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牛群検定は乳質の改善などを通じ経営

の改善に極めて有用なものです。また、

わが国の乳牛改良を推進する上でも必要

不可欠です。検定員の皆さんはこれらを

十分認識した上で、その重要なデータベ

ースの構築に携わっていることに責任と

誇りを持って頂きたいと思います。また、

正確な検定記録を得るために厳正な立会

業務と周到な調査･報告並びに指導業務を

実施下さるようお願いいたします。

1

Ⅰ 検定員の役割 参照：検定員規程例（巻末）
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検定員の仕事は、立会業務が主体とな

りますので、常に厳正･公正な立会を心が

け、特に計量やサンプリングには　正確

を期して下さい。

また、立会に前後して調査業務があり

ます。前回検定日後の牛の導入や搬出、

分娩月日、授精月日、乾乳月日、濃厚給

与量などの検定項目について間違いなく

調査し、正確に報告して下さい。

指導業務では、まず検定成績表を見な

がら受検者と話し合いを持つことが大切

です。

Ⅰ.検定員の役割

指 導 業 務

調 査 業 務
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検定日の設定

毎月１回、検定農家ごとの検定日を設定します。

（検定間隔はおおむね30日とする）

検定立会計画の作成

検定の立会業務を円滑に推進するために、検定員ごとに立会日と検定農家を割り当て

た立会計画書（参照：下表）を毎月作成願います。

（注１） 検定員の先々の都合もあるので、立会計画書は２カ月先まで立て周知徹底を図ると

よい。

（注２） 立会は２日にまたがるが、例えば開始が11月30日で終了が12月１日のように、

月をまたがらせた日程は組まない。

（注３） ＊印は、２戸連続（掛け持ち）立会の場合

Ⅱ 検定組合事務局の業務 参照：検定立会規程例（巻末）

1

2

 

 

Ⅱ.検定組合事務局の業務
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立会計画の実施

検定員に対する立会日や立会農

家の指示、検定農家への立会日の

連絡は、文書や電話などで確実に

行って下さい。

Ⅱ．検定組合事務局の業務

3

乳量計の予洗

検定器具の準備

検定中の牛舎

検定農家訪問

突発的な事情（事故や不幸）等で、検定員が予定の立会をできなくなったり、検定農家の都合がつ
かなくなった場合は、検定組合事務局に連絡をする。この場合、検定組合事務局は検定員を替えたり、
立会日をずらすなどして対応する。

チェック!
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検定方法にはいろいろな方法がありますが、ここでは最も基本的な検定法を紹介しま
す。（その他の検定法についてはP24参照）

毎月検定

（１）検定員は毎月１回検定農家へ赴き、搾乳回数に応じた立会をします。立会は２
日にまたがります。２回搾乳の場合は、初日の夜と２日目の朝の立会となります。

（２）立会が終了した２日目が検定日となります。

（３）分娩後の初回立会は、早くても分娩日を含めて６日目（分娩日に５日を加えた
日）以降となります。

全牛検定

（１）検定農家で飼養する経産牛は、預かっている牛も含めて全牛を検定にかけて下
さい。

Ⅲ 検定立会の基本

1

（注）３回搾乳の場合には、初日の昼・夜と２日目の朝の立会となる。

（注）分娩後６日に満たない牛は、翌月からの立会となる。

搾乳牛を購入した場合は随時購入した時点で、乾乳牛を購入した場合は分娩時点で追加・加
入する。

2

チェック!

Ⅲ.検定立会の基本
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（２） 未経産牛は、遅くても初回授精時点で加入して下さい。

検定員の心得事項

（１）検定業務に係わる諸規程、取り決め事項にしたがって下さい。立会日などに都

合がつかない事態が生じた場合には、必ず検定組合事務局と連絡をとる必要があ

ります。

（２） 個体確認、計量、サンプリングは検定員が実施して下さい。

（３）初産分娩牛や購入牛などの追加牛は、最初の個体確認が大切になります。牛個

体識別番号（耳標）を開いて個体識別を確実に行って下さい。（補助的な方法とし

て登録証、ネックタッグなど）

Ⅲ.検定立会の基本

（注）購入前に妊娠している牛は遅くとも初産分娩時点までに加入する。

3

個体確認が大切
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Ⅳ 検定農家の心得

立会業務を円滑に実施するために、検定農家は、つぎの事項について予め準備してお

いて下さい。

（独）家畜改良センターへの出生・異動届出の控、
繋養牛リスト、登録証、繁殖台帳、出荷伝票、エサ
購入伝票などの関係書類提示

注） 繁養牛リストは希望により（独）家畜改良センターにより発行されます。

個体確認方法の整備

牛個体識別番号（耳標）により個体確認を行いますが、

必要に応じて首輪（ネックタッグ）、肢輪（レッグタッグ）、

牛名板などを取り付けます。

搾乳時間の定刻化

普段と変わらない時間帯での搾乳の実施　　　

搾乳牛の全頭受検の徹底

衛生環境の整備

消毒槽の設置、オーバーシューズの着用など

伝染病予防の徹底

体重測定時の補助

1

2

3

4

5

6

牛名板の取り付け

ホワイトボードによる繁殖記録の確認

Ⅳ.検定農家の心得
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同意書の提出

検定に新規加入を行なう場合、検定用の基本原簿（マスタファイル）に新しく生産者情

報の追加登録を行います。その際にあわせて「家畜個体識別全国データベースの情報利用

にかかる同意書（図1：以下同意書と記します）」の提出をお願いします。

この同意書を提出して頂くと、図2のような牛個体識別番号確認リストを（独）家畜改良

センターの全国データベースより作成し送付いたします。これを用いて牛群検定の新規加

入に伴う牛の整理を行なって頂くと、面倒な個体識別情報の確認、データ入力が簡単にな

り、正確かつ迅速に処理手続きを完了することができます。

1

Ⅴ 検定名簿（マスタ）の作成

図1

Ⅴ.検定名簿（マスタ）の作成
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・上記の同意書の書式は家畜改良事業団が配布しております。書式はホーム

