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牛乳氷点の変動要因

高田　修＊

はじめに

牛乳の氷点は，従来から加水の有無を判定するた

め，必要に応じて測定されている。最近は，機器の

開発により，一般成分と同時に氷点も測定できるよ

うになり，兵庫県においても平成16年より，全て

の検査乳に対して氷点を測定している。

氷点は加水により上昇するが，加水が全くない個

体乳においても，氷点の変動が大きく見られる。こ

のため，氷点の変動する要因を調査し，牛乳品質等

との関連を明らかにすることにより，牛乳品質の総

合的な判定基準として氷点を利用し，牛乳品質のさ

らなる向上を図っていく。

1．調査材料と調査方法
（1）農家群の選定

兵庫県内酪農家の牛群検定実施農家を，平成17

年度のバルク乳氷点平均値から，低・中・高氷点農

家に区分し，その中からそれぞれ12戸を選定した。

さらに，平成16・17年度牛群検定成績が完備して

いる中規模以上の農家で，牛群検定乳氷点平均値か

ら，低・高氷点農家群に区分し，それぞれ6戸（本

土地区3戸，淡路地区3戸）を低および高氷点農家

群として選定した。

（2）個体群の選定・

低および高氷点農家群の中から，それぞれの氷点

平均値（10回検定の平均）から0．005℃以上差のあ

る個体を低および高氷点個体群として選定した。

（3）牛群検定成績の集計

平成16年3月21目～17年6月31目の問に分娩

した牛で，分娩後連続した10回の検定値が得られ

た牛の検定成績を集計しだ。なお，乾乳により8回

検定以上で検定終了した牛の成績も採用した。また，

乳量は305目補正乳量を使用した。

（4）氷点等の測定方法
牛乳成分の測定は，全て兵庫県酪農農業協同組合

連合会生乳検査所において実施し，氷点・乳脂肪

率・乳蛋白質率・無脂固形分率はミルコスキャン

4300で，体細胞数はフォソマチック430で測定した。
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（5）統計処理

