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く試験成績，研究結果>

同時拍動方式搾乳装置の特性

要 ヒー
日

吉田邦彦*

同時拍動方式における搾乳サイクル中の乳頭先端真空度は，搾乳期の44kPaから休止期は30kPaへ

と低下し，サイクル中の真空度がほぼ一定である交互拍動方式とは真空度の変動特性が異なる。既設

のハイライン及びローライン配管への適用のため配管条件に合わせた真空度調整法の必要性が示唆さ

れた一方，場内及び現地試験とも搾乳速度や乳頭先端スコア，搾乳能率に交互拍動との差は認められ

ず，交互拍動と同様の搾乳が可能であった。

1.はじめに

機械搾乳の拍動方式には，前後または左右の 2

分房ずつを交互に搾乳する交互拍動と， 4分房を

同時に搾乳する同時拍動とがあるO しかし同時拍

動は，搾乳時のライナ内真空度注1)の変動が大き

いことや， ライナスリップが頻発するなどの理由

により，導入が徐々に少なくなった経緯がある。

しかし，アイルランドの DAIRYMASTER社

で開発された同時拍動方式搾乳システム(以下，

同時拍動システムもしくは同時拍動)はこのよう

な短所を改善したとされ， 2000年前後から日本国

内への導入が進んでいる。このシステムは，同時

拍動方式において搾乳サイクル中に乳頭先端真空

度が大きく変動することを利用し，乳頭先端に加

わる負荷を柔らげる仕組みとされており，搾乳サ

イクル中の真空度の安定を図る交互拍動とは基本

的なシステム設計の考え方が異なる。本稿では開

発された同時拍動システムについて，実搾乳試験

及び模擬搾乳試験を通じて乳頭先端真空度の変動

及び苧L頭先端への影響からその特性を検討したの

で報告する。

注 1)真空度:陰圧(ゲージ圧)の絶対値

Performance characteristecs of simultaneous 

puIsation milking system 
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2. 同時拍動方式搾乳システムの概要

本システムはパーラ搾乳，特にロ ータリやスイ

ングなどミドルラインのパーラ(写真 1)での使

用が基本となる。牛床からの生乳持上げ高さは，

スイン夕、パー ラでは1400~1500mm，ロ ー タリパー

ラでは約750mmであり(表 1)， ミルクメ ータは

牛乳配管に直結される。このため，ロ ーラインの

既設パーラへユニット及びパルセータを新たに設

置する場合，クロ ーからロングミルクチュ ーブを

介して直接牛乳配管へ生乳を流下させるのではな

く，いったん牛床から 1400~1500mm の高さまで

表 1 同時拍動システムの基本仕様

牛床からの生乳持上It，8jさ (mm) 1400~1500 

N (ロータリパーラの場合) (mm) *，]750 
システム真tE度 (kPa) 48 
拍動数 (回/分) 60 
拍動比(搾乳期休止期) 68:32 

写真 1 スイングパーラ設置例
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持上げてから流下させる(写真 2)。システム真

空度の設定は， 48kPaが基本となる。クロ 一容量

は150mlと，交互拍動で用いられる一般的なクロ ー

と比較して小さし、。

写真2 ローライン既設パーラへの設置例(矢印の位置
まで持ち上げてから，牛乳配管へ流下させる)

