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緒言

周波数可変方式による乳量計測法の開発

古山隆司*・道宗直昭M ・福森功本人中)11靖夫*吋

2000-8-9 受理

* 音産工学研究部(現評栖試験部)

** 畜産工学研究部

*** 士奇玉大学工学部(現埼玉大学名誉教授)

抄録

これまで市販されているパイプラインミルカ間の乳量計は、寸法が大きく、着脱・洗浄に時

間と労力を要する、または俗体間移動時の取扱いが煩雑になる等の問題があった。そこで、日

常の搾乳作業の手順を変えることなく、簡易に手L童を把握することのできる新しい方式の乳量

計測法の開発研究を行った。

非磁性体のパイプの周りに導線を巻いてコイルを作り、パイプ内に生乳を流したとき、コイ

ルに発生する分布容蓑(静主義容量)は、パイプ内の生乳量に比例して変化する。この分布容量

の変化を検出して乳量に変換する方式の乳量計を試作し、模擬・笑搾乳試験を行った結果、実

際の乳量と乳量計の指示値との間の誤差率の平均値は5.0施、標準偏差9.05であった。実用化に

は至らなかったものの、本方式による乳釜計測が可能であると認められた。

1 研究の背景と目的

1. 1 研究の背景
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近年，我が国の畜産を取り巻く環境は輸入自由化や円

高による国際競争の激化など厳しい情勢下にある。この

ような状況の中で，生産コストを下げ¥かっ高品質な生

産物を市場に提供していくには規模拡大や個体別管理が

必要となる。しかしながら，規模拡大に比し，侶体別管

理は進んでいない。この原因としては，個体毎の飼料摂

取量，体重，搾乳量の把握ができていないことが挙げら

れる。これらのデータを把握できれば，個体毎の飼料の

必要摂取量，乾乳時期などを判断し，低コストイヒや高品

質化に貢献できる。

筆者らは飼養管理技術のうち，非接触測定が可能な新

しい乳量計測法の開発研究を行った。この計測方式とは，

ミルクパイプの外周にコイルを巻き，コイル内を生乳が

流れた時の分布容量(コイルの導線開lこ発生する静電容

量)の変化を検出し，開波数に変換して乳量を把擢する

ものである。

我が留の酪農において，餌養戸数は昭和35年の41万戸

から平成 8年には 4万 2千戸へと急激に減少するなど，

減少の一途をたどっている(図 1) I¥ この要因として

は，乳価の低迷，後継者不足，労働過重，ふん原処理問

題，畜産物の輪入自由化による輸入増などが挙げられる。

しかし，一方では i戸当たりの平均銅養頭数は増加して

る(臨 1) 11。 この厳しい状況下において，多くの酪農

家では，飼養頭数を増やすことにより生産性を向上させ，

牛乳生産のコストを削減し，より多くの利益を得る努力

をしていることが読みとれる。
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図 1 酪農の飼養戸数と飼養頭数の推移

酪農経営を存続していくためには，作業従事者の労働

過重や労働時間の短縮，製品の高品質・低コスト生産が

重要となる。労働過重や労i動時間短縮については，作業

を機械化することにより解決可能と判断される。規模拡

大による低コスト化はある程度進んでいるが，さらに低

コストイヒを進めるためには. {関体毎の乳量を把握し，

生産性の高い個体を選抜するなどの改良を進める必要が

ある。

1.2 市販の乳量計

これまでに市販されている乳量計は容積式，比較容積

式，重量式の 3つに大別することができ(函 2)へ最近

では電気伝導度と泌乳パターンから乳量を推定するタイ

プのものも販売されている。

乳量主計

(商品名)

「ミルクスケール

「金援貯留式→

L デジ51ルミルカ-

3霊蚤式一寸 「ミルコン

」積算式-1

」ミルク・オ・メ-51一

容務式一一一全蚤貯留式一一ミルクジャー

(随分式)

「ワイカトミルクメー告

「単純分流式ートメトライトミルクメー聖

比較容務式→ 」ツルーテストミルクメ'-51
」差庄分流式一一ミルコスコープ

図 2 市販の乳量計の種類

容積式ではミルキングパーラで用いられているレコー

ダージャーが挙げられる。この方式は容器外壁に目盛り

を印したガラス容器(レコーダージャー)に搾乳後の生

乳全量を溜め，生乳表面の位置を読み取って計量する田

分式のものがほとんどである。この方式ではレコーダー

ジャーの取付けを水平に保つように設置しないと誤差を

生じる。また，レコーダージャー内に生乳が入るとき泡

が同時に溜り，泡と生乳を見分けて自盛りを読み取らな

ければならないため，作業者にとって煩雑な菌がある。

しかし，構造が簡単であることから，レコーダージャー

の取付けを水平に保ち，目盛りの検定をしておくことに

よって，誤差率が:t5%に入るものも少なくない。

比較容積式では，乳量計頭部で流入する生乳の一部を

計測管に貯留，その他の生乳はミルクパイプに送られ，

搾乳終了後に計測管の目盛りを読み取り計量する。分流

する量は，全体の1.5~4. 0%前後である。この方式では

本体がプラスチックでできており，軽量 ([~2kg) か

っ可搬型であるため，パイプラインミルカでの乳量計測

用としてよく使用されている。一部の機種を除いて，誤

差率は:t5%以内であるが，構造が捜雑であり，設置・

使用方法が悪いと誤差が大きくなり，また，使用後は分

解して洗浄・消毒する必要があるなど，取扱いが煩雑で、

ある。

重量式の乳量計は，全量貯留式と積算式に分けられる。

全量貯留式は，容積式のレコーダージャーの下部にロー

ドセルを取り付けたもので，これに生乳全量を溜め，

ロードセルで測定する。計量精度は高く(誤差率:t3%

以下).乳牛の後代検定用として用いられている。

積算式は，生乳を小さな一定容量の容器(ロッキング

センサ)内に溜め，満杯になると排出し，再び生乳を溜

める操作を繰り返し，満杯容量と繰り返し回数により乳

量を求める方式である。この方式も比較的精度は高く，

寸法が若干大きいものの，持ち運ぶことも可能なため，

ミルキングパーラだけでなく，パイプラインミルカにも

使用されている。

最近市販された電気伝導度と泌乳パターンから乳量を

推定して求めるタイプは，電気伝導度を測定し，生乳の

流れ方により電気伝導度が変化するパターンと様々な牛

の泌乳パターンを組み合わせて.{自体月IJの乳量を推定す

るものである。この乳量計は，最初の搾乳時に全搾乳量
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を測定して校正を行う O 精度は誤差率が土 3%程度とな