ページからダウンロードすることもできます。

（http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei.html） ←こちらから

また、検定組合パソコンからも印刷出来ます（マスタ＞同意書出力）。

記入、捺印後の同意書は下記まで郵送にて送付願います（事前にFAXによ

る確認推奨）。

〒104-0031 東京都中央区京橋1-19-8 大野ビル2F

（社）家畜改良事業団　電子計算センター　TEL：03-3561-8191

FAX：03-3561-8166

(平成２１年１１月未　移転予定です)

〒135-0041 東京都江東区冬木11－17 イシマビル18F

TEL：03-5621-8921

FAX：03-5621-8922

Ⅴ.検定名簿（マスタ）の作成

図2

 

注１） 図 1 の同意書の書式は家畜改良事業団が配布しております。書式はホームページか

らダウンロードすることもできます（http://liaj.lin.gr.jp/）。 

また、検定組合パソコンからも印刷出来ます（マスタ＞同意書出力）。 

注２） 記入後の同意書は下記まで郵送にて送付願います（事前に FAXによる確認推奨）。 

〒135-0041    東京都江東区冬木 11番 17号 イシマビル 18F  

  （一社）家畜改良事業団 情報分析センター TEL：03-5621-8921 

FAX：03-5621-8922 
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農家の加修除

牛群検定に新規参加する農家がある場合、もしくは一旦除籍された農家が再度検
定を行なう場合、各検定組合に設置されているパソコンで農家のマスタを登録する
必要があります。組合パソコンの詳細な操作方法は、別途「牛群検定システム操作
マニュアル」を配布していますので参照して下さい。
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei.html よりダウンロードするこ
ともできます。

2

Ⅴ.検定名簿（マスタ）の作成

・農家を追加または復活させる場合は、検定牛を同時に追加または復活することが必要です。
・農家を除籍すると、検定牛もすべて同時に除籍されます。
・立会・自家以外の検定を行なっている場合【自動搾乳（ロボット）・AT検定など】は、上記の方法
では新規加入することはできませんので、検定組合までご連絡下さい。

チェック!

追加　� 農家が新しく検定を始める場合　
修正　� 住所、氏名、立会、自家の別などに変更が生じた場合　
除籍　� 特別の理由により、農家が検定を止める場合
復活　� 一旦除籍された農家が、再度検定を始める場合

チェック!

（例）新規農家追加



11

都道府県コード等

（１）都道府県コード

下表のとおり一連の番号が決められています。

都道府県コード表

（２）組合コード

都道府県内の検定組合について01から始まる一連の番号とし、同一都道府県

内で重複しないようにして下さい。

（３）組合内農家コード

各検定組合内の検定農家について、001から始まる一連番号で最大999まで

とし、同一検定組合内で重複しないようにして下さい。

3

Ⅴ.検定名簿（マスタ）の作成
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検定牛の加修

ハンディーターミナル（ARK400およびミニプル）による検定牛の新規追加･修
正の要点について説明します。ハンディターミナルの詳細な操作方法は、別途「牛
群検定システム操作マニュアル」を配布していますので参照して下さい。マニュア
ルはhttp://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/kentei.html よりダウンロードすることも
できます。

ARK400 ミニプル

ARK400

ミニプル

①新　規　：新規に牛の『追加』、『移動』、『復活』を行います。
②修　正　：現在マスタに登録されている牛の個体識別番号、本牛登録番号、名号、

生年月日などの修正を行います。
③登録済　：今月の検定で入力した加修データの訂正や取消を行います。

Ⅴ.検定名簿（マスタ）の作成

4
　ハンディーターミナル（ARK およびミニプル）による検定牛の新規追加・修正の
要点について説明します。ハンディターミナルの詳細な操作方法は、別途「牛群検
定システム操作マニュアル」を配布していますので参照して下さい。マニュアルは
http://liaj.Iin.gr.jp/japanese/kentei/kentei.html よりダウンロードすることもで
きます。ハンディーターミナル（ARK400/550 およびミニプル）による検定牛の新規追加･修正の要点につ

ARK400 ミニプルARK550

 ４  検定牛の加修 

ハンディーターミナル（ARK400/550 およびミニプル）による検定牛の新規追加･修正の要点につ

いて説明します。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メインメニュー＞より＜加修＞を選択し、以下の 3 項目からいずれかを選択し、検定牛の登録を

行なって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

新 規 ：新規に牛の『追加』、『移動』、『復活』を行ないます。 

修 正 ：現在マスタに登録されている牛の個体識別番号、本牛登録番号、名号、生年月日など

の修正を行ないます。 

登録済 ：今月の検定で入力した加修データの訂正や取消を行ないます。 

 

ARK400 

→（１） 

→（２） 

→（３） 

＜牛群検定処理メニュー＞
伝　　送 搾　乳　控

農　　家 チ ェ ッ ク

未経→経産 立　会　控

加　　修 設　　　定

検　　定 パラメータ

Ver3.**

＜加修処理＞処理選択

選択して下さい。

修     正

新     規

登  録  済 み

終    了

ARK400/550 

ミニプル 

１．伝  送  

２．農  家 

３．未経→経産 

４．加  修 

▲/▼   ENT:確定 

＜メインメニュー＞ 

  加修処理選択  

１．新  規 

２．修  正 

３．登録済 

９．終  了 

＜加修メニュー＞ 

（１） 

（２） 

（３） 

ミニプル ARK550 
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（１）新規
新規に検定牛を追加する場合、＜加修メニュー＞より＜新規＞を選択し、以下3

項目からいずれかを選択し、登録を行なって下さい。

追　加　：新規に牛の追加登録を行ないます。⇒　 ５　登録牛の追加参照。
移　動　：他の検定農家から牛を購入した場合の登録を行ないます。
復　活　：以前検定を受けていた牛を再度検定する場合の登録を行ないます。

（２）修正
現在マスタに登録されている牛の本牛登録番号、名号、生年月日などの修正を

行なう場合、＜加修メニュー＞より＜修正＞を選択し、検定コードを入力すると、
現在登録されているマスタの内容が表示されますので、修正したい部分の変更を
行なって下さい。

（３）登録済
現在入力している加修データの訂正や取消を行なう場合、＜加修メニュー＞よ

り＜登録済＞を選択し、以下2項目からいずれかを選択し、訂正・取消を行なって
ください。

訂正参照　：今回入力した加修データの訂正または参照を行ないます。
取　　消　：今回入力した加修データの取消を行ないます。

Ⅴ.検定名簿（マスタ）の作成

・未経産牛の検定コード：未経産牛コードを使用する場合は、5000番台を使用し、遅くとも初回授
精の時点で追加して下さい。但し、経産牛コードでも分娩を報告するまでは、未経産牛として扱わ
れます。

・未経産牛を購入した場合は購入後の初回授精時点、既に妊娠している場合は初回分娩時点に追加し
て下さい。

チェック!