3.試験方法

1 )場内搾乳試験による搾乳速度及び乳頭への影

響

根釧農試総合試験牛舎(タイストール)のパイ

プラインミルカ(ハイライン， システム真空度50

kPa)に同時拍動システムの搾乳ユニット(クロー，

パルセータ， ミルクメ ータ，自動離脱装置，コン

トロールボックス)を取付け， 4頭のホノレスタイ

ン種乳用牛(表 2)を供試して， 2005年10月-12

月に搾乳試験を実施した。

ミルクメ ータは，アウトレットを牛乳配管のイ

ンレットに直結して牛乳配管に固定した(持ち上

げ高さ:2360mm，図 1，写真 3)。自動離脱装

置は既設の懸架式ミルカ搬送用レーノレに水平に固

定し，離脱時流量は供試タイストールの慣行設定

404 

(407g/分)とした。

搾乳は朝夕 2回 (9: 00， 19: 00)で，前処理

は①プレディッピング②前搾り③清拭(濡れタオ

ル)の手順とした。搾乳時に乳頭の状態(色，先

端の状態〉を観察するとともに，乳頭清拭後，ク

ローの装着前に先端部をデジタルカメラで撮影し，

表 4の基準で乳頭先端の状態をスコア化した。搾

乳時間はティ ー トカップ装着完了から自動離脱装

置の作動までとし，離脱後のミルクメ ータのデジ

表 2 供試牛諸元

牛番 産次 分娩日
試験期間

(臼数)

分娩から 試験

までの搾乳腹歴

753 1 05.06.11 主に搾乳ロボ ッ卜

639 3 05.09.14 05.10.3-05.12.15(74)主にバーラ

676 3 05.09.15 主にバー ラ

613 4 05.10.10 05.10.17-05.12.15(60)パイプラ インのみ

聞に接丈;~
洗浄配管

牛乳配管
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図1 場内搾手L試験におけるシステム模式図

写真3 供試システムでの場内搾手L
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タル表示値を乳量として，I平均搾乳速度(乳量

/搾乳時間)Jを求めた。なお， 再装着後の搾乳

時間及び乳量は調査対象外とした。

表 3 場内搾乳試験用システム諸元

ーム拍動数 自動離脱牛乳配管
l~空度 (回分)拍動比 流量設定 高さ
(kpa) /(kg/分) (mm) 

50 407 1900 

表4 乳頭先端スコアと基準

スコア 基 準

滑らかな先端商に乳頭口だけが確認できる
乳頭ロの周閉に薄く 白いリングが確認できる

牛床からの
生乳持上げ
高さ(mm)

2360 

乳頭口の周囲に明瞭な白いリング状の月凹享が硲認できる
リング状肥厚のひび割れや突起が確認できる
肥厚のささくれやイポイボ化が確認できる

※) iTeat end callosity classification systemJ 
(Neりenhuis.F. 1998)を基に作成

2)現地農家での搾乳調査

同時拍動システムを導入した農家 4戸において，

シス テム設置状況，搾乳頭数，搾乳時聞を調査し

fこ。

3 )模擬搾乳装置による搾乳中の各部真空度

模擬搾乳装置に供試ユニ ットを取付けて牛床か

らの持上げ高さを変え，場内及び調査農家の実搾

乳における搾乳状態を再現し，模擬乳頭先端他各

部の真空度を調査した。

模擬搾乳装置はコンテナ，電磁流量計，電子式

バルブ，及び 4つの模擬乳頭で構成し(表 5，写

真上写真 4)，根釧農試総合試験牛舎の試験用

タンデムパーラ(ロ ーライン， 2頭単列)に接続

した。供試流体として約150Cの水を使用した。シ

ステム真空度で吸引された水は コンテナから電磁

流量計を介して電子式ノイルブを通り，模擬乳頭先

端中央の排出口からクロ ーへと流れる。流量は電

子式ノてルブの開度で制御し，乳頭先端真空度は排

出口周囲の圧力測定孔で測定した。クロ ーからの

水は，実搾乳試験に合わせて1420，1520， 2360 

mmの高さに持ち上げた後， ローラインの牛乳配

管へと直接流下させた (表 6)。

水コンテナ

「♀舷流1ifH'十

電子式パJレプ
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表 5 模擬搾乳装置の諸言

模擬乳頭
有効科虫 (L) 約50 基部直径(mm) 29.4 

H.W.L.(mm) 1030 長さ (mm) 60 

先端孔径(mm) 3.5 

床から模擬乳頭先端 420 内径 (mm) 15 

計測範囲 (L/分) 0-10 
までの高さ(mm)