るが，牛が乾乳近くになり乳量が減ってくると誤差が大

きくなる傾向にあり，適宜校正を行う必要がある。

1.3 研究の目的

前述した市販パイプラインミルカ用乳量計は，

が大きいJ. I着脱・洗浄の手間がかかるJ. I f自体間

移動時の取扱いが煩雑であるJ. I定期的な校正が必要

である」などの問題がある。そのため，日常的には乳量

計による個体別の乳量チェックは行われず，月に一度程

度チェックする例が多い。しかし，規模拡大に伴い，経

営の合理化を図るためには，個体丹1Jの乳量を的確に把握

し，給飼と結びつけることにより生産性の向上を図るこ

とが重要であり，簡易に乳量を測定できる乳量計の開発

が求められている。そこで，本研究では，日常の搾乳作

業の手)1墳を変えることなく，簡易に乳量を損IJることので

きる新しい方式として，非接触式で運搬・着脱などの取

扱いが容易な乳量計測法を開発することを目的として

いる。

2 周波数可変方式による乳量計測方法

本研究は，昭和60年度~平成 2年度に「乳量計測法の

研究」として基礎的な検討を実施した。この間，パケッ

トミルカに試作した乳量測定装震を装着して模擬・実搾

乳試験を行い，その可能性を検討してきた。乳量計測の

可能性は見出されたものの，環境温度による影響や装置

としての安定性等の問題が残された。そこで，残された

開題も含め，パイプラインミルカに対応するため，平成

3 年度~6 年度に「周波数可変型乳量計の開発」として

新たに研究を行った。この研究では，既往の研究成果及

びパイプラインミルカにおける使用条件をもとに，回路

の構成の晃覆しゃ乳量計の構造を決定し，試作機による

模擬搾乳及び実搾乳試験を行い，動作確認，計量精度な

どについて検討した。以下では主に「周波数可変型乳量

計の開発Jにおいて行った研究内容について報告する。

2. 1 既往の研究成果

昭和60年度~平成 2年度に行った「乳量計測法の研究j

における試験の結果を以下に記す。

① ガラス製の試験管の外周にエナメル線を巻いてコイ

ルを製作し(試験管の外径30rnrnφ ，内径27rnrnφ ，コイル

巻数30回，基準発振器の発振周波数 5MHz) .試験管内

に生乳を入れて発振させた結果，向調周波数のズレは数

10kHzの範間にあった :¥J。

②非磁性体であるアクリルパイプ(外径26rnrnφ)の外

周にコイルを巻き(巻数30田).検出発掘回路(発掠毘

波数 5MHz)へ組み込んだ。検出発振回路，基準発振屈

路，混合器，検波器，低域通過フィルタ，そしてコンパ

レータで構成した乳量計測試験装置(以下.BMM-Plとい

う。)を試作し，パケットミルカに設置した。 BMM-Plに水

を流し，平均流量に対する積算カウント値のばらつき

( (測定{直一平均値) x 100/平均値))を調べた結果，

ぱらつきの幅は 14.O~ 19.0%の範囲にあり，標準偏差

は::1=10.7%であったい。

③ 本方式では流速が一定であることが前提であるため，

ミルクパイプ内を流れる水の速震を調べた。パケットミ

ルカへ接続するミルクチューブにアクリルパイプ(外径

26rnrnφ ，内径17rnrnゆ，全長300rnrn)を接続し，真空庄，

パルセータ，水の流量を変えてパイプ内を流れる7}(をビ

デオ掻影し，コマ送りによる映像解析を行った。流速は

真空圧，パルセータ，水の流量などの条件による影響は

少なく，各条件での平均鐘は2.1~2.5m/sの範聞にあり，

およそ一定であった 5)。

④ BMM-Plに7}(.スキムミルク，バルククーラから採取

した生乳，搾乳後の生乳を供試して，それぞれ10秒間毎

の積算カウント値と流量との関係を調べ，検量線を作成

した結果，各(共試材料の検量線は異なった 61

⑤ BMM-Plによる模擬搾乳試験では，環境温震の影響か

ら発掘周波数が安定しない傾向にあったい。

⑥ 計調1]部のミルクパイプをテフロン管にすることによ

り，パイプ内への残乳が少なく，ベース周波数(基準

儀)の変動が少なくなった。本方式の乳量百十を使用して

搾乳する場合，搾乳前後にミルクパイプ。内に生乳が残っ

ているとベース周波数が変動して誤差の原因となるため，

コイルを巻くパイプの材質としては接水性に壁れたテフ

ロンを用いることとした7¥

⑦ 検出発振自路は，環境温疫の影響を受けやすく，

回路のコンデンサを温度補償問にすることにより，ベー

ス周波数変動を少なくすることができた"'。他の回路に

ついては，環境温度が変化してもあまり影響を受けな
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かった。 μ=μ0・μS (2) 

⑧ BMM-P1への供給電源電圧の変動による影響を諦べた

結果，気j晶14tの場合， 8.93 V ~9. 25 Vでの出力は

16. 74~2 1. 3kHzで、8.93V以下，及び9.25V以上では出力

がなかったことから，供給電源電圧の安定化が必要であ

ると考えられた 31。

⑨ 実搾乳試験は搾乳直後の生乳による検量線を用いて

行った。その結果，ティートカップを 3~ 4本装着した

場合，計調IJ値と秤量{霞がおおむね一致した il。

2. 2 計測の原理

本方式の乳量計i&IJ法は，導線を巻いたパイプ内に生乳

を通過させ，通過時にコイルのインダクタンス L及び導

線問の分布容量 lい(静電容量) Cの変化を検出すること

により乳量を計測する方式である。

巻数N

生乳

比透磁率μ， 7l<. : O. 9999912 
台
叩
凡吏 : 1. 00000365 

透磁率μrμs・μG

(ただし、 μ0=4π ・μ010-7H/m)

インダクタンスし =2μπa3(NI 1) 2 

図 3 コイルのインダクタンス

パイプ外j習に導線を巻、き，コイルを作ったとき(図 3) 

コイルのインダクタンス Lは次式で表される I0 ) 

L=2μπa:l (N/I) (l) 

μ:透磁率 a コイルの半掻 N:コイル巻数

コイル長

μ。47てx1 0 

μs .比透感率

(真空の透磁率)

(1)式より， Lは透磁率μにより変化することが分かる。

μは(2)式で表され，比透磁率μ，(こより変化するが， μS

は物質により異なるため，コイルの芯の材質やコイル内

の物質により μが異なる。また， μはコイル内の物質の

量によっても変化する。例えば，コイル内に牛乳と空気

が混在している場合，牛乳には牛乳菌有の比透磁率があ

り，また，空気にも空気国有の比透磁率があるため，牛

乳と空気の混在割合で透磁率が変化する。主な物質の比

透磁率μsを表 1(こ示す。

表 1 主な物震の透磁率μs

物 質 μs 

真 こクこ'r:! 

酸 素 1. 0013 

空 λヌ<i. 1.0003 

水 0.9999912 

純鉄 200~300 

フェライト 1O~ 10000 

また，コンデンサの場合の静電容量C(キャパシタン

ス)は次式で表される。

C=E' S/d 

E 誘電率

S :電極の対向面積 d:電極間隔

ε E 0・ε (4)

(3) 

E 0 : 1/μo C 02 = 8.854 x 10-I 2 r 1m 

(真空の誘電率， C 0は真空中の光速)

ε 誘電体の比誘電率

Cは誘電率 Eにより変化し Eは(4)式で表される。すな

わち ，Eは比誘電系 εsにより変化する。しは物質固有

の備があり，電極間の物質が変われば E. Cが変化する。

主な物質の比誘電率しを表 2に示す。
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表2 主な物質の比誘電率 εs

ヰ初 質 E ， 

~ご ニワに甘

空 メヌ~ し0006

紙 Z~5 

油 3 

|水 80

コイルの分布容量は，コンデンサの静電容量と同様に

コイル内(巻線開)の物質により変化する。また，コイ

ル内に複数の物質が混在する場合，例えば，牛乳と空気

が混在する場合には牛乳と空気の比誘電率が異なること

から，混在割合によって分布容量が変化する。

コイルの中に空気と混在した状態、の生乳を一定流速で

流したとき，生乳の量によりコイル内の生乳・空気混合

液の透磁率及び誘電率は変化する。この透磁率・誘電率

を検出することができれば生乳の流量を推定することが

可能になるが，透磁率・誘電率を簡易に検出することは

混合してうなり居波数を発生させ，うなり周波数を検波

器で検波した低周波信号として取り出す方法である。

2.3 回路の構成と流れ

回路のフ"ロック図を図 4に示す。非磁性体のパイプで

製作したコイルとコンデンサを組み合わせてLC発振器

を檎成する。 LC発振器を組み込んだ検出用発振回路の

出力信号 f，(検出発振周波数)と 5MHzの水品発振子を

組み込んだ基準発振回路の出力信号 LC基準発振周波

数)を混合する。混合された信号は If ，-f 2 Iの成分

に変調されたもの(うなり)となる。 If， f 2 Iの成

分を検波器で検波し，正弦j皮に変換する。正弦波に変換

された信号は高周波を含んでいるため，低域通過フィル

タにより高周波成分を取り除き， {丘賭波成分の波形に変

換する。コンパレータでTTLレベルの矩形波に整形し，

周波数カウンタにより一定時間カウントする。得られた

カウント値をコンビュータにより予め求めた検量線に代

入して誤算乳量値を求める。

困難で，実用的で、はない。そこで，透磁率及び誘電率は 生乳

インダクタンス及び分布容量と比例関係にあることから，

L及びCを検出することにより，泡を含んで流れる生乳

の流量を測定することが可能で、あると推定した。ただし，

コイルを構成するミルクパイプに髄性体を用いると，ミ

ルクパイプ内の物質の透磁率よりもミルクパイプ自体の

透磁率の方が大きく，内容物の透磁率を検出する事が困

要監になるため，手同益性体のミルクパイプを用いることと

した。

コイルとコンデンサでLC発振器の共振囲路を構成し

て発掠させ，コイル内に生乳を流すと，生乳の量に比例

してコイルのインダクタンスL及び分布容量Cが変化し，

さらに共振回路の発揮周波数も変化する。発振周波数を

一定時間積算し，積算した発掠周波数と時間内に流れた

生乳の量との相関から，パイプ内を流れる生乳の量を推

定する。ただし， L C発振器の共振回路における発振周

波数の変化は微小で、あり，そのまま検出するのは難しい

ため，微小な変化を検出する方法としてヘテロダイン法

， ，)を用いた。なお，ヘテロダイン法とは，検出発振器

から出力される信号と基準発振器から出力される信号を

Af -If，-I.I 

図4 乳量計器路のブロック図

3 乳量計試作のための基礎試験

3. 1 乳量計の感度向上

コイルのインダクタンス Lは，コイルの巻数やコイル

ピッチ，コイルの径などの条件により変化する。コイル

の条件を変えることにより乳量計の感度も変化すること

から，乳量計の感度を向上させ，安定した発様が得られ

るコイルの条件を求めることとした。なお，感度は，コ

イルの芯となるパイプ内に試料が空の場合と、満たされて
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いる場合の発振周波数の差と定義した。