 ４  検定牛の加修 

ハンディーターミナル（ARK400/550 およびミニプル）による検定牛の新規追加･修正の要点につ

いて説明します。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メインメニュー＞より＜加修＞を選択し、以下の 3 項目からいずれかを選択し、検定牛の登録を

行なって下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

新 規 ：新規に牛の『追加』、『移動』、『復活』を行ないます。 

修 正 ：現在マスタに登録されている牛の個体識別番号、本牛登録番号、名号、生年月日など

の修正を行ないます。 

登録済 ：今月の検定で入力した加修データの訂正や取消を行ないます。 

 

ARK400 

→（１） 

→（２） 

→（３） 

＜牛群検定処理メニュー＞
伝　　送 搾　乳　控

農　　家 チ ェ ッ ク

未経→経産 立　会　控

加　　修 設　　　定

検　　定 パラメータ

Ver3.**

＜加修処理＞処理選択

選択して下さい。

修     正

新     規

登  録  済 み

終    了

ARK400/550 

ミニプル 

１．伝  送  

２．農  家 

３．未経→経産 

４．加  修 

▲/▼   ENT:確定 

＜メインメニュー＞ 

  加修処理選択  

１．新  規 

２．修  正 

３．登録済 

９．終  了 

＜加修メニュー＞ 

（１） 

（２） 

（３） 

ミニプル ARK550 
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血統登録牛の新規追加の例

血統登録をもつ牛の新規追加は、前述 ４ （１）より＜追加＞メニューを選択し、下記

のように入力して下さい。

ARK400 ミニプル
①　検定コードを入力して下さい。 ①　検定コードを入力して下さい。

②　個体識別番号・品種を入力して下さい。 ②　個体識別番号・品種を入力して下さい。

③　生年月日を入力してください。 ③　登録番号を入力して下さい。

5

Ⅴ.検定名簿（マスタ）の作成

次ページへ 次ページへ



ARK400 ミニプル
④　登録の確認。 ④　生年月日を入力して下さい。

⑤　登録番号を入力して下さい。

無登録牛を追加する場合、

ARK400では④で【いいえ】を選択し、名号、父牛登録番号、母牛登録番号を入力。ミニプ

ルでは③をとばして、名号、父牛登録番号、母牛登録番号を入力。

15

Ⅴ.検定名簿（マスタ）の作成

チェック!

 

 牛個体識別全国データベースからの情報提供 

ARK では、検定時に新規追加予定牛、最新分娩情報を参照出来ます。 

 追加 

個体識別番号: 

  

品種: 

F2:呼出  F4:終了 
  

 

 状態１ 

検定コード: 

      １０００  

 

F2:分娩  
   

対象の個体識別追加データが存在する場

合、画面下に「F2:呼出」とガイダンスが

表示されます。 
Ｆ２キーを押下することで取り込めます。 

対象の個体識別分娩データが存在する場

合、画面下に「F2:分娩」とガイダンスが

表示されます。 
Ｆ２キーを押下することで取り込めます。 

ARK では④で【いいえ】を選択し、名号、父牛登録番号、母牛登録番号を入力。ミニプルで
は③をとばして、名号、父牛登録番号、母牛登録番号を入力。

ARK400 ミニプル
④　登録の確認。 ④　生年月日を入力して下さい。

⑤　登録番号を入力して下さい。

無登録牛を追加する場合、

ARK400では④で【いいえ】を選択し、名号、父牛登録番号、母牛登録番号を入力。ミニプ

ルでは③をとばして、名号、父牛登録番号、母牛登録番号を入力。

15

Ⅴ.検定名簿（マスタ）の作成

チェック!
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Ⅴ.検定名簿（マスタ）の作成

牛個体識別全国データベースからの情報提供

検定日に農家へ行く前に、新規追加予定牛や最新の分娩情報が予め分かるようになり
ます。
同意書を提出した検定農家については、牛個体識別全国データベースから、農家に繋

養されている牛のうち検定にこれから加入する牛（新規追加予定牛）の情報と、最新の
分娩情報が提供されます。
新規追加予定牛では、個体識別番号・生年月日・品種・登録番号・父牛登録番号・母

牛個体識別番号および後代検定娘牛かどうか、などの情報が提供され参照することが出
来ます。
最新の分娩情報は、子牛の生年月日を母牛の分娩年月日として、分娩日・産子の性別

などが提供されます。また、参考情報として産次も提供されますが、死産や流産は推定
出来ないために参照する場合には必ず確認するようにして下さい。

6

ARK400では、検定時に牛個体識別全国データベースから提供された、新規追加予定牛と、最新分娩
情報を、参照して検定情報として取り込むことが出来ます。

チェック!

ARK では、検定時に牛個体識別全国データベースから提供された、新規追加予定牛と、最新分娩情報を、
参照して検定情報として取り込むことが出来ます。



17

Ⅵ

検定員は、ハンディターミナルまたは

記録票、ミルクメーターまたはミルクス

ケール、サンプルビンなど必要な器具類

を持参して、遅くても検定開始の30分

前には立会農家に到着し、つぎの業務を

行います。

調査業務 (立会前)

（１）追加牛の加入手続き

導入牛などの追加牛がおれば、繁殖台帳等により確認のうえ入力し、牛コー

ドを決定します。

・牛コードは後々変更できないので、最近他の牛につけた最終コードを確認のうえ、それに続

くコードを受検者と相談して慎重に決める。

・あらたに分娩した牛について、検定未加入であれば、追加する。

検定員の任務

1

立会前の記録の整備

チェック!