只.空ポンプ

タロー
排気誌 (cc) 1550 

弁方式
ブ弁

出力 (kW) 3.7 

回転数 (rpm) 1000 

写真4 模擬搾現装置の外観

写真5 試験用模擬乳頭
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表6 模擬搾乳装置での試験設定

設 定牛床から

名称
真空度 の持上げ

高さ日1) 備 考名称

(kPa) (mm) 

出家改造 l 模擬48k1420 48 
改造設置段家

1420 
の再現

民家改造 2 模擬48k1520 48 1520 

場内試験 模擬50k152 50 
場内搾乳試験の

2360 
再現

交五拍動での
交互拍動 対日現ー交互 44k_0;'2) 44 

バーラ搾乳の再現

※ 1)新設とは異なりこの両さでミノレデメ ータには流入せず，同じ
両さを流下して計最ジャ ー に~Ij;æする

※ 2 )牛床からの持上げ両さは Dで，ク ローか ら直後計誌ジャ ーに
流下する

表 7 試験時及び前産次の日平均手L量

産次 主な搾乳方法
泌乳日数 乳fiJ::::1J

番号 (うち試験期品可)(kg/f:l) 指数

3 (再ij産次)バーラ 66日間 43.7 100 
613 パイプライン 66日門

4 (試験時) "~~~ ~~~J " rn U~~~，B~ ，\ 50.8 116 
(供試機) (8-66日開)

2 (商l産次) ロボ y ト搾乳 91l:l惜1 48.6 100 
639 バイプライン 91日間

3 (試験時) IJ~~~\' _， r 1 1"l，J J.I"l'":I~Jt=J'\ 45.6 94 
(供試燐) 09-91日日〕

2 (自íj~重次) バーラ 93日間 25.3 100 
676 バイプライン 93日間

3 (試験時) fI~ .;_p.~，\' _， (n:v(\~ ，~~Jc:n 30.4 120 
(供試機) (20-93臼同)

115日目ま で

ロポット搾乳の 187臼間
753 1 (試験時) u.  "" ~ -. ，".:-: ::.'.:: ，_" 22.5 NA 

後，パイプライン(115-187臼回〕

(供試機)

※ 1 )日平井j乳iit。指数は円ij産次を100とした

4.結果

1 )場内搾字L試験による搾乳速度及び乳頭への影

響

供試システムでの搾乳による乳量には期間中で

大きな変動はみられず，供試牛 3頭(3産以上)

の試験期間中における日平均乳量は，前産次での

4 
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40 
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20 

同じ泌乳日数と比較して同程度~約20%の増加で

あった(表7)。泌乳中期から供試した初産の供

試牛 (753)では，平均乳量は22.5kgj日と他よ

りも少なかった。

試験期間中の平均搾乳速度(乳量/搾乳時間，

kgj分)は，初産牛 (753)を除いた 3頭が2.6-

2.7kgj分，初産牛が2.2kgj分であった(表 8)。

供試システムでの試験終了後に供試 4頭中 3頭を

同じストール，同じ条件で引き続き飼養し，根釧

農試慣行の交互拍動方式(拍動比60: 40)で14日

間搾乳を実施したところ，平均搾乳速度は増加し

たものと減少したものの双方がみられ， 3頭に共

通した傾向は認められなかった(表 8，図 2)。

表8 平均搾乳速度

牛番号

613 639 676 

平均
日当i時拍動 2.6 2.7 2.6 

搾乳速度交互拍動ml) 2.9 2.6 2.3 

(kg/分) (増減) (+0.3) (-0.1) (-0.3) 

753却 )

2.2 

NA 

※ 1 )同時拍動での試験期間後，同飼養条件で14臼聞搾乳
※ 2)交互拍動でのデータなし

泌乳速度の変化では，初産-3産の 3頭 (639，

676， 753)はユニット装着後速やかにピークフロー

に達し，終盤には急激に流量が低下して搾乳が終

了する典型的な泌乳パタ ーンであった。これに対

して 4産の 1頭 (613)は搾乳終盤の流量低下が

緩慢となり， ピークフローを下回る流量で 2-4

分間泌乳したのち搾乳終了となるパタ ーンであり

(図 3)，搾乳後半においで慢性的な過搾乳状態で

あった。

4 

• 
で」hda 3 

40 。
乳母(kg) 手L五¥(kg)