乳量計の感度を上げる方法として発撮周波数を高くす

ることや， コイルのLを大きくすることが挙げられる。

発振周波数については既往の研究により 5MHzが適当と

認められた 11。試作する乳量計は，既設のパイプライン

及びディストリビュータを利用するため，乳量計のミル

クノTイプf歪はディストリビュータのミルクパイプ径によ

り制限される。本試験では制限を受けない項目について

条件を変更して， しゃ次項に示す選択度Q，感度等につ

3) 15) 
。2' いて調査した。

3.2 選択度

様々な周波数の信号が漉在している借与の中から，希

望信号を選び出す能力を表す指標としては，選択度 15)

(5)式で表すことができる。

(5) Q-f  o -ー
ムf

Q:選択度

f 0 :共掠点の周波数

M:共振点での電流値の1/-fiになる点の周波数脂

Qは値が大きいほど検出能力が高くなることを意味して

いる。共振田路に電流(又は電圧)をかけて発掘させた

時， ある周波数foで電流(又は電圧)値が最大になる点

(共振点)がある。 Qは共振周波数f。と共振点の電流値

の1/-fiになる点の周波数幅Mの比として求められる。

また，回路定数と Qの関係は(6)式で表すことができる。

(6) Q-XL-ωoL 2πf 0 L 
一一一一一一R R R 

XI. :コイルのりアクタンス (Q)

R :抵抗 (Q)

ω。:共振点での角速度

L :コイ lレのインダクタンス

(6)式より QはLとRの比であり， Qを大きくするため

にはLを大きくするか，抵抗値Rを小さくする必要があ

る。 ただし，感度を上げるために Lを大きくすると Qも

大きくなるが， コイル内の物質により使用可能な周波数

の範屈があり，感、震やQを上げすぎると発振が安定しな

くなることが分かった 17，。

3.3 

3.3. 1 

コイルの条件

試験方法

内径15問問φ，外径26.5棚ゅのテフロンパイプを芯とす

るコイルを製作し，検出発振回路と組み合わせた(園

5 )。検出慎IJコイルの条件を変えて， インダクタンス L

やQを測定した。変更した条件は，導線の線径，

ピッチ，巻数とした(図 6)。

ミルクパイプ
生手L

図 5 コイルと検出発掠回路

盟6

。持らめ沿蹴腕 ) 
ムH111  

コイルの最適条件調査項目

コイ jレ

また，各条件のコイルをBMM-P1に組み込み，装置全体

としての感度を調査した。

コイル条件及び測定器を表 3，4に示す。

表 3 試験条件

コ 材質 テフロン
イ
)~内径(醐) 1 5 

心外後(棚) 26. 5 

7線復{胴) O. 7、1.0

ルピッチ(醐) O. 8 、1.2、1.5
条

件 巻 数 ( 図 } 11、13、17、J9 、22、25、27、30、32
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巻数は同線佳，間ピッチの場合，巻数が数巻3) 器
~山、

五五;~IJ 表 4

多いほど感度が良くなった(関 8)。巻数30回，線径し O

コイルピッチ1.5棚の時のQは105であり，発撮がmmφ ， 

感度最高値を示した巻数32回，線径安定していたが，

コイルピッチ1.2mmの時のQは98となり，発振o. 7mm4> ， 

したがって，安定した発振を得るた

めには， Qを少なくとも 100以上にする必要があると考

が安定しなかった。

電 メーカー 自作

入力(V) AC100 
源 出力(V) DC12 

Q 
メーカー YHP 

メ 型式 4340A 

Q涜IJ定範殴 5-600 (確度士 7-15%)
タ L浪IJ定範函(mH) 0.00009-120 (確度約3%)

力周 メーカー i明ATSU
ウ波 裂式 SC-7201 
長数

測定範囲(Hz) 0.001-200.000.000 
えられた。

本試験では，巻数30田で安定した発振が得られ，感度

も良好であったが，コイルを製作する場合，発掘状況を

確認しながらコイルの巻数を決める必要があることを認

めた。3.3.2 

導線の線径0.7附めとし O悶 φで発振させ

た場合，感度の変化は小さかった。通常，導線の線誌が

太いほど、導線の抵抗が小さくなるため， Qが大きくなる

試験の結果と考察

線径1 ) 

120 コイルサイズや加工等の面そのため，といわれている。

100 から，線径は1.0 mmφ前後を使用すると考えた場合，試

一 一一一一一一一一一よしQ 80 (
N工
ぷ
)

験の範囲の線径で、は感度への影響は小さいと判断した。

コイ Jレピッチ 60 
世話

鵠

コイコイルのLが同桂度の場合，2) 

40 
コルピッチが広くなるほど感度が良くなった(図7)。

O 
-0一一一一一 一一20 

また，感度イルピッチ1.5mmで、安定した発振が得られ，

O 

O 
コイルピッチを1.5mm以上にすると，も良好であった。

30 20 

コイルの巻数(図)

10 

コイルのサイズをより感度が向上する可能性はあるが，

考慮すると， 1. 5mmが妥当と考えられた。

コイル巻数と感度の関孫思 8

要;商3.4 

パイプラインミルカ用の乳量計を試作するに当たり，

基礎試験として，検出コイルの条件について検討した。

コイルの経や長さなど乳量計の感度を向上させるため，

コイルピッチ，巻数につ

いて試験を行った。試験条件の範屈では線径は感度に影

響を及ぼさず，コイルピッチは広く，巻数は多いほど感

度が向上することが判明した。しかしながら，安定した

o L=4.7μH 

E霊L=10.3μH A 一一一
A 

Aし=13.0μH

E富
E語

。。
一一一~一 一一一一一一山一

100 

80 

制限のある項目は除き，線径，
60 

40 

(
N
Z
4
)
M也
捕
出

20 

発振をさせるためにはQを100以上にするようにコイル

ピッチ，巻数を決定する必要があることを認めた。1.5 

スン

川
町
仲

間
吋
メ

1

引
か

ツ
レ

ゼ
凶

レ

j

e
s
'
d
4
1
 

イ
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5
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』

nu

、，J注

o 
o 

乳量計の試作

試作の基本方針

4 

4. 1 

パイプラインミルカ用の乳量計を試作するに当たり，

コイルピッチと感度の関係図 7
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次の条件を基本方針とした!;ll 
ろ1 I t!) 