　統計処理は，スチューデントのt検定，一元配置

分散分析法およびピアソンの相関係数の検定で実

施した。

2．バルク乳と個体乳の
　　氷点比較（図1）

　平成17年度のバルク乳氷点平均値から，高氷点・

平均氷点・低氷点に区分し，その中から牛群検定参

加農家を抽出して，個体乳（牛群検定乳）氷点と比

較した。

　高氷点牛群はバルク乳と個体乳の氷点に明らか

な差が見られ，何らかの事情で水が混入しているも

のと思われた。平均氷点牛群は差が小さいものの危

険率5％で有意差が見られ，この場合も多少の混水

が疑われる。低氷点牛群では有意差が見られなかっ

た。混水原因は明らかでないが，ミルカー洗浄水等

がパイプ内に残留し．搾乳作業中に牛乳中に混入し

たものと思われる。

162例（1戸当たり27例），303例（1戸当たり51

例）で，高氷点農家群の方が多頭飼養であった。氷

点の平均値は，低氷点農家群が一〇．5257，高氷点農

家群が一〇．5179で，差はO．0078の大差であった。

　農家群比較では，低氷点農家群は産次・乳量が有

意に低く，乳蛋白質率・無脂固形分率が有意に高

かったが，乳脂肪率と体細胞数は差がなかった。

　個体乳氷点の泌乳期変動は，いずれの群も分娩後

が高く，泌乳期進行と共に低下するが，その低下割

合は，低氷点農家群が大きく，高氷点農家群が小さ

い低下であった。つまり，低氷点農家群では泌乳期

変動が明瞭であるが，高氷点農家群では他の要因の

影響（乳房炎が大きな要因と考える）を受け，泌乳

期変動が不明瞭となっている。

表2　農家群別の乳量・乳成分等の平均値比較

　　　　　　低氷点区　　分
　　　　　　農家群

高氷点
　　　　P値
農家群

3、氷．点と乳成分率等との相関（表1）

　個体乳氷点は，乳量および体細胞数とは正の相関

が，乳成分率とは負の相関が見られ，乳量の低氷点

農家群を除いて全てに有意な相関係数が得られた。

無脂固形分率との相関は低および高氷点農家群共

に0．7以上の高い相関係数が得られた。体細胞数と

の相関は低氷点農家群ではO．35，高氷点農家群では

0．23で，低氷点農家群の方が高い相関であった。

例数　　　　　　　　162

産次　　　　　　　2．23

補正乳量（kg）　　　9，661

乳脂肪率（％）　　　　3、g6

乳蛋白質率（％）　　　3．29

無脂固形分率（垢）　　8．78

体細胞数
　　　　　　　　32．0（万／m1）

氷点（℃）　　　一〇。5257

303

2。73　　　　0．00

10，236　　　0．00

3，98　　　　0．70

3．23　　　　0．00

8．65　　　　0．00

30．9　　 0．81

表1個体乳氷点と乳成分率等との相関係数

低氷点農家群高氷点農家群

項　　目　　相関　　　　相関
　　　　　　　　P値　　　　P値　　　　　係数　　　　係数

補正乳量（kg）

乳脂肪率（％）

乳蛋白質率（％）

無脂固形
分率（％）

体細胞数
（万ノm1）

0，14　　0．07

－0．44　0．00

－0．43　　0．00

0．23　　0．00

－0．39　0．00

－0．50　0。00

一〇。71　0．00　　－0．75　0．00

0．35　0．00　　　0．23　0．00

P値：ピアソンの相関係数の検定

4．農家群氷点の変動要因

一〇．5179　　　0．00

（1）平均値比較　（表2，図2）

低および高氷点農家群の個体例数は，それぞれ

P値：スチューデントの診検定

（2）産次別比較　（図3）

　農家群比較を産次別に行った。乳量は1産と4産

以上で低氷点農家群が有意に低かった。乳脂肪率は

いずれの産次においても差が認められなかった。乳

蛋白質率も有意差は認められなかったが，2産を除

いていずれも低氷点農家群が高い傾向であった。無

脂固形分率は1産と3産で低氷点農家群が有意に高

かった。体細胞数は1産で低氷点農家群が有意に低

かったが，他の産次では差が認められなかった。つ

まり，1産次において農家群差が明瞭であり，低氷

点農家群は乳量は低いが無脂固形分率が高く，体細

胞数が少ない。

　個体乳氷点の産次別変動は，低及び高氷点農家群

共に1産が低く，産次と共に高くなる。泌乳期変動

は，低氷点農家群ではいずれの産次においても泌乳

期進行とともに低下する。高氷点農家群では1産で

は同様に低下しているが，2産以上では低下割合が
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小さくなっている。つまり，低氷点農家群では，各

産次とも泌乳期変動が明瞭であるが，高氷点農家群

では，産次が高くなると不明瞭となり，これは泌乳

期進行とともに牛の状態が悪化し，乳質が低下して

いると推察される。

（3）分娩月別』比較（図4）

　農家群比較を分娩月別に行った。乳量は1～6月

分娩で低氷点農家群が有意に低かった。乳脂肪率は

7～9月分娩で低氷点農家群が有意に低かったが，他

は差が認められなかった。乳蛋白質率および無脂固

形分率は7～9月分娩で差は認められなかったが，

他の月はいずれも低氷点農家群が有意に高かった。

体細胞数は差が認められなかった。っまり，低氷点

農家群において夏季の影響が強く認められる。

　個体乳氷点の分娩月別変動は，低氷点農家群は

7～9月分娩で高まったが，高氷点農家群ではとくに

明瞭な差は認められなかった。泌乳期変動は，低氷

点農家群ではいずれの分娩月においても夏季に上
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昇するが，高氷点農家群では夏季に上昇する傾向が

