測ることによる乳房炎検査法（ミルクチェッカー）は、ナトリウム、塩素が増えるので電気を
通しやすくなる性質を利用しています。自動離脱では牛乳が流れていれば電気が流れる性質を利用
しています。
また、乳房炎の牛乳は乳糖率が低く、塩素が多くなるのでしょっぱくなります。ＰＨも変わりま

す。良く乳房炎検査に使われるＰＬテスターの説明書を載せてみました。乳房炎検査の参考にして
ください。



乳質改善協議会資料より 細胞数と牛乳中のミネラルの変動の関係

ＰＬテスターの反応

総合判定 平均白血球数（万／ml） 色調判定 ＢＴＢ試薬の反応ＰＨ
－ 8.8 黄金色または黄色 6.2～6.7（ﾋﾟｰｸ 6.4）
± 35.0 きわめてわずかに緑色をおびたもの 6.3～6.8（ﾋﾟｰｸ 6.6）
＋ 92.1 わずかに緑色をおびたもの 6.5～7.0＜（ﾋﾟｰｸ 6.8）
++ 207.3 緑色をおびたもの 6.7～7.0＜（ﾋﾟｰｸ 7.0＜）
+++ 376.1

次回からは搾乳作業が乳頭に与える影響を機械搾乳の仕組みから考えます。乳頭に与える損傷、細
菌の移動の仕方を解説します。



第３回 機械搾乳の仕組みと乳房炎①
ミルカーで搾乳をする場合の仕組みを検討し、搾乳の仕方(手順)を検討したいと思います。
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。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。
機械搾乳の仕組みを解説します。

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、搾乳の休止期です。①のシェルとライナーゴムで囲ま
れた部分は、パルセーターからの空気が入り、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。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。実際の搾乳では、クローからの真空は牛乳が出ることにより真空圧は
低下しますので、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、牛乳が出ないと
きでもライナーゴムは動きますので、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に大きくかかわっており、破れ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回の稼動による搾乳量（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。

①シェルとライナーゴムとの
間の空間 大気が入る

②シェルとライナーゴムとの
間の空間 真空となる

③クローからの真空の供給



計算例 搾乳使用ユニット数Ｘ１５００回(メーカー指定使用回数)
＝ 日

搾 乳 頭 数 Ｘ ２回（搾乳回数 ３回搾乳では３）

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マッサ
ージをしており、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。
（実際のライナーゴムの動き、乳頭のマッサージはビデオを見てください。
デーリィジャパン社出版 ビデオ 乳房炎防除のための基礎知識 中級編）

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。
新しいライナーゴムで乳頭口が痛むのは、クロー内圧が低下している可能性がある。など

次回は機械搾乳の仕組みとドロップレッツ現象を解説し、搾乳手順を検討します。

第４回 機械搾乳の仕組みと乳房炎②
前回に引き続き機械搾乳のしくみと乳房炎発生の仕組みを検討します。乳房炎の直接的原因であ

る“ブドウ球菌”などがどのようにして乳房の中に入り込むかを考えてみたいと思います。その仕
組みを理解して、入り込む過程を遮断することが乳房炎の発生を少なくすることになります。



上の図はライナースリップとドロップレッツ現象を解説したものです。まず、ライナースリップが
起きると(起きる原因は後で解説)、ライナーの口（マウスピース）から吸い込まれた空気は急速に
クローに向かって流れます。（約時速 60ｋｍくらい）空気の入ったクローは真空圧が低下し、大気
に近い状態となります。一方図の右側のライナーゴムは空気が入っていても拍動をしているので、
ライナーゴムがつぶれてから広がる瞬間に陰圧を生じます。この陰圧に向かって（クローより真空
圧が高いために）空気と牛乳の流れが生じます。この逆流現象をドロップレッツ現象といいます。
これはごく瞬間的なことで、千分の数十秒の時間での話です。実験して再現したビデオもあり、目
で見ることも可能です。このドロップレッツ現象によりブドウ球菌が乳房の中に入ります。このほ
かに直接乳頭口が開いたときに入ることもあります。
このように乳房炎予防の第1歩はライナースリップを減らすことです。また、ライナースリップ

とは言いませんが、装着時にクローより空気が入ると、これと同じ現象が発生します。1 本目のラ
イナーを装着します。2本目装着時には1本目は搾乳をしています。2本目装着時に空気が入ると、
ライナースリップと同じことになります。クロー装着時に空気が入ることは、このドロップレッツ
現象と同じ意味を持ちます。
今度は装着しようとしている牛ではなく、その隣で搾乳されている牛のことを考えてみます。隣