① 運搬・取付けなどの取扱いが容易

② 通常の搾乳作業において，常時乳量計測が可能

③ {題体別乳量などのデータをパソコン等で処理・記録

することが可能

また，構造・部品の注意、点は以下の通りである。

① 計測部のミルクパイプの材質

パイフ。内壁面への生乳の付着を防ぎ，ベース周波数の

変動を抑えるため，計測部のミルクパイプはテフロン管

とする。

② 検出発掠回路の温震補{賞

検出発掘田路のコンデンサには，環境温度変化の影響

を少なくするため，温度補償用を用いる。

③ コイルの条件

乳量計の感、度を向上させ，安定した発掠を得るために

はコイルピッチを広くし，巻数は発振が安定する範囲内

で多くするが，コイルサイズは大きくなりすぎないよう

考慮する。

④ シールドケースの構造等

本手L量計の回路は，高周波のアナログ田路のため，周

囲の金属や人体など外部からの影響やコイルと回路との

聞に浮遊容量が発生するなど相互の影響が考えられる。

そのため，コイルのケースはニ重構造とし，コイル用

ケースと回路間ケースは別にする。また，コイルと回路

の接続は，プリント基擦を用いて配線を同定する。

4.2 乳量計の試作

乳量計の試作は，前記基本方針に従って行い，コイル

条件の決定及び取扱いの面から，装量のコンパクト化に

努めた。

コイルの条件は，当初，線往0.7mm<T.コイルピッチ

1. 5mm.巻数30副として装置に組み込み感度を調べたと

ころ.BMM-P 1ほどの値が得られなかった。対策として

巻数を44回に増した結果，感度は150kHzと大植に向上し，

発振も安定した。

乳量計のコンパクト化については，基板のサイズを小

さくすることを検討した。基核サイズはBMM-P1で使用

していた70x100mmから60x65開聞に変更したが， この変

更により回路が発振しなくなった。原国としては，基板

サイズを小さくしたことによって配線開隔が狭まり，配

線開に浮遊容量が生じ，自路のバランスが崩れたためと

考えられた。本方式は高閣波のアナログ囲路であり，配

線間隔の影響を受けやすいという面があるため.BMM-P1 

と同様なサイズに戻した。

4.3 試作装置の概要

試作した乳量計(以下.PLM-P2という。)を国 9.主

要諸元を表 5に示す 1.11 !5)。

匿s乳量計 PLM-P2

表 5 PLM-P2の主要諸充

基板サイズ(mm) 115X 89 
パイプ内径(冊m) 15 
パイプ外径(四m) 20 

コ
コイルピッチ(冊m) 1.5 

イ
コイル巻数(回) 44 

;lノ

コイル線筏(冊m) O. 7 
コイル全長(蜘) 89 

ケ 検出部(縦×横×官; 92x80x 156 

ス 回路部(縦×横×奥(行叩m)) 96x59x 130 

PLM-P2は，パイプラインlこ接続するディストリビュー

タに取り付けることにより一体化し.PLM-P2の着脱・洗

浄及び持ち運びは，通常の搾乳ユニットと同様になった。

洗浄は，通常の搾乳ユニットと同様に，ティートカップ，

ミルクチューブに洗浄液を流すことにより装賓のミルク

パイプ内も洗浄することができる。回路部と検出部は相

互の影響をなくすため，別ケースになっている。験出コ

イルは，ディストリビュータのミルクパイプに接続・園

定し，検出コイルの反対側端に搾乳ユニットのミルク

チューブを接続する。田路は，基本パターンをBMM-P1と

同様にし，コンデンサ容量等は発振状態、を確認しながら

調整した。
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電椋(DC9V)は外部から供給する仕様になっているた

め，月IJ途，安定化電源を用いている。また.PLM-P2は，

生乳流量の検出から矩形波出力までの回路であり，周波

数カウンタ部及びデータ処理部は月IJ途市販の間波数カウ

ンタ及びパーソナルコンビュータを用いた 14) 15)。

4.4 摘要

基礎試験の結果をもとに検出コイルの諸元を線径O.7 

脚。，コイルピッチ1.5悶m. 者、数羽田と定め，パイプラ

インミルカ用の乳量計PLM-P2を試作した。 PLM-P2は，

ディストリビュータと一体となり，運搬・洗浄等の操作

が容易となった。ただし，電線及び周波数カウンタ部，

データ処理部は含んでおらず，市販の製品を用いた。

5 模擬搾乳試験

PLM-P2の作動状況を調べるには，実擦の搾乳と同じ条

件で試験を行う必要がある。

パイプラインミルカによる実際の搾乳では，搾乳及び

生乳を搬送するためのパイプラインが畜舎内に設置され

ている。パイプラインには真空ラインとミルクラインの

2本があり，真空ポンプの真空圧により関ライン内は負

圧になっている。パイプラインの途中には，牛床の位量

に合わせて，ミルクタップが設置されている。ミルク

タップにティートカップユニットを接続し. 4本の

ティートカップを乳頭に装着して搾乳を行う。真空ライ

ンの負圧によりパルセータを作動させ，乳頭を 2本ずつ

交互に搾乳する。搾乳された生乳は，ミルクラインを

通ってバルククーラへ送られ，貯留・保冷する。

簡易にPLM子2の性能を把握するため，実搾乳を模擬す

ることのできる試験装置を実験室内に製作・設置して，

模擬搾乳試験を実施した 1.1) ! 5) 

5. 1 模提搾乳試験装置

模擬搾乳試験装置(図10.11)は，真空ポンプ，パイ

プライン(ミルクパイプ，真空パイプ).ミルクタップ，

模擬乳頭，試料流量調整バルブ，実乳量測定用電子秤な

どで構成されている。ミルクタップが取り付けられてい

るパイプラインは，一般の搾乳施設と間様lこ1.8mの高

さとした。ミルクタップにPLM-P2をセットし，ミルク

チューブ，ティートカップユニットと接続する。

ディストリゼュータ

真空ライン | 草噺十掛但

翼'1Il，ポンプ

菌10 模擬搾乳試験装置の概要図

密11 模擬搾乳試験装寵

パイプラインは，真空ポンプ及び謂圧器により，真空

圧が46.7kPa (35cmHg)に調整され，試料(7J<，模擬手L.生乳

など)を試料パケットから吸引する。試料は，流量調整

バルブで流量調整されて模擬乳頭から流れ出す。ティー

トカップ，ミルクチューブ.PLM-P2を通過した試料はミ

ルクパイプを流れて試料受用のパケット lこ貯留される。

実際の乳量はパケット下の電子秤により，単位時間ごと

に測定して求める。 PLM-P2からの出力 00秒間毎の積算

カウント値)とパケットに貯留する生乳量は，リアルタ

イムでパソコンに取り込まれる。

なお，模擬搾乳試験に用いた測定器の主要諸元を表 6

に示す。
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表 6 模擬搾乳試験用測定器の主要諸元

ミルクライン ステンレスパイプφ50.9xφ48.8 

真空ライン VP-40 

搾手L真空圧 35 cmHg 

真実畿き豊穣 サーボ式真空調整器開S-150-A

裂 式 DK-12F 

震ま j原(v) =相 200

真空 モータ (kW) O. 75 

発生
3草 王!!} 名 員百A-750A

空 方 式 給油式傷心可動潔ロ-~リ型
装霞 ポ 回転速度 (rpm) 1. 100 

ン携気量(35cmトセ待)
310 

プ (NL/min) 

間波数カ

メーカー 岩崎通f撃機
裂 式 S C-7201 

測定範飽(Hz) O. 001̂'200， 000， 000 

ウ 加算百十数容蚤 999，999，999 
~ ‘ 

入力電夜(V"'，) O. 06~ 3 
タ

外部出カ GP-j.B 

メーカー OHAUS 
議 忍I 式 む0-PL60

子 測定方式 ロードセル方式

蒋 最大手平蚤i護(kg) 28 

務取限度(kg) 0.01 

安定
メーカー 間ETRO封IX

裂 式 DMD18-1. 5 
{む

出カ澄圧(V)震Z Ô'土 18
j原 澄 流(A) 1.5 

メーカー HEWLETT PAGKARD 
PC 

型 式 H P9121 

5. 2 PLM-P2の性能

試作したPLM-P2の性能を把寵するため，試料を流した

場合の流量と積算カウント値の関係を調査し，パケット

型乳量計BMM-P1の結果と比較した。

5.2. 1 試験方法

試料に常温 (ITC程度)の水を用い，模擬搾乳試験装

蓋lこPLM-P2を装着した状態、で、試料を流し，流量調整パル

ブ開度により流量を o~7. 9kg/minの範閤で，流量に対

する 10秒間毎の積算カウント値を求めた。設定真空圧は

46. 7kPa (35cmHg)とし， i流量設定値に対して10田程度

の反復試験を行い， その平均績を流量に対する積算カウ

ント値とした。流量は，試料受用パケットに流れ込む試

料の質量を 10秒間毎にパケット下の電子秤により測定し

て求めた。

5.2.2 結果と考察

PLM-P2はBMM-P1に比べ，流量に対する積算カウント値

が大きかった(図12)。感度についても， PLM-P2では

BMM-P1の約2.5倍で，感度の向上が確認できた。
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図12 PLM-P2の性能

試料温度変化に対する作動状況

O 

1.5 

BMM-れでは，環境温度や試料温度の影響を受け，出力

が安定しないという問題点があったので， PLM-P2では検

出発掠回路の一部のコンデンサを撮度補償用にして温度

対策を施した。 PLM-P2の温度対策の効果を把握するため，

試料温度を変化させた場合の流量と積算カウント値の関

係を調査した。

5.3. 1 試験方法

試料として水を用い，模擬搾乳試験装置にPLM-P2を装

着して試料を流し，流量と 10秒間毎の積算カウン卜値を

測定した。試料の温度は14，30， 39
0

C，流量は流量調整

バルブにより o~ 8 kg/minとし，パケットに流れ込む

量をパケット下の電子秤で測定した。

5. 3. 2 結果と考察

試料温震が14
0

Cでは， 30t， 39tに比べて同一流量に

対する積算カウント値が低くなったが，30
0

Cと39
0

Cでは

ほぼ同様な傾向にあった(図13)。試料温度14tと30t

及び390Cでは結果が異なり， iAi震の影響を完全に取り除

くことはできなかったが，実搾乳時の生乳温度は35
0

C前
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0.0 

生乳は，オくに比較して，設定流量に対する積算カウン
流量 (kg/l0s)

