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ACTIVPULS in Russia 
 

ＡＰユニットテストデータ 

ラボス･インターナショナル社（ロシア） 

2017.3 アクティブパルス資料 

 

 SPK “Zhdanovskiy” Nizhniy Novgorod region

 検証① ザダノフスキー牧場（ニジニーノヴゴロド地方） 
 

 Kolkhoz “Tractor” Republic of Udmurtia

 検証② トラクター牧場（ウドムルト共和国） 
 

 

株式会社ピュアライン 
 

 

 

 

 

 

       ＡＰユニットの特長 
 

          FULL MILKING 

          搾りきりが良い 

          QUICK AND CAREFULL MILKING 

          迅速で優しい搾乳 

          IDEAL UDDER HEALTH 

          健康な乳房づくりに貢献 

          NATURAL TEAT CONDITION 

          乳頭を本来の自然な状態に 

          ALWAYS ANIMAL FRIENDLY 

          いつも牛に優しい 
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SPK “Zhdanovskiy”
検証① ザダノフスキー牧場 
 

• 1320 forage cows 飼養牛 ：1,320頭 

 1150 – 1180 milking cows 搾乳牛 ：1,150～1,180頭

• Number of milkings – two times a day 搾乳回数： 2回/日 

• Milking machine DairyMaster, 2*22 搾乳システム：デイリーマスター 2×22 
 

Reasons to try ActivePuls ＡＰユニット使用目的 
• Reduce mastitis incidence up to 1% 乳房炎を１％程度に抑えたい 

• Reduce teat-end hyperkeratosis incidence 乳頭角化症の減少 
 

Herd data 牛群データ 
• Herd structure (1320 cows): 牛群構成  ： 1,320頭 

 450 prim parity cows  初産   ：  450頭

 320 second parity cows  ２産   ：   320頭

 550 third parity and older  ３産以上 ：  550頭

• Average  day s of lactation  in  the  herd 泌乳期間平均 

 DIM 330 – 335 days  搾乳期間 ：330～335日

 Dry period 50 – 55 days  乾乳期間 ： 50～ 55日 

• Calving rate – 87 % in 2015 出産率(2015)：   87％ 
 

Background data-feeding 給餌データ 
• Average  feed intake Year-round 採食量/年(DM/乾物)：21kg/頭 

• New silopit was opened in October: 2015年10月 サイロ更新 

 ME:  代謝ｴﾈﾙｷﾞｰ：10.3mJ ⇒ 10.3mJ 

 Starch:  でん粉  ：19％  ⇒ 20％ 

• During the trial: テスト期間中の変化 

 The percentage of concentrated feed reduced by 2%(DM)  濃厚飼料(DM)：2％減 

 The percentage of coarse forage increased by 2%(DM)  粗飼料(DM) ：2％増 
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Background data–milking 搾乳データ 
• Milk: 平均乳量/頭 

 Average milk yield per forage cow  飼養牛：25.9ℓ/日 

 Average milk yield per milking cow  搾乳牛：28.7ℓ/日 

• Veterinary: 健康面 

 Somatic Cell Count  体細胞 ：223千個/mℓ 

 Teat-end hyperkeratosis  乳頭角化症 ：355頭 

 Subclinical mastitis  潜在性乳房炎： 75頭 

 Clinical mastitis  臨床型乳房炎： 24頭 

• Technology: 技術面 

 Milk flow speed  ミルクフロー：3.4ℓ/分 

 Milking time  搾乳時間：10時間30分/日 

• Economics: 経済面 

 Marketable milk  市場向けミルク：95％ 

 Treatment against mastitis per month  乳房炎治療  ：60頭/月 

 AktivPULS cost (45 units)  3,078,000ﾙｰﾌﾞﾙ/US$46,500

        ＡＰユニット(45台)費用：5,188,935円 ※1US$＝111.59円(2017.4) 
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Profit: ＡＰユニット導入効果 ＡＰユニット使用前 ⇒ 使用後 
• Milk: 乳量/頭 

 Average milk yield  per forage cow  飼養牛   ：25.9⇒27.3ℓ/日 

 Total: +16,750,000 Rubles/year 乳量増  ：28,140,000円/年 

• Veterinary: 健康面 

 Somatic Cell Count  体細胞   ：223千⇒110千個/mℓ 

 Teat-end hyperkeratosis  乳頭角化症 ：355 ⇒ 84頭 

 Subclinical mastitis  潜在性乳房炎： 75 ⇒ 18頭 

 Clinical mastitis  臨床型乳房炎： 24 ⇒ 14頭 

 Total: - 776,000 Rubles/year (less medicines used) 治療費削減： 1,303,680円/年 

• Technology: 技術面 

 Milk flow speed  ミルクフロー： 3.4 ⇒ 3.9ℓ/分 

 Milking time  搾乳時間/日 ：10.5 ⇒ 8時間 

 Total: - 250,000 Rubles/year (less energy costs) ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ削減：420,000円/年 