で空気が入ると、その空気はミルクチューブを伝わって流れてきます。クローは真空で乳頭につい
ているので、真空圧が低下すればライナースリップが起こりやすくなります。特に装着時に気にし
ないで空気を入れているときには、大量の空気が入ります。パイプラインは繋がっているので、他
の搾乳されている牛にも大きな影響が出ます。ミルカーが十分な能力を持っていて、この空気の流
入に対応できれば別です。このように搾乳中にライナーから空気が入ることは、すべて乳房炎の発
生を高めることになります。
ライナースリップには2種類あります。耳で聞こえるくらいのライナースリップと、聞こえなく

らいのスリップがあります。通常はライナースリップというと聞こえる場合をいいますが、機械で
クロー内圧を測定すると、聞こえていなくてもライナースリップは発生しています。

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。
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 離脱時にも空気を入れないこと。
５ 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。

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の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。



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。

第５回 機械搾乳の仕組みと乳房炎③
前回、前々回に引き続き機械搾乳のしくみと乳房炎発生の仕組みを検討します。前回はライナー

スリップとドロップレッツ現象を解説しましたが、今回はもう少しハイレベルの現象を解説します。
ライナースリップが起きなくても、“ドロップレッツ現象”は条件が揃えば発生します。これをリバ
ースプレッシャーインパクトと呼びましょう。
リバースプレッシャーインパクトは、搾乳中にクロー内圧がある程度低下すると、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、ライナーゴムで作られた乳頭下の陰圧
に戻される（逆流）現象を言います。撮影したビデオもありますし、再現することもできました。
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、リバースプレッシャーインパクト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。リバースプレッシャ

ーインパクトがひどければ、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。
このリバースプレッシャーインパクト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。
このリバースプレッシャーインパクト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。

ミルカーが原因と考えられること
バキュームポンプの大きさ。
レギュレターの性能。
真空ラインの配管の太さ、曲がり具合、つまり、配管の仕方。

以上はミルカー点検でエフクティブリザーブを測定することでわかる。

ミルクラインの口径、傾斜。
牛乳が流れるあらゆる部分の口径。
離脱装置の有無と、その性能。
ロングミルクチューブの長さ。
ミルククローの容量。
ショートミルクチューブの内径。



ミルクメーターの有無とその性能。
リフトの有無。

以上はシミュレーター試験、搾乳中の動態検査で測定することでわかる。

搾乳者の腕にかかわる部分
装着時、離脱時などのクローからの空気の流入が、クロー内圧を低下させる。
搾乳の順序。
使用ユニット数と１スロープあたりの使用ユニット数。
ミルクタップ間の距離。

以上は搾乳中の動態検査で測定することでわかる。

右の写真は尻合わせの牛舎であるにもかかわ
らず、１スロープ４台使っている。中の２台
は左右のユニットから牛乳が流れ込むことに
より、ミルクラインが牛乳で塞がれ細くなり、
搾乳するための真空の供給が妨げられている。
その為にクロー内圧が低下することが予想さ
れる。あえて危険を冒す必要は全くない。

第６回 ミルクラインの役割を考える
ミルクラインの役割は２通りあります｡まず第１は牛乳を流して、レシーバージャーまで運ぶこと

です｡第２が牛乳を流すのと同時に、ロングミルクチューブを伝って搾乳するための（正確には吸い
出すための）真空をクローに供給することです｡この２通りの役割を同時に行います｡
クローからの真空で吸いだされた牛乳は、ミルククローに溜まります｡溜まった牛乳は真空で吸わ

れて高い位置にあるミルクライン迄上がります｡これは真空で吸われて単純に上がるのではなく、ク
ローにあるブリードホールから入った空気がミルクチューブの中の牛乳を塊にして吸い上げます
（大気圧で上げる）。塊で吸い上がったり、空気のみが吸われたりしながら、牛乳と空気が交互に上
がっていきます｡牛乳が少なくなると､塊になれずに落ちてくることもあります｡上下運動をしなが
らチューブ中の牛乳の量が多くなって始めて吸い上げられます。ミルクラインはこの吸い上げる真
空をも供給する重要なラインです｡
一方牛乳をレシーバーまで流すのですから、ミルクラインの中には牛乳が流れています｡ミルクラ