ト値が高かった。逆に，積算カウント臨に対する流量変試料温度による影響毘13

イヒが小さいことから，小さな流量変化を把揮できると考

えられた。また，生乳の模擬搾乳試験結果を用いて最小摸擬搾乳試験5.4 

ニ乗法により指数関数の曲線で近似し(図15).模擬搾

乳での検量線とした。流量に対する積算カウント値のば

PL仙P2の性能や試料温度の影響を調べた結果，生乳に

おいて，乳量を測定できる見通しが得られたことから，

生乳を用いて模擬搾乳試験を行うこととした。 らつきは小さく，回帰の寄与率R'は0.9707であった。

去方5.4. 1 

水

1.5 

供試試料としてホルスタイン種搾乳牛から搾乳した生

乳を用いた。供試試料はバルククーラ内で冷却されたも
(
叫
。
戸
¥
M
W
V
{
)

のではなく，パケットミルカを使用し，冷却しないもの
1.0 

を用いた。 PLM-P2をセットした模擬搾乳試験装震に生乳

を流した。生乳は，流量調整パルフにより流量を O~

哲さ
1. 2kg/IOsの聞では段階に変化させ，各流最条件での10

0.5 
秒間毎の積算カウント値を測定した。試料受用パケット

に流れ込む生乳:をパケット下にセットした電子秤により

10秒間ごとに測定し，設定流量とした。試料の生乳は，

1500 1000 500 

0.0 

O パケットミルカにより搾乳して，バルククーラに貯留し

10秒間毎の積算カウント値(X 103) 
ないものとし，生乳温度を36~390C に調整して供試した。

模擬搾乳試験における検量線関15結果と考察5.4.2 

生乳を用いた模擬搾乳試験を行い，設定流量と 10秒間

毎の積算カウント値を水での模探搾乳試験結果と共にプ

ロットした(図は)。
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5. 5摘要

試作したPLM-P2は，パケット型乳量計と比較し，感度

及び測定精度が向上し，試料温度30~390C の範囲におい

て温震の影響が少ないことが確認された。また，模擬搾

乳試験の結果から，積算カウント値に対する流震を対数

関数で近似した検量線は，自帰の寄与率が0.9707と高い

値を示した。

6 実搾乳試験

PLM-P2を用い，実作業での性能調査及び問題点摘出の

ため，酪農家において実搾乳試験を行った 7} I 8) 

6. 1 実搾乳試験装置

実搾乳試験装置は，乳量計・搾乳ユニット取付高さ，

取付角度などの条件を通常の搾乳と同様とした。しかし，

搾乳後の生乳はパイプラインには流さず，月IJ途貯留して

単位時間当たり搾乳量を測定できるようにした。また，

試験装置は，パイプライン設置の牛舎内において，繋留

されている乳牛を移動させることなく搾乳試験を実施す

るため，移動可能なものとした(図16.17)。

ミJレfフライン 乳量計 PLM-P2 ロードセルカウン9

図16 実搾乳試験装置の概要函

菌17 実搾乳試験装置

試験装置は，装置台，ロードセルを組み込んだレコー

ダージャー，乳量計・搾乳ユニットをセットするミルク

タップ，ロードセル指示計，潤波数カウンタ，パソコン，

試験終了後の生乳を受けるパケット及び最終乳量を測定

する電子秤などで構成されている。牛舎既設のパイプラ

インの真空庄を利用して，ミルクチューブで接続されて

いるレコーダージャー内を負圧にし，搾乳に利用する。

また，レコーダージャーは，ミルクチューフにより

PLM-P2をセットするミルクタップと接続されている。テ

ィートカップを乳頭に装着して搾乳を行い，搾乳された

生乳はPLM同 P2を通り測定された後，レコーダージャーに

一旦貯留される。試験中に貯留される生乳は，レコーダ

ージャーの下部に設置されたロードセルにより乳量増加

護が測定され. 10秒間毎のデータがリアルタイムでパソ

コンに取り込まれる。 1頭の試験が終了する毎にレコー

ダージャー内の生乳をパケットに排出し，パケット下の

電子秤により実搾乳量を確認する。

なお，実搾乳試験装震の主要諸元を表?に示す。
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った。 10秒間毎のPLM-P2出力である積算カウント値のiRI]実搾乳試験用測定器の主要諸元表 7

定. 10秒間毎の実乳量，終了時の全乳量を損1]定した。積

算カウント{直及び実乳量等のデータはパソコンによりデ

ータ処理を行った。

検量線は10秒間毎の積算カウント値をX.10秒間毎の

乳量をYとして，最小二乗法により求めた。

6.2.2 

搾乳した生乳量をレコーダージャー下部のロードセル

で測定し，さらに搾乳終了後レコーダージャー内の生乳

全量をレコーダージャー下のパケットに排出して電子秤

で全乳震を測定したが，時測定値は異なるものであった。

ロードセルでの測定憶に誤差があるこその原因として，

とが考えられたため，以下のような補正をすることとし

このとき，レコーダージャーでの10秒間毎の乳量測

定値は，一定割合で誤差を含んでいると仮定した。

ャ日ンがノコレ電子秤の値を積算実乳量Mとして，

で、の積算乳量IDmとの割合から，補正係数aを(7)式によ

り求めた。また，レコーダージャーで得られた10秒間毎

の乳量ID，に補正係数aを乗じ. 10秒間毎の補正乳量IDh

(7) 

を(8)式により求め. 10秒間毎の実乳量とした。

ロ1m
a= M 

乳量測定値の鵠正

fこ。

ロ メーカー 共和電業

型 式 L M-20KA 
ド
セ 定格過重Ckg) 20 
lレ 数 量 3 

メーカー ユニパルス
ロ指

型 式 F 8 5 0 
ド示 最大秤量{直 99999 
セ

最小自盛 1. 2. 5. 10. 20. 50. 100 ル計
外部出力 RS-232C 
メーカー 岩崎通信機

周
型 式 S C -7201 

波数
測定範囲 (Hz) 0.001--200.000.000 

カ
加算係数容量 999.999.999 ウ

ン 入力電庇(Vp -p) 0.06--3 
タ

外部出力 GP 1 B 

メーカー OHAUS 
電 型 式 1 -1O/PL-150 

測定方式 ロードセル方式

秤
最大梓量値(kg) 70 

読取限度 (kg) 0.02 

安 メ ーカー METRONIX 
r忌~ 

型 式 DMDI8-1. 5 
イヒ

出力電圧 (V) 0--:t18 電
j原 電 流 (A) 1.5 

メーカ ー NEC 
PC 

型 式 PC-9821Ne 
:補正係数a 

IDm レコーダージャーで測定した積算乳量 (kg)

:積算実乳量 (kg)M 

検量線の作成

模擬搾乳試験で作成した検量線は，回帰の寄与率が

0.9707と高い値を示したことから，

6. 2 

これを用いることも

(8) 

IDx レコーダージャーで測定した10秒間の乳量(kg)

IDh=IDxX a 

IDh : 10秒間毎の補正乳量 (kg)

しかし，搾乳後バルククーラ等に一

時貯留し，加温処理した生乳と搾乳中の生乳では，検量

線が異なる結果 6)が得られていたため，実搾乳での検量

線を求める試験を行った。

一方法ではあった。

(7). (8)式より得られた10秒間毎の実乳量IDhを積算する

(9) 

ことにより，積算実乳量Mmを求めた。

=乞 IDh口 MMm= I: (ID玄 X a) 

k:搾乳時間 (s)/10 (s) 

土品

酪農家において. 4頭のホルスタイン種搾乳牛を供試

し，実搾乳試験装置及びPLM-P2を用いて検量線を求める

ための試験を行った。供試牛は，乳薦炎等の疾病がなく，

4乳頭全部から搾乳できるものを選定するようにした。

方6.2. 1 

PLM-P2を通過した生乳は，レコーダージャー上部入口

から流れ込み，落下時の衝撃により 10秒毎の実乳量測定

試験は.PLM-P2をセットした実搾乳試験装置を牛舎設

置のパイプラインに接続し，搾乳ユニットを装着して行
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備が若干変動し，これがレコーダージャーの測定信の誤 は少ないと考えられる。一方，実搾乳試験では. 10秒間