認められるものの，とくに明瞭な差はなかった。っ

まり，夏季の影響は低氷点農家群で強く受けている。

高氷点農家群では，夏季の影響よりも強い要因（管

理環境等が考えられる）が存在しているものと推察

される。

（4）乳量別比較

農家群比較を乳量別に行った。乳脂肪率は12千

kg以上で低氷点農家群が有意に低かったが，他は差

が認められなかった。乳蛋白質率はいずれの乳量区

においても差が認められなかった。無脂固形分率は

9千未満，9千台，11千台で低氷点農家群が有意に

高かったが，他は差が認められなかった。体細胞数

は差が認められなかった。つまり，低氷点農家群で

は高乳量で乳脂肪率が低下するが，それ以外は乳量

区分による影響は見られない。

個体乳氷点の乳量別変動は，低氷点農家群は！2

千kg以上で高く，高氷点農家群では11千台と12

千以上で高かった。泌乳期変動はいずれも泌乳期と

ともに低下し，とくに乳量区分における差は認めら

れなかった。つまり，高乳量で氷点は高まるが，乳

量区分による泌乳期変動の差は認められない。

表3低氷点個体群と高氷点個体群の氷点基準値

区　分　低氷点農家群　　高氷点農家群
低氷点
個体群
高氷点
個体群

一〇．530≧（20％）　一〇．523≧（16％）

一〇．520≦（13％）　一〇，513≦（16％）

（）内＝農家群内における占拠率

5、個体群氷点の変動要因

（1）個体群選定の氷点基準値（表3）
農家群内の個体をさらに低氷点個体群と高氷点

個体群に区分して比較した。低および高氷点個体群

の例数は，低氷点農家群で32および21例，高氷点

農家群で49および48例で，全例数に占める割合は

それぞれ20％，13％，16％および16％であった。

高氷点農家群では低および高氷点個体群が同じ比

率であったが，低氷点農家群では低氷点個体群が多

く，高氷点個体群が少ない比率であった。っまり，

高氷点農家群は低氷点農家群に比べて高氷点個体

が多く飼養されており，この原因としては，牛の選

抜・淘汰が遅れていること，低氷点個体から高氷点

個体へ移行する要因（乳房炎，栄養管理不良等）が

存在する，あるいは遺伝的に高氷点個体が多く存在

している等が考えられる。
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（2）平均値比較（表4）

　低および高氷点農家群における低および高氷点

個体群の4群の平均値比較をおこなった。乳量・乳

成分率および体細胞数のいずれも有意な群問差が

得られた。乳脂肪率と体細胞数は，農家群問におけ

る差は認められなかったものの，個体群間において

は，低個体群において乳脂肪率が有意に高く，体細

胞数が有意に低い結果であった。つまり，高氷点個

体群では乳成分率が低く，体細胞数が高いため，乳

房炎の影響を強く受けているものと推察される。

表4　農家群・個体群別の乳量・
　　乳成分等の平均値比較

項・藷篶諜 高氷点農家群　群差

低個体高個体　P値
補正乳量（kg）

乳脂肪率（％）

乳蛋白質率（％）

無脂固形
分率（％）

体細胞数
（万／m1）

9，312

4．31

3．44

10，204

3．49

3．19

9，410

4．28

3．38

10，930

3．70

3．06

0．00

0．00

0．00

9．04　　　8．47　　　　8．95　　　8．25　　0．00

18．2　　　77．7　　　　20．4　　　61．1　　0．00

P値：一元配置分散分析法

（3）泌乳期変動（図5～図7）

低および高氷点農家群における低および高氷点
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個体群の4群の泌乳期変動比較をおこなった。氷点

比較では，低農家・低個体群は泌乳期進行と共に氷

点が低下したが，高農家・高個体群では逆に泌乳期

進行と共に上昇傾向が見られた。乳成分率比較では，

各成分とも同様の変動パターンを示し，分娩2～3

月目に低下するがその後いずれも上昇している。体

細胞数比較では，低氷点個体群は低値のままで推移

しているが，高氷点個体群は変動が大きく，とくに

高氷点農家群の高氷点個体群では泌乳期後半に体

細胞数が大きく上昇している。つまり，高氷点個体

群では乳成分率が低く，体細胞数が高く，乳房炎に

罹患しているものと推察される。しかも，高氷点農

家群においては，泌乳期とともに乳房炎が悪化して　　華

いる可能性が高く，乳房炎対策が必要と考えられる。

おわりに

　牛乳の氷点は乳成分率との相関が高く，遺伝的な

要因も考えられるが，乳房炎を始めとした飼養管理

要因の影響を強く受けているものと考えられる。と

くに高氷点農家群・高氷点個体群においてこの影響

が強く見られる。このため，氷点は牛乳の品質判定

とともに，飼養環境の良否を判定することも可能で

あり，総合的な品質評価基準として利用できると思

われる。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