Ⅵ.検定員の任務



（２）産次を更新した検定牛の調査

前回立会日後に分娩した経産牛がおれば、分娩年月日、分娩産次、産子の性

別、分娩難易を入力 または記入します。

（３）乾乳牛・流産・除籍牛の調査

前回立会日後に乾乳、流産、除籍した牛がおれば、そのコードと年月日を入

力または記入します。

（４）繁殖記録の調査

前回立会日後の授精回数、授精年月日、交配種雄牛略号

などを入力または記入します。

18

Ⅵ.検定員の任務
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Ⅵ.検定員の任務

立会業務

（１）器具類の準備

ハンディターミナル、ミルクメーター

(ミルクスケール) 、サンプルビンなど

を用意します。

（２）検定牛の個体確認

初めて検定に加入する初産牛、

導入牛などの追加牛は、 特に確実に個

体確認をする必要があります。

個体の確認は牛個体識別番号（耳標）

で行います。補助的な方法として斑紋、

ネックタッグ、レッグタッグなどによ

ることもあります。

（３）搾乳動作の点検

検定員は、搾乳動作が見通せる場所で立会をしま

す。

2

サンプルビンの準備

牛個体識別番号による確認

搾乳動作の点検 ミルクスケールによる計量



（４）計量

①　乳量計を垂直に保つよう、常に気を付けて下さい。

誤差が生じる主な要因は、装着の角度とエアー漏れによるものです。

②　計量は目線と目盛を水平にして、0.1㎏単位まで気泡(アワ)の下部の数値

を読み取ります。

③　牛舎内は暗い場合があるため、ペンライトを使用し正確に読み取りまし

ょう。

20

Ⅵ.検定員の任務

計量後、サンプリング 乳量の入力
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Ⅵ.検定員の任務

（５）サンプリング

①　サンプルは検定牛ごと、搾乳時ごとに採り、

1サンプル１容器で採取します。

②　計量フラスコ内の乳成分は各層で異なるの

で、サンプルは充分攪拌のうえ採取して下さい。

攪拌時間は、20kg以下：10秒、20kg以上：15秒以上、時計を見ながら行うように習慣づ

けましょう。

③　サンプルビンは洗浄後の乾燥したものを用い、予めバーコードの付いたも

の、または検定農家、検定牛コード、搾乳区分を明記したものを用いて下さ

い。

（注）サンプリング時に検定牛を取り違えないよう注意する。夜・朝の搾乳区分はサンプ

ルビンの色を変えるとよい。

④　サンプルの腐敗に留意し、充分に保冷して下さい。特に前日の夜のサンプ

ルを検定農家に放置しないようにして下さい。また冬季には凍結にも留意し

て下さい。

⑤　採取したサンプルは、取り決めにしたがって牛乳成分検査所等へ迅速に引

き渡して下さい。

サンプリング

チェック!



調査業務(立会後)

（１）出荷伝票により１日当たり出荷乳量を調べます。

（２）濃厚飼料給与量(1日当たり)と単価(1kg当たり)を調

べます。

（３）体重測定は最終立会後に行います。

①　通常牛の右側で、頭を上げた状態で測る。

②　測る部位は、肩後(第８肋骨の基部)周辺の胸回り。

③　指が２～３本入る程度まで締めて、1kg単位で測る。

指導業務

（１）つぎのような記録はチェックをし、受検者とともに原因や改善策を検討しまし

ょう。

①　ピーク乳量を迎える前に、前月との乳量差が20％前後低下しているもの。

②　乳成分率が特に低いか、または高いと思われるもの。

③　体細胞数が多いと思われるもの。

④　長期未授精のもの、分娩間隔(空胎日数)の長いもの。

（２）乳質管理や健康状態のチ

ェックおよび助言

（３）検定成績表の見方、検定

データの読み方（巻末参照）

（４）改良情報の活用法

（５）優秀な酪農家や優良事例

の紹介

22

Ⅵ.検定員の任務

3

体重の測定

4

管理指導



報告業務

（１）検定成績表を早く農家の手元に届けるために、立会済みの検定記録はできるだ

け早く家畜改良事業団へ送信して下さい。

（２）立会日から計算センター受付日までの平均日数は、各検定組合間でかなりのバ

ラツキが見られます。立会日にすぐさま送信されるものもあれば、２カ月以上要

するものもあります。早期送信にご協力願います。

（３）検定記録を送信した翌朝に、検定記録エラーリストが検定組合にFaxされる場合

があります。早やかに回答をお願いします。

23

Ⅵ.検定員の任務

5
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Ⅶ その他の検定方法について

検定の方法は、本誌で紹介したもの以外に次のような検定方法があります。各検定組
合にお問い合わせ下さい。

夜朝交互立会検定法（AT法）

検定の簡易化効率化を図るために、検定日（夜もしくは朝）のみ搾乳データを取得す
る方法。AT法実施のためには、以下の条件が必要です。
①　全頭が牛群検定に加入していること
②　搾乳時刻記録タイマーが設置されていること　　
③　毎月の生乳出荷量、自家消費量を正確に報告すること
④　1日の搾乳間隔が安定していること。また、夜から朝の搾乳間隔が11～14.5時間、
朝から夜の搾乳間隔が9.5～13時間であること

⑤　通年的に夜朝交互の立会検定であること
⑥　1日の搾乳回数が2回であること

比例採取法

夜･朝の乳量に比例したサンプル量を採取する方法。乳量・乳成分率は夜と朝の検定で
異なっているため、それに応じたサンプル量を採取する必要があります。

等量採取法

サンプル採取を検定日の夜･朝おのおの等量ずつとし、合乳して乳成分を測定する方法。
等量採取法実施のためには、以下の条件が必要です。
①　夜朝の搾乳間隔が11.5～13時間であること
②　夜朝の検定牛の搾乳順序は原則として変えないものとする
③　サンプルは夜朝それぞれ最低12ccずつ、合計で24ccを1容器に採取するの
④　1日の搾乳回数が2回であること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自動搾乳（搾乳ロボット）

自動搾乳農家において全国牛群検定推進会議の承認を受けた自動乳量計測装置および
自動サンプリング装置を用いて、月に１度、連続２４時間以上の検定を行なう方法。

大規模酪農検定システム

ミルキングパーラーに付属するデータ管理システム（パソコン上）から牛群検定のた
めのデータを取り込む方法。大幅に検定を簡易化できます。対象機種についてはお問い
合わせ下さい。