インが牛乳で一杯になると、先の吸い上げるべき真空が処断されます｡このためにミルクラインは下
１／３を牛乳が流れ、上２／３を空気（真空の供給）が流れなければなりません｡この上２／３を確
保する為に、牛乳は真空で吸われてレシーバーに流れるのではなく、重力を使ってすなわち傾斜（ミ
ルクラインの勾配）を使って流します｡ミルクラインに勾配が必要なのはこの理由からです｡勾配も
一部分あればよいのではなく、レシ－バーまで一定した勾配が必要です｡（通常１％勾配）一部に逆
勾配があると、牛乳はその部分に溜まり、配管の上の部分を狭くしてしまいます｡これが処理室近く
のミルクラインであれば、その配管以降のミルクラインには真空の供給が制約されます｡



以上のことより、ミルクラインには何台の搾乳ユニットを使って良いのか、検討されなくてはい
けません｡まず、乳量と使用ユニット台数を考えます｡乳量が多くなれば、搾乳時間が伸びるのでは
なく１分間あたりの搾乳量が増えます｡このために、理論的には乳量が多くなると１スロープあたり
の使用できるユニット数は減ります｡厳密には年間乳量よりも、１分間あたりの搾乳量と考えたが良
いでしょう｡また、使用しているミルクラインの口径が太くなれば、使用できるユニット数も増えま
す｡そしてミルクラインの勾配が強くなれば、使用できるユニット数は増えます｡
ところが現実には規模拡大して、使用ユニット数は増え、個体の乳量は増え、牛舎が長くなるに

従って勾配がなくなります｡益々乳房炎の危険性が高まります｡
もう１点考えなくてはいけないことがあります｡使用しているユニット同士の距離です｡一般的に

は、１箇所のミルクタップ部分で左右の乳牛を搾ります｡従って通常ミルクタップは２頭毎にありま
す｡しかし、通路があったり、壁があったりで１頭毎にある場所もあります｡このような場所では、
ミルクライン中の牛乳の液面が上がると考えなければなりません｡このような場所は、同時に搾らな
いようにします｡
この様な事を踏まえて搾乳をすることが、乳房炎予防の第１歩です。

問題があるかどうかは搾乳中の検査をしないと判りませんが、簡易的には搾乳中でのレシ－バー
ジャーへの牛乳の流れを見て判断します｡牛乳が塊で流れたり、流れが止まったりすることは問題が
ある状況です｡牛乳は同じような流れ方で、何時も流れていることが必要です｡たまには処理室での
流れを、子供に見てもらいませんか？

ミルクラインの口径はいくつですか？
１スロープに何台のユニットを使用していますか？



１箇所にかたまって搾乳をしていませんか？

次回は実際の牛舎を想定して、搾乳順を検討します｡



第７回搾乳順を考える
今回は具体的に搾乳順を検討したいと思います｡

問題Ａ
中央ハイポイント

Ｅ D Ｃ

Ｆ Ａ Ｂ
牛乳処理室

想定条件 頭合わせの牛舎 ＢＣ間 ＥＦ間に中央の給餌通路がある牛舎
搾乳者 夫婦 ２名 使用ユニット数４台

まず考えなければならないことは、搾乳者が２名いるのでそれぞれが２台ずつ使用します｡牛乳の
流れを見ると（矢印の方向に流れる）、左右に２方向の流れがあります｡前回の勉強を生かして、１
スロープ２台の使用ユニットにします｡よって右の流れに１名２ユニット、左の流れに１名２ユニッ
トを持って行き搾乳をします｡ポイントは頭合わせではあるけれども、搾乳者２名はそれぞれ離れて
搾乳をします｡今度はポイントＡの処理室から始めるか、それとも中央ハイポイントＤから始めるか
です｡搾乳の基本では、搾乳は傾斜の低い方から高い方へと搾乳をしていきます｡低い方からスター
トすると、次の高い方へ行った時に牛乳は配管の中にはありません｡しかし、逆に低い方へ行くと、
先に搾った牛乳が流れてくるので、配管の中には牛乳が流れており、牛乳のよどみができてしまい
ます｡上記の絵のような牛舎ではミルク配管の傾斜が充分できているとは思えませんので、低い方か
ら高い方へと搾乳をしていきます。傾斜が充分であれば、この問題は起こりえません｡
解答 夫 А－Ｂ－Ｃ－Ｄの順に２台持って搾乳