図2 同時拍動及ぶ交互拍動での乳量と平鈎持乳速度
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図3 各供試牛の代表的な泌手Lパターン

15 

乳頭先端スコアは試験期間中に上昇し，各供試

牛とも試験終了時は開始時と比較して，乳頭口周

囲の肥厚がやや明瞭に確認できる程度となる傾向

が認められた(図4)が，いずれもス コア は 1 ~

2の範囲内に収まっており，明確な乳頭口の異常

は確認されなかった。 4産の供試牛 (613)は他

よりもスコアの上昇が早かったが， 日乳量が50

kgと高く搾乳時聞が長いこと，及び前述の通り

慢性的な過搾乳となる泌乳パターンであること等，

本供試牛の有する泌乳特性がスコア上昇の大きな

原因と推察された。

-0-639(45.6，試験時)

・・拭・・753(22.5，ロポット時)

一持ー 753(225，試験時)
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試験開始直後から約 1週間，供試 4頭中 3頭で

泌乳量の低下する搾乳の後半(図 5)で頻繁にク

ローを蹴落とそうとする動作(以下「蹴り J)が

認められた。搾乳中の蹴り回数は，その後 2週間

程度で徐々に減少したが，前処理時の暴れや蹴り

動作は試験終了まで継続して認められ，特に乳頭

基部への接触を嫌う傾向がみられた。また試験開

始時から，供試牛 4頭の全てにおいてクロ ー離脱

後の乳頭側面に穆血が確認された。 2頭 (676，

753) ではその後 2 週間~1 ヶ月程度で解消した

が，他の 2頭 (613，639)では，軽度の欝血が試

験終了時まで継続して確認された。

巨亙亙亙互亘

2)現地農家での搾手L調査

農家Aは牛舎新築に際して導入されたシステム

であり，すべて新規の設置であった。農家B，C， 

Dは既設パーラを改造しての導入で，配管や自動

離脱装置など既設の製品との組合せでの使用であっ

た。システム真空度，拍動数，拍動比はいずれも

基本設定通り (48kPa，毎分60回， 68: 32)で，

牛床からの生乳持上げ高さは1400~1500mmであっ

た。各農家におけるユニットあたりの搾乳能率は

3.4~4.1頭/h で，パーラ形式および作業人員に対

して一般的とされる搾乳能率と同程度であった。

なお聞き取りの結果，場内試験でみられた蹴り

や響血は生じていなかった。

表9 導入農家のシステム概要

持上げ
民家名 パーラ形式 新規/改造 両さ

(mm) 

A スイング，12D 新規 1435 

B バラレノレ，6D 改造 1450 

C へリンボー ン， 8D 改造 1400 

D へリンボーン， 12D 改造 1500 

システム氏空度 48kPa，拍動数・ 60回/分，拍動比 ・68:32

表10 導入農家における搾乳能率

民家
名 バーラ形式

作業搾乳搾乳 搾乳能率

人員頭数時間 (頭/
(頭/h)

(名) (頭) (分) ，-"，." h・ユニ ット)

A スイング12D 3 49 62.1 47.3 

B ノマラレJレ6D 3 124 171.6 43.4 

C へリンボーン 8D 2 78 71.4 65.6 

D へリンボーン12D 4 218 162.8 80.4 
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3)李L頭先端真空度の変動特性