1

2

3

4

5

Ⅶ.その他の検定方法について
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Ⅷ

正確な乳量を把握するためには、乳量計

（ミルクメーター）の精度を保ち、適正に取

り扱う必要があります。

そのため、乳用牛群検定普及定着化事業

の検定基準では、少なくても年一回の計量

検査を実施することになっています。

また、その取り扱いについては、精密な

機器なので細心の注意を払い、空気漏れが

起きないよう接続部位やヒビ割れなどを事

前に点検する必要があります。

多くの機種は、全体の乳量の流れから比例

的に一定量をフラスコに分流して溜める仕

組みになっておりますが、最近では電気で

感知して表示する仕組みのものもあります。

取り付けは、パイプや柱等に付属の金具

（ブラケット）を設置してそれに本体をはめ

込む固定式の方法、また引っ掛けるだけの

ハンガー式のブラケットもありますが、後

者の場合はとくに装着の角度に留意する必

要があります。搾乳中は、常に垂直になっ

ていることを確認して下さい。

乳量計の取り扱い

検査済のラベルを貼った乳量計

Ⅷ.乳量計の取り扱い

28



ミルクメーターの洗浄

ミルクメーターは搾乳直後に洗浄することが理想的です。

（１） ミルクメーターのコックやバルブを洗浄の状態にセットして、ミルカーとと

もに水またはぬるま湯で洗浄します。（検定前の予洗も同様）

（２） 洗剤を用いる場合には次の2つが挙げられます。

①　アルカリ性洗剤・・・脂肪・蛋白質など有機物系の汚れを除去

②　酸性洗剤・・・・・・カルシウム・マグネシウム･鉄など無機物（ミネラル）

系の汚れを除去。

（３） 分解洗浄は週1回行なうことが推奨されています。その際ミルクメーターの命

であるベース及びそのカバーなどは傷をつけないようにしましょう。

搾乳後の自動洗浄（アルカリ洗浄）では落としきれない汚れがあるため、3～4日ごとに酸洗

浄を実施しましょう

26

Ⅷ.乳量計の取り扱い

1

チェック!



ワイカト ミルクメーター

（１）ミルクメーターを予洗（水を通す）し
ます。

（２）使用前にラバーコック②を一旦引き抜
き、水をつけて再セットして下さい。シ
ール機能を持たせるためです。

（３）クロー部から乳の流入口①とパイプラ
インへの流入口⑧にミルクホースを接続
します。

（４）ラバーコック②の口を横向き水平（計
量モード）にセットします。

（５）ミルクメーターを垂直に取り付けます。
（６）搾乳終了後、計量フラスコ③の乳量の
目盛を読みます。

（７）ラバーコック②の口を下向きにすると、
内部が陰圧になっているためにコック②
の口から空気が吸い込まれ、フラスコ内
のミルクが攪拌されます。

（８）フラスコ押し下げレバー④を押し下げ
るとフラスコ内の陰圧がなくなるため、ラバーコッ
ク②の口からサンプル用ミルクが流れ出るのでサン
プル瓶で採取します。

（９）サンプル採取後、ラバーコック②の口を上向きに
し、レバー④を押すとフラスコ内ミルクをパイプラ
インに排出させます。排出されない場合は再度押し
て下さい。

27

Ⅷ.乳量計の取り扱い

2

ラバーコック（芯部空洞）

【ラバーコックの３機能】
（1）水　平　� 搾乳ができる状態

（搾乳しながら計量）

（2）下向き　� 攪拌･サンブリングができる状態
（レバー④を押すと、サンプル採取）

（3）上向き　� 排出・洗浄ができる状態
（レバー④を押すと、サンプルミルクが排出）

チェック!



ツルーテスト ミルクメーター
ＦＶ型(オートサンプラー方式)

（１）メーターを予洗します。

（２）流入口①と流出口⑩に、ミルクホー

スを接続します。

（３）バルブ②を水平にし、搾乳ができる

状態にします。

（４）メーターを垂直に取り付け搾乳準備

完了です

（５）搾乳終了後、計量フラスコ③の乳量

目盛を読み取ります。

（６）ダイアル⑧を、おおよその乳量に合

わせます。

例) 乳量15 ㎏の場合、ダイアルの目盛を

15に合わす。

（７）ボタン④を2～3秒押すと、フラス

コ内ミルクはサンプルビン⑨を通って

パイプラインへと排出されます。

（８）溜まったサンプルビンを、空のもの

と付け替えます。

28

Ⅷ.乳量計の取り扱い

3

【バルブの２機能】
（1）水　平　� 搾乳・サンプリングができる状態

（2）上向き　� 洗浄ができる状態

チェック!



ツルーテスト ミルクメーター
Ｆ型(サンプル攪拌方式)

（１）メーターを予洗します。

（２）流入口①と流出口⑧に、ミルクホー

スを接続します。

（３）バルブ②を水平にセットし、搾乳の

状態にします。

（４）メーターを垂直に取り付け、搾乳の

準備完了です。

（５）搾乳終了後、計量フラスコ④の乳量

の目盛を読み取ります。

（６）バルブ②を下向きにすると、空気を

吸い込み攪拌ができます (20㎏以下：

10秒、20㎏以上：15秒)。

（７）攪拌後、レバー③を押し上げるとフ

ラスコ下部の注ぎ口からサンプルミル

クが出てきます。

（８）バルブ②を上向きにし、レバー③を

押し上げるとフラスコ内のミルクがバ

イプラインへと排出されます。

29

Ⅷ.乳量計の取り扱い

4

【バルブの３機能】
（1）水　平　� 搾乳ができる状態

(計量フラスコ④にミルクが溜まる)

（2）下向き　� 攪拌･サンプリングができる状態
(レバー③を押すと、サンプル採取) 

（3）上向き　� 洗浄･排出ができる状態
(レバー③を押すと、サンプルミルクを排出) 

チェック!