妻 А－Ｆ－Ｅ－Ｄの順に２台持って搾乳

問題Ｂ
中央ハイポイント

Ｅ D Ｃ

Ｆ Ａ Ｂ
牛乳処理室

想定条件 尻合わせの牛舎 ＢＣ間 ＥＦ間に搾乳用の通路がある牛舎
搾乳者 夫婦 ２名 使用ユニット数４台

今度は同じようですが、尻合わせの牛舎です｡まずは問題Ａと同じように搾乳することが考えられ
ます｡他の解答は、１名はＥ－Ｄ間とＦ－Ａ間を受け持ち、ＥからＤへ１ユニット使用し、ＦからＡ
へ１ユニット使用します｡通路をはさんで左右を１ユニットずつで搾乳をします｡もう１名はこれと



対称で行います｡これは第６回で書いたユニット同士の距離を長くした搾乳方法です｡尻合わせの牛
舎なので、労働にも大きな支障は来たしません｡
解答１ 夫 А－Ｂ－Ｃ－Ｄの順に２台持って搾乳

妻 А－Ｆ－Ｅ－Ｄの順に２台持って搾乳
解答２ 夫 Ｅ－Ｄ Ｆ－Ａにそれぞれ１ユニット使用して搾乳する

妻 Ｂ－Ａ Ｃ－Ｄにそれぞれ１ユニット使用して搾乳する。中央で一緒になる。
解答３ 解答２の逆で、中央から左右に分かれても良い。

問題Ｃ
Ａ Ｂハイポイント

Ｄ Ｃ
牛乳処理室

想定条件 尻合わせの牛舎 ＡＤ間 ＣＤ間に搾乳用の通路がある牛舎
搾乳者 夫婦 ２名 使用ユニット数４台

今までの解答を考えて、１スロープ２台、低い方から高い方へ向かいます｡Ａ－Ｂ間で２台，Ｄ－
Ｃ間で２台を使い、２名で４台を一緒に搾乳をします｡これが模範解答ですが、傾斜が不足している
ときや、使用ユニット数が多いときには更に考えます｡ユニット間の距離を長くすることを考えます｡
１名が処理室側からＡ－Ｂ間で１台，Ｄ－Ｃ間で１台を使います。他の１名は中央当りからライン
の傾斜の高い部分を受け持ちます｡中央からのＡ－Ｂ間で１台，Ｄ－Ｃ間で１台を使います。これよ
り、ユニット１台毎の距離が長くなります。これは牛舎が長い、使用ユニット数が多いときには是
非行って欲しい搾乳順です｡
もし頭合わせの牛舎であれば、決して１周するような搾乳順は取らないで下さい｡歩数が増え、乳

房炎が増えます｡

解答１ Ａ－Ｂ間で２台，Ｄ－Ｃ間で２台を使い、２名で４台を一緒に搾乳
解答２ １名が処理室側からＡ－Ｂ間で１台，Ｄ－Ｃ間で１台を使う。

１名は中央からのＡ－Ｂ間で１台，Ｄ－Ｃ間で１台を使う。２名が分かれる。

これ以外にもいろいろな形の牛舎があるかと思いますが、まずは良く考えてから搾乳をスタート
してください｡通路の側、壁際要注意です｡

ポイント ハイポイント（傾斜の一番高い所）はどこか 配管口径は
１スロープ何台使用するのか 搾乳人数は 傾斜は充分か ユニット間の距離は？



第8回搾乳生理を考える
オキシトシンとアドレナリンの利用と搾乳作業

牛の泌乳生理
乳牛はミルカーをかければ牛乳を出すのではありません。

牛が出したいと思ったときにミルカーをかける事が重要なの
です。図を見てください。牛の乳房の解剖図を模式的に書い
たものです。乳房の中は葡萄の房のようになっており、葡萄
1 個（乳腺胞腔）ずつに牛乳が溜まっています。表面の牛乳
分泌細胞で作られた牛乳は、この乳腺胞腔に貯蔵されていま
す。ミルカーをかけると、真空がこの部分まで来て牛乳を吸
い出すわけではありません。乳腺胞腔の表面には筋上皮細胞
があり、この細胞が収縮する事により葡萄の房は潰れ、牛乳
を房が繋がっている乳腺管に送り出します。この管に流れ出
た牛乳が次第に集まり、太くなった管を流れて、乳頭槽に集
まってきます。これをミルカーで吸い出します。搾乳はこの
ように牛とミルカー（搾乳者）の共同作業により行われます。
このように乳腺胞腔に溜まった牛乳をいかにして乳頭槽ま