差となると考えた。 のカウント中においても流量が変動し，また，検出と実

乳量測定の間に若干のタイムラグがあることから，流量

6.2.3 結果と考察 と積算カウント値との関係に若干，影響を与えている可

4頭のホルスタイン種にPLM-P2を供試して得られた積 能性がある。

算カウント値と，乳量データから，最小二乗法を用いて

検量線(図18)を求めた。 6.3 実搾乳試験

PLM-P2の性能を調査するため，実搾乳での検量線を用

いて実搾乳試験を行った(国19)。
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函18 実搾乳と模提搾乳との検量線の比較

Y = -3. 93x 10-"・X"+1.01 x 10';' X2一色98x10'"・X十1.43 (10) 

Y:換算乳量 (kg)

X:積算カウント値/10"

検量線は.(10)に式に示す 3次式となったが.Xが527

付近において換算乳量がほぼ Oになった。この値を下回

る積算カウント値を制式に代入した場合，積算カウント

値が減少するに従い換算乳量が増加することになるため，

Xが527以下の場合には換算乳量Yをすべて Oとした。

作成した検量線は，模擬搾乳試験で得られた検量線と

は巽なるものとなった。原田としては，試料の加熱処理，

間一試料の繰返し試験による粘性の変化，乳成分の違い

などが考えられる。しかし，試料の性状，乳成分がそれ

ぞれどの程震，測定に影響を及ぼしているか，という点、

については解明に至らなかった。また，模擬搾乳試験装

置，実搾乳試験装置ともに.PLM-P2が生乳を検出する位

置と実乳量を測定する位置が異なる。模擬搾乳試験の場

合には，試料を設定流量で流し，流れが安定したところ

でデータを取得していることから，測定位置による影響

圏内実搾乳試験の嵐景

6.3. 1 試験方法

実搾乳試験は，遠藤牧場において平成6年12月138夕

方3頭(試験地 1~ 3) . 14日夕方 4 頭(試験No. 4~ 7) • 

15 日朝 3 頭(試験トlO.8~10) • また須賀牧場において平

成 6 年 12月 19 日夕方 4 頭(試験NO.ll~14) .合計14頭の

ホルスタイン種搾乳牛を供試して実施した。試験時の気

温は13t(平成6年12月13日夕方. 14日夕方). 0 t (平

成 6年 12月日日朝) . 8 t (平成 6年 12丹19日夕

方)であった。

ティートカップを全乳鎮に装着して試験を実施するた

め，供試牛は乳房炎などの疾病の無いものを選定した。

既設のパイプラインに.PLM-P2をセットした実搾乳試

験装置を接続し，ティートカップを供試牛の乳頭に装着

して試験を実施した。 10秒間毎に積算カウント値及びレ

コーダージャーに貯留された生乳の積算質量を制定し，

パソコンにデータを格納した。測定と同時平行で，パソ
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プロットした点、は，若干ぱらつきがあるものの，検量線コンに格納した積算カウント績を検量線(0)式に代入し換

しかし，の周辺に集中しているものが多かった(国20)。算乳震を求めた。試験終了後，生乳をレコーダージャー

試験によっては検量線からX軸とほぼ平行にずれている下のパケットに排出し，電子秤により正確な積算乳量を

例も見られた(図21)。とを比測定するとともに，換算乳量と実乳量(秤量値)

ぱらつきの原因としては.PLM-P2の流量変動に対するまた.10秒間毎の乳量については検量線を求めた較し，

追従性が考えられた。搾乳中，乳量は時間と共に増減し，試験と同様な方法で乳量の補正を行った。

その増減速度lこPLM-P2の検出速度が追いつかず. 10秒間

毎の積算カウント値がぱらついたと考えられる。また，

実搾乳試験装震における検出と実乳量測定との聞のタイ

これも若干影響していると考え

結果と考察

積算カウント値と実乳量の関係

6.3.2 

1) 

ムラグカfあることから，実搾乳試験で得られた10秒間毎の積算カウント憧 (X

られた。の関係の例を閣に示した(図20.と乳量 (y軸)軸)

プロットした点が検量線から平行にずれている原因と

ベース朗波数のシフトが考えられた。

21)。

ベース周波して，

数は.PLM-P2に何も流さない状態、時の i秒関のカウント

これが変動すると積算カウント髄に対する{直であり，

量も変動する。結果として，検量線から外れ，換算乳量

と実乳量との閉にずれが生じることとなるため，測定精

度を向上させるためにはベース周波数を一定の値に保つ

検量緩

方策が必要であると考えられた。

換算乳量の誤差

試験No.l~14について. 10秒間毎の積算カウント値を

検量線に代入して求めた終了時の積算換算乳量と，積算

実乳量を比較し，誤差率を求めた。誤差及び誤差率は次

2) 

平成6年12月13日夕方
遠藤牧場

1.2 

1.0 

$ 0.8 I 

ミO.6 

輯 0.4
訴

0.2 

0.0 
0 1500 500 1000 

10秒間毎の穣算カウント健(x 103) 

のように定義した。

積算カウント値と実乳量の関係(試験地01)図20

)
 
l
 

i
 
(
 

(2) 

=積算換算乳量一積算実乳量

×
 

間一一塁一
号
寸
一

実一算一積
一
量

唯
一
一
対

母
寸
一
謹
ヰ

綿
一
能

算一積一

誤差 (kg)

誤差率(%)1.2 

検量車事

(11)式により求めた誤差の平均簡は.0.55kg.誤差率の

平均値5.0%.標準嬬差9.4となり，市販の乳量計と比較

すると若干高い績であった(表 8)。

測定途中での換算乳量と実乳量を比較するため. 10秒

毎の実乳量及び換算乳量をそれぞれ積算して搾乳曲線を

平成6年12月刊百夕方
須翼牧場1.0 

0.8 
2
2
¥宣
)
酬
明
訴

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 
0 1500 1000 

10秒間のカウント緩 (x10')

500 

作成した。作成した搾乳曲線は大きく分けて 4謹類の傾

向があった。積算カウント値と実乳量の関係(試験出14)図21



農 業 機 械 化 研究所研究報告第 32号 (2001)112 

平成6年12月13日夕方
遠藤牧場

200 
搾乳時間(秒)

400 

20 

.-.. 15 
12 

盟10

株
樺

O 

O 

5 

実搾乳試験の結巣

訟験f弘 牧場 爽乳量(kg) 換算事Ll量{埼) 誤霊童(岡) 重量愛率(%) 備考

十十
E牧場 16.3 18.8 2.4 15.1 

E牧場 10.0 10.6 0.61 6..1 

3 E牧場 10.6 11. 0 0.4 4 

4 E牧場 14.0 12.4 也1.6 11 

5 定牧場 8.7 君。 0.2 3.1 

6 E牧場 8.5 8. n 0.2 2 

I 7 E牧場 10.9 12.1 1.2 11. 

B E牧場 4.2 4.5 0.3 7 

9 E牧場 11.1 10‘71 -0.4 ω3. 

10 E牧場 12.4 13.9J 1.5 12. 

11 S牧場 10. Q( 8.8 “1.2 

12 s牧域 12.9 14.0 1.0 8 

日:s牧濁 12.4 12.9 0.5 4 

S牧場 10.3 12.6 2.2: 21 

平均f寵と標準額遂 0.55:1.:1. 1 11 5.0土9.0

表 8

;主 君豊中の E牧場は選燦牧場、 S牧場は須賀牧場を指す。

実乳量と換算乳量(試験No.1)図23

平成6年12F113日夕方
遠稼牧場

12 

①搾乳開始から終了まで実乳量と換算乳量がほぼ一致し

ているもの(関22)

8 (
笠
)
輔
討
株
蝿

4 

②途中まで一致しているが，終了時の積算乳量がずれて

いるもの(図23)

③途中までずれているが，終了時には積算乳量が一致し

ているもの(図24)

④開始から終了まで積算乳量がずれているもの(毘25)

O 
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実乳量と換算乳量(試験No5)
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実乳量と換算乳量(試験No.14)図25
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ここで，①の場合は，ベース周波数のシフトがなく. 10 

秒間毎の積算カウント値がほぼ検量線に一致したため，

搾乳開始から終了まで換算乳量が実乳量にほぼ一致した

と考えられた。

③の場合，ベース周波数のシフトが少なく. 10秒間毎

の積算カウント値の一部が検量線から増加・減少の両方

向に同程度にずれていたため，提IJ定途中で実乳量と換算

乳量が一致しないところがあると考えられた。

②，③の場合. 10秒間毎の積算カウント値の一部が検

量線からずれていたために誤差が積み重なったことによ

り，②では試験途中から，④では最初から実乳量と一致

しなかったと考えられた。特に④では，ベース周波数の

シフトが考えられた。ベース周波数が変動すると，変動

したベース周波数に積算カウント債が上乗せされるため，

10秒間毎の換算乳量が実乳量よりも大きい値または小さ

い値となる。したがって，積算乳量も実乳量と換算乳量

の差が大きくなることから，乳量測定精度の向上を園る

ためには，ベース周波数を一定の値に保つ方策が必要で

ある。

6.4 ベース周波数の調整によるシミュレーション

試験の結果，搾乳終了時の誤差率の平均値が5.0%.