電子ミルクメーター　ミルコン

（１）国産品。牛乳の流れにしたが

って、乳量をデジタルで表示し

ます。0.2㎏／分以下の流れに

なると、デジタル表示部②の数

字が点滅して搾乳の終了を知ら

せます。

（２）ミルコン本体とサンプラー⑧

からなります。

本体下部には揺動センサーが

内蔵されており、乳の流れを表

示しながら一定量をサンプラー

へ 送ります。

（３）検定時の手順は､ キーホルダ

ー③にサンプラー⑧をはめ込

みセパレーター⑥を組み立て

ます。

（４）つぎに、流入口①と流出口⑨にミルクホースを接続します。

（５）電源キー④ (電池使用) を引き上げて搾乳し、終了後は表示の乳量を読み取り、

サンプルビンを取り替えます。

（６）クリアキー⑤を引き上げて表示の｢0.0｣を確認し、つぎの牛の搾乳作業に入りま

す。
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ミルコスコープ

（１）メーターを予洗します。

（２）流入口①と流出口⑨にミルクホース

を接続します。

（３）メーターを垂直に取り付け、搾乳の

準備完了です。

（４）搾乳終了後、計量フラスコ③の乳量

の目盛を読み取ります。

（５）空気バルブ②から空気を入れて攪拌

します。 (20㎏以下：10秒、20㎏以

上：15秒)

（６）サンプルビン⑧を一杯に満たしたら、

押しボタン⑦を下げてフラスコ内のミ

ルクを空にします。同時にサンプルビ

ン⑧にミルク満たされます。プラスチ

ックパイプの高さを変える事でサンプ

ル量を調整します。

（７）溜まったサンブル用ミルクを移し換

えます。
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国内で認定又は使用承認を受けている検定用器具一覧
（平成21年3月現在）
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（平成31年３月現在）