で流すかが、泌乳生理を理解した搾乳作業となります。図を
見てください。乳腺胞腔の表面の筋上皮細胞はオキシトシン
というホルモンの作用により収縮します。オキシトシンを分
泌する細胞は脳の中にあり、神経を介して分泌させます。オ
キシトシンを分泌させる刺激を感ずる場所は（受容体という）
乳頭にあり、乳頭を刺激することにより、その刺激が神経を
介して脳に亘り、その刺激を受けた脳は血液中にオキシトシ
ンを分泌します。オキシトシンは血液中を流れて乳房に流れ
ていき、筋上皮細胞を収縮させます。この一連の流れを作る
時間がおおよそ1分といわれており、乳頭が張ってくる時間
となります。
図はオキシトシンの血液中濃度を刺激からの時間でグラフ

にしたものです。刺激を始めて1分で血液中濃度が最高にな
り、約５分でなくなります。この時間に搾乳を終了させたい
ものです。
又一方オキシトシンとは反対に牛乳を上げてしまう（出さなくする）ホルモンもあります。アド

レナリンというホルモンで、牛にとって不快なこと、驚かすこと、痛いことなどをすると出るホル
モンです。このホルモンは見知らぬ人が来ただけでも出てしまい、いわゆる“牛乳を降ろさない”
状態にします。
このホルモンは非常に重要で、牛への日頃の接し方によっても影響を受けます。いつも牛を怒っ

ていたり、大声を出したり、叩いていたりすると、その人を見ただけで出てしまいます。牛がびく
ついていたり、神経質になっていたりするのは、あなたが牛をいじめている証拠です。

応用
①牛乳を残乳なく搾りきるには、オキシトシンを如何に利用するかが重要です。乳頭に充分刺激を
与えて（前搾りを十分する）、乳頭が張ってくるのを待ってミルカーを装着します。



つなぎでは乳頭の張りを確認します。パーラーではいつも同じ時間、同じ内容で誰でもが作業し
ます。
②乳頭の張りが不十分のうちにミルカーを装着すると、過搾乳となる。過搾乳は搾乳終了近くばか
りでなく、装着直後にも発生しています。

③昔乳房を暖かいタオルで拭いている時間が、オキシトシンを分泌させる時間であって、温感刺激
や乳房刺激がオキシトシンを分泌させるわけではない。今は張るまで待てばよい。

④私拭く人、私付ける人のような搾乳作業の分業体勢は、この泌乳性理を無視したもの。牛にとっ
ては決してよいものではない。一人の人が責任をもって、乳頭刺激から装着、離脱、ディッピング
を行う。

⑤パーラーなどで乳頭が渋いからといって、オキシトシンの作用時間を無視して、渋い牛を先につ
けようとする事が装着直後の過搾乳を起こし、更に乳頭口を渋くします。渋い牛ほど乳頭刺激を十
分に行い、良いタイミング装着します。

⑥パーラーでの分業体制も、この泌乳生理の理解が必要。つい無視しがちなので、一人の人が責任
をもって、４から５頭を１セットにして行う。

⑦牛がパーラーに入らないからといって、牛を叩くことは最悪である。牛はパーラーに行くと叩か
れると思い、その時点でアドレナリンを分泌する。更に牛乳が出ないのにミルカーを装着されるの
で、乳頭が痛く、ミルカーを蹴飛ばしたくなる。蹴った牛には、“うるさい“の一言で、焼きが入る。
牛はパーラーが”張った牛乳を搾ってくれる快適な場所“ではなく、”焼きが入る場所“と思い込み、
入りたがらない。ますます、牛は叩かれるようになる。最悪のシナリオ
搾乳を手伝うと称して、待機場で竹を持っている祖父は、乳房炎の原因である。

⑧牛がうるさいと称して、足を縛ったり、洞締めを架けたりする事は牛にとっては大変不快です。
原因は他にあるはずです。“うるさい牛だ”で片付けてはいけません。

⑨我が家の初産牛はうるさい。基本的には張った乳房を搾ることにより楽にしてくれる作業が搾乳
です。うるさいのは何か原因があります。ミルカーの不備、装着時のエアの流入音、頻繁な真空圧
の変動など、根本原因を追求しなくてはいけません。