標準偏差9.4となり，若干大きな備であり，実用化する

には改良を要するが，乳量計測は可能であると考えられ

た。しかし，実搾乳試験における10秒間毎の積算カウン

ト値と実乳量の関係をブ。ロットし，検量線と比較した結

果，ベース居波数がずれていると考えられるものがあっ

た。ここでは，ベース周波数が測定毎に変動していると

仮定し，ベース閤波数を調整する代わりにシフト値を設

定してシミュレーションする。これにより，ベース属波

数を調整した場合に誤差率等がどのようになるのかを調

査する。

6.4. 1 方法

各試験の積算カウント{直にシフト値を設定した。設定

する方法は，試験終了時の積算実乳量に一致するように

シフト値を増減させ，積算換算乳量が讃算実乳量に一致

する鐘をシフト{直とした。試験毎のシフト{直を設定し，

10秒間毎の積算カウント{直にシフト値を加減算した値を

検量線に代入して換算乳量を求めた。したがって，搾乳

終了時の乳量は必ず実乳量と一致する。そこで，ここで

は10秒間毎の換算乳量と実乳量を比較することにより，

ベース周波数を調整した場合に誤差薬がどの程度になる

のかシミュレーションした。

6.4.2 結果と考察

試験で得られた積算カウント値，及びシフト値を加減

算した積算カウント績を検量線に代入した結果について

表示した(表 9)。各試験のシフト値は.-32. 300~85. 800 

で幅があり，ベース閤波数が変動していた可能性がある

と考えられた。ただし，検量線の計算では試験で得られ

た積算カウント値を103で除しているため，換算乳量の

値の変動としては大きいものではない。

表 9 シミュレーション結果

積算カウント健来繍iE 務事事カウント{議繍正

試験No.
搾乳終了待 10秒間の誤差の平10秒間の誤差率

シフト{直;
10秒間の誤差の平 10秒間の談義率

誤差率(%) 均値(kg) の平均億(%) 均鐙(kg) の平均鐙(%)

15.1 0.095土0.123 42.6土77.0 3800( 0.000土O.122 17.9土53.3
2 6.1 O. 020:t0. 081 29. 7土53.7 1300( 0.000土0.081 18.6土47.7
3 4.3 0.018土0.229 16. 6:t42. 3 5800 0.000土0.228 13.7土41.5
4 ー11.6-0.045土0.180 -0. 7:t38. 1 30300 O. 003:t0. 181 15.1土47.3
5 3.1 O. 01HO. 085 3.2:t16.8 8000 0.000土0.084 守 O.7土17.5
6 2.6 0.007土0.183 15.8土52.7 4700 0.000土O.184 12.1土52.5
7 1U 0.054土0.183 29.1土50.4 32100 0.000土0.186 14.9土41.4 
8 7.E O. 015:t0. 046 7.4土95.8 3000 0.000土0.033 8. 7土21.4 
9 -3，S -0.016士O.142 目。.3土27.6 1210C 0.000ま0.132 5.1土29.2
10 12.7 0.051 :t0. 129 20.5土53.6 一3230CO. 000:t0. 128 1.7土51.0 
11 -12. ( -0.044求。 065 -10. 6:t15. 0 2640C 。司000土0.064 1. 9:t14. 6 
12 8. ~ 0.101土0.246 13.4土25.8 3610C 0.000土O.124 4. 4:t23. 3 
13 4.2 0.026土O.184 30.6土104.0 1190( O. 002:t0. 186 4. 7土30.7 
14 21. L 0.124土0.124 35.4土45.2 8580C 0.000土0.257 9.9土36.0

平均健 5. ( 0.018土0.159 16.0土53.9 0.000土0.154 9. 7:t41. 5 
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積算カウント値を補正しない場合の10秒間毎の誤差率

は-10.6~42. 6%.誤差率の平均値16.6%であり，終了

時の誤差率よりも慨して大きくなった。搾乳終了時の誤

差率と 10秒関毎の誤差率の平均値が異なっていることは，

搾乳曲線が実乳量と換算乳量でずれていることを表して

いる。搾乳終了時の誤差率と 10秒間毎の誤差率の平均績

が近い場合には，搾乳出線が実乳量と換算乳量でほぼ一

致している。

これに対し，積算カウント値を補正した場合. 10秒間

毎の誤差率は O.7~18. 6%.誤差率の平均{直9.1%とな

った。全体として誤差率の平均憶が小さくなっているこ

とから，搾乳曲線について，実乳量と換算乳量が近似す

ることが期待できる。議算カウント値を修正した場合に

は，試験終了時の乳量をもとにシフト値を設定している

ため，誤差率が小さくなるのは当然であるが，シミュレ

ーション結果から試験前に予めベース周波数を調整する

ことにより測定精度が向上すると考えられた。

6. 5 PLM-P2による乳量計灘の開題点

PLM-P2による乳量計測の問題点として，以下の点、が挙

げられる。

1) 電源の安定性8) 

2) ティートカップ着脱前後の空気流入門)[8) 

3) ベース周波数の変動

4) 流量変動に対する追従性

5) 検量線の精農

1) 電源の安定性

今回の試験では，畜舎に配線されているコンセントか

ら電源 (AC100V)を取り，安定化電源を使ってDC9Vを

PLM…P2lこ供給した。須賀牧場での試験時，何らかの原因

で電源電圧 (AC100V)が蜂下したため，電椋供給用安定

化電源からの電源供給に異常が生じ.PLM-P2が発掠しな

い事例があった。 BMM-P1を用いた試験において，供給電

圧がO.lV変化するとベース周波数が1.5kHz程度変動し，

供給電課電庄がある範囲から外れると出力しないという

結果を得ており，電源電圧が変動防止対策を講じる必要

f生を53めた。

2) ティートカップ着脱前後の空気流入

ティートカップ装着前に真空状態にして乳頭を吸い込

み，搾乳を開始するため，当然空気を吸入する。また，

搾乳終了時には，真空状態のままティートカップを外す

ために空気を吸入する。今回の試験においても，ティー

トカップ着脱前後において，空気の吸入により生乳の流

速が変化したことが原因となり，積算カウント値が搾乳

中の値に比べて極端に大きな値になったと考えられた。

ティートカップ着脱前後には，生乳の流入が少ないこ

とから，ある範囲から外れる積算カウント値はソフト的

に除去することで，空気流入の影響を少なくすることが

できると考える。また，実際の開題として，全分房が同

時に搾乳終了とはならず¥農家によっては終了した乳頭

からティートカップを外すところもある。本方式の乳量

計測法では，搾乳終了時に一斉にティートカップを外す

必要がある。

3) ベース周波数の変動

全体的な傾向として，搾乳前のベース毘波数が測定ご

とに若干変動していた。ベース潤波数が変動すると積算

カウント値も増加し，検量線に代入して得られる換算乳

量と実乳量との関には誤差を生じる。

PLM-P2ではコイルの芯となるミルクパイプをテフロン

管にすることにより，ミルクパイプ内への残乳の防止を

図った。テフロン管を用いたにも関わらず，ベース周波

数が変動するということは，ミルクパイプ内に生乳が残

っていたとも考えられる。対策としては，ミルクタップ

に取り付ける乳量計の角度をより大きくすることが挙げ

られる

ベース周波数の変動が残乳によるものではなく，他の

要因によりシフトしている場合には，ソフト的に調整す

ることが考えられる。ベース周波数の値を決定し，それ

からずれている場合には，測定霞前の周波数をベース周

波数と比較して差を求めておき，測定{直からその差を加

減して，検量線に代入することにより誤差を減らすこと

ができると考えられる。

また，供給電j原電庄の安定化により，ベース周波数の

変動を減ずることも必要である。

4) 流量変動に対する追従性

実搾乳試験の結果. 10秒閤毎の積算カウント{直は検量

線上ではなく，検量線近辺に散らばっており，試験デー

タにはばらつきがあった。搾乳中，生乳の流量は時間と

共に増減するが，この増減速度にPLM-P2の検出速度が追

いつかず，データがぱらついたと考えられる。精度向上
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を図るためには流動変動に対する追従性を向上すること