製 造 元 ／ 機 種 名 設　置　形　態 製　造　国 販　売　元 認定又は承認年月日

（1） 電子ミルクメーター 
（型式ＭＣ-6-Ｂ） パイプライン 日本 オリオン機械㈱ 昭和59年1月認定

（2） サージ 
ウエイトジャー ジャー アメリカ 東邦貿易㈱ 昭和59年3月承認

（3） コーニング グラス ワークス 
フルウッド パイレックス計量ジャー ジャー イギリス ㈱トーチク 〃

（4） セニア（SAC） 
レコーダージャー ジャー デンマーク ㈱コーンズ・エージー 〃

（5） サーボ・レコーダー パイプライン スウェーデン デラバル㈱ 〃

（6） Tru-Test 
Auto sampler パイプライン ニュージーランド ㈱ＩＤＥＣ 平成3年4月承認

（7） SAE Afikim 
Afikim （Fullflow） ミルキングパーラー イスラエル ㈱コーンズ･エージー 平成5年5月承認

　　〃 　　〃 　　〃 ㈱トーチク 平成16年3月承認

（8） Westfalia 
Metatron ミルキングパーラー ドイツ オリオンウエストファリアサージ㈱ 平成5年5月承認

（9） Westfalia 
レコーディングジャー ジャー ドイツ オリオンウエストファリアサージ㈱ 〃

（10） Gascoigne Melotte 
MR-2000 ミルキングパーラー オランダ ㈱本多製作所 平成8年3月承認

（11） Bou-Matic 
モデルＭミルクメーター ミルキングパーラー アメリカ ㈱野澤組 〃

（12） DeLaval 
Milko-Scope ＭＫⅡ パイプライン スウェーデン デラバル㈱ 〃

（13） DeLaval 
FloMaster2000/FloMasterPro ミルキングパーラー スウェーデン デラバル㈱ 〃

（14） Tru-Test 
ミルクメーターＦＶ型 パイプライン ニュージーランド ㈱ＩＤＥＣ 〃

（15） Tru-Test 
ミルクメーターＨＩ型 パイプライン ニュージーランド ㈱ＩＤＥＣ 〃

（16） Tru-Test 
ミルクメーターＦ型 パイプライン ニュージーランド ㈱ＩＤＥＣ 〃

（17） Waikato 
ミルクメーターＭＫ5型 パイプライン ニュージーランド ㈱協同インターナショナル 平成9年3月承認

　　〃 　　〃 　　〃 サージミヤワキ㈱ 〃

　　〃 　　〃 　　〃 デラバル㈱ 平成21年3月承認

（18） Waikato 
SPEEDSAMPLER 自動サンプリング装置 ニュージーランド サージミヤワキ㈱ 平成19年3月承認

（19） Bou-Matic 
Perfection 3000 ミルキングパーラー アメリカ ㈱野澤組 平成12年3月承認

（20） Nedap-Agri BV 
Level Milkmeter

ミルキングパーラー 
搾乳ロボット オランダ ㈱コーンズ･エージー 〃

（21） Meltec Maschinen GmbH 
MEMOLAC2-METER ミルキングパーラー ドイツ ㈱土谷特殊農機具製作所 〃

（22） Lely Industries NV 
Shuttle

搾乳ロボット 
自動サンプリング装置 オランダ ㈱コーンズ･エージー 〃

　　〃 　　〃 　　〃 ㈱本多製作所 平成18年3月承認

（23） SCR Engineers 
Free-Flow （FloMasterFF） ミルキングパーラー スウェーデン デラバル㈱ 平成13年3月承認

（24） SAE Afikim 
AFIFLO2000 ミルキングパーラー イスラエル ㈱コーンズ･エージー 平成15年3月承認

　　〃 　　〃 　　〃 ㈱トーチク 平成16年3月承認

　　〃 　　〃 　　〃 デラバル㈱ 平成17年3月承認

（25） SAE Afikim 
AFI-LITE ミルキングパーラー イスラエル ㈱コーンズ･エージー 平成15年3月承認

　　〃 　　〃 　　〃 ㈱トーチク 平成16年3月承認



33

Ⅷ.乳量計の取り扱い

製 造 元 ／ 機 種 名 設　置　形　態 製　造　国 販　売　元 認定又は承認年月日

　　〃 　　〃 　　〃 デラバル㈱ 平成17年3月承認

（26） Tru-Test 
Electronic Milk Meter 携帯型 ニュージーランド ㈱ＩＤＥＣ 平成15年3月承認

（27） GERMANIA 
ACCUWEIGH ジャー アメリカ ㈱コーンズ･エージー 〃

（28） Pulsameter2 ミルキングパーラー ドイツ ㈱ピュアライン 平成16年3月承認

　　〃 ミルキングパーラー 　　〃 ㈱本多製作所 平成18年3月承認

　　〃 
（Milkline MEL1000） ミルキングパーラー 　　〃 ㈱コーンズ･エージー 平成25年3月承認

　　〃 
（M37 LED） ミルキングパーラー ドイツ 

（イタリア） ラクトシステム㈱ 平成28年3月承認

Pulsameter2 搾乳ロボット ドイツ ㈱本多製作所 平成23年3月承認

　　〃 搾乳ロボット 　　〃 ㈱ビコンジャパン 平成19年3月承認

（29） Dairy Master Weighall ミルキングパーラー アイルランド ㈱コーンズ･エージー 平成16年3月承認

（30） JM100 ミルキングパーラー スウェーデン デラバル㈱ 〃

（31） AFIFLO9000 ミルキングパーラー イスラエル ㈱トーチク 〃

（32） Voluntary Milking System 
 （VMS）

搾乳ロボット 
自動サンプリング装置 スウェーデン デラバル㈱ 〃

（33） Lactocorder ミルキングパーラー
携帯型 スイス ㈱本多製作所 平成18年3月承認

　　〃 　　〃 　　〃 ラクトシステム㈱ 平成21年3月承認

（34） Flomaster Pro 搾乳ロボット スウェーデン デラバル㈱ 平成18年3月承認

（35） DeLaval DelPro MU480 パイプライン スウェーデン デラバル㈱ 平成20年3月承認

（36） Dematron 70 ミルキングパーラー ドイツ オリオンウェストファリアサージ㈱ 〃

（37） MDS Saccomatic IDC3 ミルキングパーラー デンマーク ㈱コーンズ･エージー 平成23年3月承認

（38） Lely MWS 搾乳ロボット オランダ ㈱コーンズ･エージー 平成25年3月承認

（39） Boumatic Smart Control 
Meter /Prefection Metrix 3000 ミルキングパーラー アメリカ ㈱野澤組 〃

（40） Free-Flow meter MM27 
（デラバルミルクメータMM27BC） ミルキングパーラー スウェーデン デラバル㈱ 平成26年3月承認

（41） DeLaval DelPro MU486 パイプライン スウェーデン デラバル㈱ 平成26年3月承認

（42） GEA Farm Tecnologies Gmbh 
Mione Automatic Milking System 搾乳ロボット ドイツ GEAオリオンファームテクノロジーズ㈱ 平成27年3月承認

（43） ＭＭＤ５００ パイプライン 日本 オリオン機械㈱ 平成28年7月承認

（44） バルククーラー自記温度計 
ＢＲＴＲ 搾乳時刻記録タイマー 日本 オリオン機械㈱ 平成20年3月承認

（45） バルククーラー自記温度計 
ＴＷＫ 　　〃 日本 デラバル㈱ 〃

（46） バルククーラー自記温度計 
ＰＭＣ 　　〃 日本 ㈱コーンズ･エージー 〃

（47） バルククーラー自記温度計 
ＰＭＣ０１ 　　〃 日本 ㈱コーンズ･エージー 〃

（48） バルククーラー自記温度計 
ＴＤＴ０２ 　　〃 日本 ㈱土谷製作所 〃

（49） 搾乳時刻記録タイマー 
ＭＴＬ 　　〃 日本 サージミヤワキ㈱ 〃

（50） バルククーラー自記温度計
ＢＲＴＲＡ 　　〃 日本 オリオン機械㈱ 平成31年3月承認



（１） 検定員規程例

第１条　検定員は、検定組合規約の目的達成を図るため、その趣旨を充分認識し、

検定業務を熟知して厳正な立会を行うものとする。

第２条　検定員は、検定組合長から指示を受けた検定農家へ、ハンディターミナル

と検定器具などを持参のうえ､検定開始時間に十分間に合うように到着しなけ

ればならない。

第３条　検定員は、乳用牛群検定普及定着化事業検定実施基準に基づいて検定業務

に携わり、つぎの事項を厳守して立会業務を行う。

1 立会中は不要な会話や喫煙等を慎み、厳正な態度で当たる

2 検定牛の搾乳状態が確認できる場所で立会する

3 検定牛の個体確認は、牛個体識別番号（耳標）によって確実に行う

4 バケットミルカーで搾乳する場合は、事前にバケットの中を点検する

5 ミルクメーターは乳用牛群検定全国協議会認定のものを用い、誤差が生じ

ないよう充分留意して取り扱い、使用後の洗浄は完全に実施する

6 目の高さで自ら計量し、直ちに入力（記録）する

7 サンプル乳は、充分攪拌して必要量採取する

8 立会後はサンプルビンを持ち帰り、腐敗、凍結しないよう保管する

9  調査項目を正確に整備し、内容についてミスがないことを確認する

10  検定員の都合で、検定農家の通常の搾乳時間を変更してはならない

第４条　検定員は、検定業務に携わる時は常に所在を明らかにし、組合長の指示に

より検定農家の立会を行う。

第５条　検定員は、つぎの事項が発生した場合は、立会終了後速やかに組合長に状

況等を報告しなければならない。

1 検定農家が検定業務に関する指示を無視するなどして、支障を来す行為が

あった場合

2 不正行為、または不正に近い行為を発見した場合

3 著しく異常な成績が発生した場合

なお、再立会が必要と認められた場合は、組合長の指示に従う

第６条　検定に使用する器具は､ 正確に取り扱い管理しなければならない。また ハ

ンディターミナルを使用する場合は、十分な訓練の下に使用する｡

第７条　この規程に定めていない事項は、必要に応じて組合長が決める。

附　 則

１ この規程は、平成 年 月 日より実施する。
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（２） 検定立会規程例