第９回 正しい乳頭の拭き方
先にも書いたように、決して乳房の拭き方ではなく、乳頭の拭き方である。乳房は基本的に綺麗

である事があたりまえで、搾乳の時には乳頭のみを綺麗にします。乳房を、水を多く使って搾乳中
に綺麗にすることは、乳房炎の発生を高めます。もし乳房が汚い場合は搾乳時以外の時間帯で綺麗
にします。
乳頭の拭き方の違いで、乳頭表面の細菌がどうなったかの実験を、酪農家の搾乳時間帯にお邪魔

して、試験をしてみました。
乳頭の拭き方は、①昔ながらの拭き方 “１個のバケツと１枚のタオルで、お湯を交換しながら

行う「１湯１布」法”②プレディップ､ペーパータオル法、③プレディップ､ペーパータオル法で念
入りに拭いたものの３法を比較検討しました。

布のタオル培養 お湯の培養
写真タオル培養は「１湯１布」法の使用後のタ
オルを培養したものです。赤い円形の培地の中
に数え切れないくらいの細菌が繁殖している事
がわかります。隣のお湯の培養でも同じです。
１頭の牛で洗った乳頭の糞がお湯の中に入り､
タオルとお湯を汚染します。それを次の牛に使
用すれば、細菌を伝播させることになります。
写真布タオル法では搾乳作業工程順に乳頭壁

のスタンプ標本を作ってみました。「搾乳作業
前」が何もしていない時のもの、「装着前」は酪
農家が乳頭を拭いた後のもの、「搾乳直後」はユ
ニットを外して、ディッピング前のものです。「搾乳作業前」の乳頭表面は細菌が多く乳頭の表面の
形が明瞭にわかります。「装着前」は酪農家が乳頭を拭いた後のものですが、「搾乳作業前」の乳頭
表面より細菌が多く見られ､先のタオルとお湯の培養時の細菌が乳頭表面に万遍なく塗られていま
す。搾乳後の「搾乳直後」では、水を多く使った搾乳の為にライナーリップにより乳頭表面の細菌
が吸い込まれて、「装着前」より細菌数が少なくなっています。牛乳中に入りました。これが乳房炎
の元になります。この様に「１湯１布」法では見た目には綺麗になっていても、細菌学的に見ると
一向に綺麗になってはおらず、反って乳頭を細菌汚染させています。直ちにこの様な搾乳の仕方は
止めるべきです。

写真布のタオル法 左より搾乳手順前 清拭後 搾乳後のディッピング前



写真ペーパータオル１ではプレディップを行い､その後ペーパータオルで乳頭を拭いたものです。
拭き方に綺麗にしようとする意識は無く、適当に拭いたときのものです。左から順に「搾乳作業前」、
「装着前」、「搾乳直後」です。先のタオル法よりは綺麗ですが､未だに多くの細菌が乳頭を拭いた後
にもあります。搾乳直後にも多くの細菌があり、この細菌をポストディップで殺します。
写真ぺータオル法１ 左より搾乳手順前 清拭後 搾乳後のディッピング前

写真ペーパータオル２ではプレディップを行い､その後ペーパータオルで乳頭を拭いたものです。
乳頭を拭くときに､綺麗にしようと念入りに拭いたものです。左から順に「搾乳作業前」、「装着前」、
「搾乳直後」です。先のペーパータオル法とは異なり乳頭表面はかなり綺麗になっていますが､未だ
に細菌が存在します。「搾乳直後」にも先よりは綺麗ですが､細菌が存在します。この細菌をポスト
ディップで殺します。
写真ペーパータオル法２ 左より搾乳手順前 清拭後 搾乳後のディッピング前

以上の試験から考えなくてはいけないことは、従来の「１湯１布」法では細菌が増えることはあっ
ても、綺麗になっているとは言いがたく、直ちに止めるべき搾乳方法です。しかし、ペーパータオ
ル､プレディップ法を採用したとしても、格好だけを真似るだけではその効果は出ず､反って乳房炎
が多発することもあります。要は水の使用量を極力減らし､汚れは物理的に如何にきれにするかが重
要なのです。ペーパータオルを使用するには、物理的に綺麗にすることを考え、１枚でだめなら２
枚使用し､乳頭壁と乳頭口を確実に綺麗にする意識を持たねばなりません。タオルを使用しても同じ
事がいえます。第１行程で乳頭壁を綺麗にし､その後裏返して第２行程では４乳頭口をそれぞれ綺麗
にします。乳頭壁､乳頭口を如何にして綺麗にするかが重要なのです。格好だけの真似ではいけませ
ん。タオルを利用するのであれば、専用の洗剤があるので、そちらの利用が望まれます。定期的な
オールインオールアウトの使用法が望まれます。