が必要である。

5) 検量線の精度向上

本乳量計測法では，検量線に10秒間毎の積算カウント

値を代入して乳量を求めるが，今回，作成した検量線で

は生乳の流量が極少量の場合，積算カウント備が

527.000以下になると流量 Oとして扱っているため，若

干の誤差が発生することも挙げられる。検量線作成のた

めの試験サンフ。ル数を増やし，精度のより高い検量線を

作成することも必要であると考えられる。

6.6 摘要

実搾乳試験を実施するため，牛舎既存のパイプライン

を利用して搾乳試験を行うことのできる実搾乳試験装置

を製作した。実搾乳試験装置及び乳量計PLM-P2を2戸の

酪農家へ持ち込み，延べ14頭のホルスタイン種搾乳牛を

{共j式した。

実搾乳試験の結果，搾乳終了時の乳量の誤差の平均値

は0.55kg.標準偏差1.11.誤差率の平均値5.0%.標登主

偏差9.4となった。

誤差の原因がベース周波数の変動と考えられたため，

ベース周波数を調整する代わりにシフト値を設定した。

積算カウント値にシフト値を加減算し，補正した値で換

算乳震のシミュレーションを行った。穣算カウント{直を

補正しない場合の10秒間毎の誤差率は-10.6~42. 6%. 

平均値16.6%であり，終了時の誤差率よりも概して大き

くなった。これに対し，積算カウント鐘を補正した場合

には10秒間毎の誤差率は 0.7~18.6%. 平均値9.1% と

なった。全体として，誤差率の平均値が小さくなってい

ることから，実乳量と換算乳量の搾乳曲線が近似するこ

とが期待できた。

本研究において試作したPLM-P2による乳量禅定におい

て，理想的な条件としては次の点が挙げられる。

① ベース局波数の変動対策

搾乳試験毎に，ベース周波数が変動していると考えら

れた。 PLM…P2ではコイルの芯となるミルクパイプをテフ

ロン管にすることにより，ミルクパイプ内への残乳の防

止を図った。テフロン管を用いたにも関わらず，ベース

周波数が変動するということは，ミルクパイプ内に生乳

が残っていたと考えられた。対策としては，ミルクタッ

プに叡り付ける乳量計の角度をより大きくすることが挙

げられる。

ベース周波数の変動が残乳によるものではなく. {也の

要因によりシフトしている場合には，ソフト的に調整す

ることが考えられる。ベース周波数の値を決定し，それ

からずれている場合には，測定{直前の周波数をベース爵

波数と比較して差を求めておき，測定値からその差を加

減して，検量線に代入することにより誤差を減らすこと

ができると考えられる。

② 搾乳中の空気流入対策

本方式による乳量計測法においては，生乳の流速が一

定であることが前提であり，空気の流入を前止する必要

がある。その対策として，ティートカップをすべて装着

し，安定した状態になった後，測定を開始するなどの工

夫が必要となる。

また，ティートカップ着脱前後に空気が流入した場合

には，積算カウント値が極端に大きな値となることがあ

る。この場合には回路のコンパレータを入れるなどして，

決められた範囲から外れた値は除去することで対応可能

と考えられる。

③ 電源電圧の安定化

PLM-P2は，供給電源電庄が変動すると出力の備も変動

し，ベース問波数の変動，出力の異常を生じることから，

供給電線電住の変動防止策を講ずる必要がある。

実搾乳試験の結果，誤差の平均値はO.55kg.標準偏差

1.11.誤差率の平均値5.0%.標準偏差9.4であり，市販

の乳量計と比べ若干大きな値となった。現状では実用化

は難しいが，条件を整え，さらに検量線を再検討するこ

とにより計測精度の向上が期待されることから，本乳量

計謝方法を用いた乳量計測は可能であると考えられた。

7 総 括

本研究ではパイプラインミルカ用の乳量計を試作し，

供試牛数14頭について実搾乳試験を行った。誤差率の平

均{産は5.0%.標準嬬差9.4と若干大きな値となったが，

条件を整えることにより誤差率を小さくすることが期待

できることから，本方式による乳量計測は可能と考えら

れた。本方式による乳量計を実用化するに当たって，解

決すべき問題として，電源電圧の安定化，空気吸入時の

対応，ベース闇波数の変動対策，検量線の精度向上，装
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置のコンパクト・軽量化が挙げられる。

乳成分の違いによる乳量計の作動状況の把握，各種の

乳牛飼養管理条件下でのデータ収集及び装置改良が必要

である。

以上，新方式による乳量計開発のための基礎試料が得

られた。
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Su盟臨aηr

Development of a M血{Volu臨 eMeasurement Method 

Us血gthe Detection of Resonance Frequency 

Takashi FURUYAMA， Naoaki DOSHU， Isao FUKUMORI， Yasuo NAKAGAWA 

Precision management of individual cows is essentia1 for dairy farms to produce high-quality milk at 

low cost. A simple method for milk volume measurement of individual cows is one important factor. 

We developed a milk volume measurement method to obtain the milk volume of individual cows. 

Our method uses a non-contact sensor也ata110ws easy attachingラ detaching加 dcleaning. 

Permeability and permi出vitygenera11y vary企omone substance匂 another. When milk and air， 

which have di良市19permeability and permittivityラ丑ow也rougha coil as a mixture at a constant 

velocity，出eelectrostatic capacity of the coil varies in proportion wi血thevolume of milk. 百lereforeラ

the volume of milk that flows wi出bubblescontained in it can be measured by detecting the variation of 

the electrostatic capacity of the coi1. 

A∞il is wound around a pipe made of non-magnetic materia1; a LC oscillator is prepared by 

combining由iscoil (L) wiせ1capacitor (C)， a resonance circuit is prepared by combining this LC 

oscillator ， and由isresonance circuit is∞n:figured. 百leeleは ostaticcapacity of the coil varies in 

proportion wi由thevolume of milk and ca凶 esthe resonance :frequency of the resonance circuit to vary 

proportiona11y. Because the velocity of the milk flowing in血eplpe IS rou出lycons匂nt， variations of 

resonance企equencyare added Up a certain period.百levolume of milk由atp出 ses白roughthe coil can 

be estimated :from the correlation between the added resonance :frequencies and the volume of raw milk 

thatflows d田ingthat period. 

百lecircuit is composed of a detecting oscillation circuit using a LC oscillatoにareference oscillation 

circuit incorporating a 5MHz crys阻1oscillator.ラawave detectoζalow伽 passfilter， and a comparator . 

百leproto守pemilk meter田 esa therma1 compensating capacitor for the circuit拍 reduce也e

influence of extema1 tempera加res.Te丑onpipe is used for the coil mounting pipe to prevent milk :from 

sticking ωthe inner wa11 of the pipe. 百lemilk meter is mounted on and united wi由也edis往ibutor

connected to the pipeline. We utilized a :frequency counter and a persona1 computer for出edata 

processing section. Power (DC 9V) must be supplied :from the outside; we used a stabilized power 

source. 

百lerl出 ultsof average error in the reduced milk voh鹿児in1mediatelyafter measurement completion 

W部十-D.55kg(寸.63ω+2.48kg)ラandthe average error rate w;出十5.0%(-11.6 to 21.4%ラ説血血rd

deviation:9.4 ). 

Although the average error rate was somewhat large at +5.0%， the reduced milk volume per世話t
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length of time inc1uded many cases where也evalue of白epractical milking volume and出atofthe 

reduced milk volume were comparable . Di査とrencesbe伽reen血epractical milking volume and出e

reduced milk volume 0∞urred when the milking volume became ex紅白nelylow near也eend of 

milking. But there were m釦 yinstances when the practical milking volume and the reduced milk 

volume were nearly in accord d国主19出eperiod from Inlmediately after也es匂rtof milking to the 

decrl回 sein milking volume. This indicated the feasibility of milk volume measurement using出lS

method. 

fu our tes岱ヲ therewere only 14路 mple∞ws，and註leywere limited to Holsteins.官lereforeラ註 lS

neces回ryto perforrn mi訟ingte託sunder more diverse conditions白紙白削re. F町出er，the influence 

of the inflow of airぉ well出血einsu:fficientはab江ityof the test equipment was cited as problems during 

these tests and requires rectification. 

Al血oughdata collection and modifications m凶 beperforrned under various∞wb詑 edingand 

management of conditions to improve the a∞uracyand期 bili守of也ismeasurement method， the 

岳部ibilityof using血ismethod for milk volume measurement is apparent， and research into putting由lS

method to practical use is expected. 
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