（目　的）

第１条　この規程は、検定記録の正確性を高め、牛群検定の信頼を高めることを目

的とする。

（立会日）

第２条　毎月１回立会することを原則とし、特別の事情がない限り拒否してはなら

ない。但し、つぎに該当する場合はこの限りではない。

1 突発的な事情(葬儀、事故など)と検定員が認めた場合

2 立会に支障(不在など)が生じた旨、予め事務局に連絡があった場合

第３条　前条の立会は､通常つぎの通りとする。

1 ２回搾乳では夜と朝の搾乳時に行う

2 ３回搾乳においては昼、夜、朝の搾乳時に行う

（搾乳時間）

第４条　２４時間以内における搾乳回数が３回を超えない範囲で、平常の搾乳時間

帯で行う。夜の搾乳は、深夜12時までに終えなければならない。

（搾乳順序）

第５条　平常の搾乳順序で行い、故意に順序を変えてはならない。但し、検定員が

搾乳動作を確認できない場合は、検定員の指示に従うものとする。

（報　告）

第６条　検定農家はつぎの事項について記録し、検定員に必要な事項を報告または

関係書類を提示しなければならない。

1 家畜改良センターへの出生・異動届出の控

2 追加・除籍牛に関すること

3 分娩（流産・早産・死産を含む）、乾乳に関すること

4 繁殖に関すること

5 疾病に関すること

6 購入飼料に関すること

7 その他

参考資料
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（記録の信頼性）

第７条　検定農家は、特別の理由がある場合を除いて１４カ月以上の全牛をマスタ

ー登録し、搾乳牛は全頭検定を実施する。

第８条 牛の個体確認は牛個体識別番号（耳標）で行うが、検定農家は､補助的な確

認の方法として牛名板、ネックタッグ､レッグタッグ等を整備する。

第９条 検定農家は､乳量や乳成分を高める目的で薬品の投与および飼料として 認め

られないものを給与してはならない。

第10条 検定農家は、搾乳開始前のミルカーの点検等､検定員が要求する検査に応じ、

搾乳動作が確認できるよう検定員に協力しなければならない。

第11条 検定農家は､検定記録に誤差を生じやすい搾乳施設の不備等について組合長

から改善通告があった場合には、速やかに改善しなければならない。

( 罰　則）

第12条 本規程に違反した時は、戒告および立会停止､または本検定組合を除名する。

(その他）

第13条 この規程に定めていない事項は、必要に応じて組合長が決める。

附 則

1 この規程は、平成 年 月 日より実施する。
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（３） ○○牛群検定組合規約例

（目　的）

第１条　○○地区の乳用牛の組織的な牛群検定を実施して優良乳用牛及び優良種雄

牛資源の確保を図るとともに乳質改善、乳牛の健康管理、低能力牛の淘汰促

進、酪農経営の改善を図ることを目的とする。

（名　称）

第２条　この検定組合は○○乳用牛群検定組合と言う。

（所　在）

第３条　この検定組合の事務局を○○農業協同組合○○事業部内に置く。

（事　業）

第４条　この検定組合はその目的を達成する為に次の事業を行う。

１）牛群の検定立ち会いによる個体能力の把握。

２）後代検定事業への参加。

３）個体能力の分析と検討会。

４）牛群の能力向上に関する調査研究を行う。

５）研修会の開催。

６）その他この検定組合の目的達成に必要な事業。

（組合員）

第５条　この検定組合の組合員は現に○○○に在住し趣旨に賛同し目的達成にまい

進する情熱を有したる者で構成する。

（加入及び脱退）

第６条　加入しようとする者はこの組合の趣旨に賛同しその年の１２月末日までに

組合長に加入届けを出し役員会に於いて承認を得るものとする。脱退につい

ては原則として組合員が年度途中で脱退することは認めない。脱退しようと

するときは、予め理由を詳記して１２月末日までに組合長に願いを出しその

許可を得なければならない。

（除　名）

第７条　役員会は次の各号の１に該当する組合員に改善勧告をしこれに従わない場

合は除名をすることができる。

１）正当な理由がなく検定を行わなかった者。

２）検定組合の活動を妨げる行為をしたとき。

３）検定組合の規約に違反したとき。

４）検定組合の信用を失わせるような行為をしたとき。
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除名を決議したときは、理由を明らかにしその本人に知らせなければな

らない。

（役員）

第８条　この検定組合に次の役員を置く。

組 合 長　　１名。

副組合長　　２名。

会　　計　　１名。

監　　事　　３名。

理　　事　　若干名（各班１名）

（役員の選出）

第９条　１．組合長、副組合長、会計、監事は各班の代表者で構成する選考委員会

に　　おいて選出し総会の承認を得るものとする。

２．理事は各班から選出されたものとする。

（権　限）

第10条　組合長は検定組合を代表する。副組合長は組合長を補佐し組合長事故ある

ときはその職務を代行する。監事は会計並びに会の執行状況を監査する。

（任　期）

第11条　１．役員の任期は２年とし再選を妨げないものとする。ただし組合員の２

分の１以上の請求があれば改選することができる。

２．役員は任期満了といえども後任者の就任するまではその任に当たるも

のとする。

３．補欠により選任された役員は前任者の残任期間とする。

（顧問及び参与）

第12条　この検定組合に顧問及び参与を若干名置くことができる。組合長はこれを

委嘱する。

（総　会）

第13条　この検定組合の決議機関として総会を置く。通常総会は毎年一回４月にこ

れを開く。ただし役員会がこれを認められたとき、若しくは組合員がその３

分の１以上の同意を得て総会の招集を請求したときは臨時に総会を開くこと

ができる。総会は組合長が招集する。

（決定事項）

第14条　次の事項は総会の議決を経なければならない。

１）規約の変更。

２）事業報告及び収支決算。
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３）事業計画及び収支予算。

４）その他必要な事項。

（議　事）

第15条　総会は組合員の２分の１以上の出席をもって成立し議事は出席者の過半数

で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

ただし委任状による出席を認める。

（議　長）

第16条　議長は総会において役員以外から選任する。

（役員会）

第17条　組合長、副組合長及び会計、理事をもって役員会を構成し、検定組合の業

務を執行する。

（役員会の招集）

第18条　役員会は必要に応じて組合長が招集する。

（経　費）

第19条　この検定組合の経費は組合費、補助金及びその他の収入をもってこれに充

てる。

（会計年度）

第20条　この組合の会計年度は毎年４月１日より３月３１日までとする。

（事務局）

第21条　この検定組合の事務局に幹事若干名を置く。

幹事は役員会の選考により組合長が委嘱する。

（帳 簿）

第22条　この検定組合に次の帳簿を備える。

規約。組合員名簿。役員名簿。記録簿。会計簿。

（附 則）

第23条　この規約は平成△△年○月○○日より施行する。

平成△△年○月○○日一部改訂。

平成△△年○月○○日一部改訂。

平成△△年○月○○日一部改訂。

平成△△年○月○○日一部改訂。
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（４）検定成績の活用
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大山乳業農業協同組合、酪農とちぎ農業協同組合、千葉

県酪農農業協同組合連合会から写真の提供等ご協力をい

ただきました。厚くお礼申し上げます。

平成21年11月発行平成 31 年 3月発行