• Economics: 経済面 

 Marketable milk  市場向けミルク：95 ⇒ 96.8% 

 Treatment against mastitis per month  乳房炎治療  ：60 ⇒ 17頭 

 Total +4,662,875 Rubles/year (more marketable milk) 出荷量増 ： 7,833,630円/年 

   +9,000,000 Rubles/year (for heifers sold) 仔牛売却増：15,120,000円/年 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Total +31,438,875 Rubles/year / US$472,600＝ 年間 52,818,000円の導入効果 
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Kolkhoz “Tractor”
検証② トラクター牧場 
 

• 320 milking cows 搾乳牛 ：320頭 

• Number of milkings – 3 times per day 搾乳回数：3回/日 

• Milking machine FORMAX, 2*10 搾乳システム：フォルマックスパーラー 2×10 
 

Reasons to try AktivPULS: ＡＰユニット使用目的 
• Fight mastitis 乳房炎と闘うため 

• Reduce the incidence of hyperkeratosis 乳頭角化症の減少 

• Increase milk yield per cow １頭あたり乳量の向上 
 

Herd data 牛群データ 
• Herd structure (356 cows) 牛群構成 ：356頭 

 30% prim parity cows  初産  ：107頭/30%

 19% second parity cows  ２産  ： 68頭/19%

 51% third parity and older  ３産以上：181頭/51%

• Average milking days of the herd:  泌乳期間平均 

 DIM 420 – 425 days  搾乳期間：420～425日

 Dry period 60 – 65 days  乾乳期間： 60～ 65日

• Calving rate – 73 %  in 2015 出産率(2015)：73% 
 

Background data-feeding 給餌データ 

• Mono feed during housing season 牛舎内飼養期間は単一飼料を給餌 

• Grazing at natural pastures during summer 夏期は牧草地で放牧 

• No feed intake control 採食量の制限なし 

• Sustainable feeding is not organized 給餌体系は未構築 
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Background data: 搾乳データ 
• Milk: 平均乳量/頭 

 Average milk yield per forage cow  飼養牛   ：15.1ℓ/日

 Average milk yield per milking cow  搾乳牛   ：20.1ℓ/日

•Veterinary: 健康面 

 Somatic Cell Count   体細胞   ：1,300千個/mℓ 

 Teat-end hyperkeratosis  乳頭角化症 ：301頭 

 Subclinical mastitis  潜在性乳房炎：195頭

 Clinical mastitis  臨床型乳房炎： 55頭 

• Technology: 技術面 

 Milking time  搾乳時間 ：13時間30分/日

• Economics: 経済面 

 Marketable milk  市場向けミルク：85％ 

 Treatment against mastitis per month  乳房炎治療  ：97頭/月 

 AktivPULS cost  1,370,600ﾙｰﾌﾞﾙ/US$20,600 

           ＡＰユニット費用： 2,298,754円 ※1US$＝111.59円(2017.4) 

 

 

 

 
 

  
 



 9 / 10 

  

  

 



 10 / 10 

  

 
 

ＡＰユニット導入効果/Profit: ＡＰユニット使用前 ⇒ 使用後 

• Milk:  乳量/頭 

 Average milk yield  per forage cow  飼養牛：15.1 ⇒ 17.6ℓ/日 

 Average milk yield  per milking cow  搾乳牛：20.1 ⇒ 19ℓ/日 

Total: +?? Rubles/year データ無し 

• Veterinary: 健康面 

 Somatic Cell Count:  体細胞    ：1,300千⇒300千個/mℓ 

 Teat-end hyperkeratosis:  乳頭角化症 ： 301 ⇒103頭 

 Subclinical mastitis:  潜在性乳房炎： 195 ⇒ 39頭 

 Clinical mastitis:  臨床型乳房炎：  55 ⇒ 1頭 

Total: - 1,353,600 Rubles (less medicines used) 治療費削減 ：2,274,048円/年 

• Technology: 技術面 

 Milking time:  搾乳時間/日 ：13.5 ⇒ 9時間 

Total: - 130,000 Rubles/year (less energy costs) ｴﾈﾙｷﾞｰｺｽﾄ削減：218,400円/年 

• Economics: 経済面 

 Marketable milk  市場向けミルク：85 ⇒ 93% 

 Treatment against mastitis per month  乳房炎治療  ：97 ⇒ 2頭 

Total:+2,686,400 Rubles/year (more marketable milk) 出荷量増  ：4,513,152円/年 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Total +4,170,000 Rubles/year / USD $ 63,000＝ 年間 7,005,600円の導入効果 