交互拍動における乳頭先端真空度が搾乳サイク

ル中に一定であったのに対し，同時拍動では急激

かっ大きな変動が認められ，特に搾乳期のうちの

B期間 か ら休止期では43.7kPaから30.1kPaへと

急激に低下した(図 6)。しかし B期の聞では緩

やかな真空度低下はみられるものの，急激な真空

度変動は認められなかった。

交互拍動で乳頭先端真空度が常に一定であるこ

とは，乳頭先端にライナの開聞に関わらず同程度

の真空度が常に加わっていることを示しており，

実搾乳中では休止期にも真空度により吸引されつ

つある乳汁を， ライナの閉鎖のみで停止させてい

ることが窺われる。 一方向時拍動では休止期にお

いて真空度が低下するため，実搾乳中の休止期に

はライナの閉鎖により乳汁流出を停止させるとと

もに，乳汁への吸引力を低下している。

注 2) B期 拍動サイクル中で，ライナが大きく開

いた状態を保っている時間帯のこと。具体的には，

拍動室真空度とシステム真空度の差が 4kPa以内

である時間帯(図 6参照)。
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図6 模援搾手L装置による搾芋Lサイクル中の各部真空度

牛床からの持ち上げ高さによる B期平均真空度

は，農家の再現 (i模擬48k1420Jおよび「模擬

48k1520J)聞で大きな差異は認められなかった。

場内搾乳試験の再現 (i模擬50k2360J)では，低

流量域 (0.4， 0.5kgj分)では農家の再現よりも

約 1kPa高い値を示したが，流量が増加するに従

い農家の再現を下回り，流量 3kgj分では約 1kPa 
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低い値を示した。模擬搾乳試験では2360mmまで

持上げた水を牛乳配管へ流下させるため実搾乳よ

りも流路が長く，持上げ時だけでなく流下時の真

空度損失も他より大きくなる。すなわち実際の場

内搾乳試験における B期平均真空度は，再現時の

数値よりも流下時に損失する真空度の分だけ高い

ことが推察できる(図7)。
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図7 流量とB期平均真空度
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5.考察

交互拍動は，乳頭に悪影響を生じさせないレベ

ルで乳頭先端真空度を常に安定させるという考え

で設計されている。一方向時拍動は，シス テム真

空度を高く設定する代わりに，休止期の真空度を

低下させることで，乳頭への負荷に緩急をつける

設計がなされている。交互拍動と同時拍動の理論

は対称的であり互いに一長一短があるが，慣行の

ほとんどが交互拍動の現状では，同時拍動の導入

に際して参考となる情報が少なし、。

2ヶ月閣の場内搾乳試験において乳頭先端の状

態に大きな変化が認められず，導入農家での搾乳

能率がいずれも』慣行の水準であったことから，今

回の調査結果からは同時拍動は交互拍動と同等に

利用可能と考えられる。しかし場内搾乳試験にお

いては，農家ではみられなかった現象(乳頭表面

の穆血，前処理時の蹴り)が確認された。この同

時拍動システムは，現状ではパーラ搾乳での使用

を想定して設計されているが，場内搾乳試験では

試験実施の制約上，本来の設置条件(真空度48

kPa， 持上げ高さ 1400~1500mm) とは異なり，

既設のハイラインに改造を施して， 真空度50kPa，

-21-
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持上げ高さ2360mmの状態で設置した。供試した

模擬搾乳装置では，同時拍動における持上げ高さ

と真空度の関係を十分に解明できなかったが，設

置条件に起因する乳頭先端真空度の違いが，乳頭

表面の欝血や，前処理時の蹴りを引き起こした可

能性が考えられる。

本システムにおいては，牛床からの生乳持上げ

高さとシステム真空度の設定についての詳細が明

らかとなっていない。このため既設パーラへの改

造設置を施す場合には，クローから直接ローライ

ンにロングミルクチューブを接続した上で真空度

を調整するのではなく， クローから一旦1400-

1500mmの高さまで持上げてからローラインまで

流下させることで， 48kPaの真空度に対して配管

条件を合わせる形を取っている。導入農家からは，

流下部分のミルクチューブが作業時の障害になる

という意見があり，配管条件に合わせた真空度の

柔軟な調整方法が希望されている。今後の更なる

技術蓄積により，利用性の向上が期待される。
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