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単飼型ケージ式肥育豚舎における

隣接豚に対する豚体の放射伝熱形態係数

蓑輪雅好

-Radiation con:figuration factors of a pig to an adjoining pig 

which are respectively kept in individual cages 

Masayoshi MINOWA 

Abstract 

The purpose of this investigation was to present thermal radiation configuration factors of a standing pig to an ad-

joining pig with the same weight as it which were respectively kept in individual cages. The configuration factors 

were numerically calculated by using computer graphics and numerical integration methods. In order to obtain the 

configuration factors based on the pig body shapes， three standing surface-models with live weights of 27，65 and 88 

kg were used as subjetcs. These polyhedric surface-models were three-dimensional graphic pigs with many surface-

mounted triangular patches. 

The percentage errors of the ca1culated configuration factors in thsi study were estimated to be not larger than 1 % 

by the well-known reciprocity relation for configuration factors. The figures for.determining the configuration fac-

tors in some geometrical relationships between the pig and the adjoining pig were presented as a function of the dis-

tance between the pigs with the pig body weight as a parameter. 

Key words : pig， surface-model， thermal radiation configuration factor， numerical computing， computer graphics. 

緒 <=> 

豚は体内における発生熱量と周囲環境への体熱放散量

を平衡させることにより恒温性を維持しながら生産活動

を行っている.エネルギ代謝の観点から，体温調節に使

われるエネルギが小さいほど生産活動に使われるエネル

.ギは大きくなる.したがって.暑熱期においては体熱放

散促進のために周囲環境から豚体に入射する放射熱量は

可能な限り抑制されることが望ましい しかしながら.

豚体に入射する放射熱量は国内外を問わず定量的に解明

されていない これは周囲物体に対する豚体の形態係

数，豚体の有効放射面積，豚体の直達日射面積などの放

射伝熱に関する基礎資料が豚体の3次元形状に基づいて

明らかでないためである.

著者は体重が27.65， 88 kgで、ある立位豚の3次元形

状測定 111に基づいて作製したサーフェスモデルすな

わち体表面を 3角形パッチで構成した 3次元多面体グ

ラフィックスモデル ω を用いて，コンピュータグラ

フィックス技法と数理解析的手法を駆使し豚体の3次

元形状に基づいた豚体の形態係数，有効放射面積および

直達日射面積を解明した (3-91 これらの結果から舎内

の豚体に入射する長波長放射熱量を算定する際に必須の

天井面，側面壁，正面壁，背面壁，床面それぞれに対す

る豚体の形態係数に関する算定図を提示したまた.豚

体に入射する直達日射量を算定するときに必要な直達日

射面積を太陽高度別に示すとともに，豚体に入射する天

空日射量や反射日射量の算定式を提示した しかしなが

ら以上の研究では豚体周囲に他の豚は存在しない状態で

あった.

畜舎内における家畜・家禽(以下，単に家畜と称する)

の周囲には天井面.壁面.床面などの畜舎構造物や各種

の飼養管理器具が存在しさらに家畜自身の周りには他

の家畜が存在する.家畜と周囲との放射熱交換におい

て近距離で隣接する他の家畜の存在は特に重要である.
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PERRYら{聞はスタンチョン式乳牛舎を想定し.1.1m離

れた隣接牛に対する牛の形態係数を0.1と算定した こ

のような隣接家畜に対する形態係数についての研究は他

に見当たらない.

本研究の目的は，対象豚の周囲に他の豚すなわち隣

接豚が存在するときの隣接豚に対する対象豚の形態係

数を，サーフェスモデル豚を用いたコンピュータグラ

フィ ックス技法と数理解析的手法により豚体の3次元形

状に基づいて解明することである.本研究においては特

に単飼型ケージ式肥育豚舎を想定し. Cl)隣接豚が対

象豚と同じ方向を向いて真横に位置するとき. (2)隣

接豚が対象豚と反対方向を向いて真ん前に位置すると

き. (3)同様に真後ろに位置するときの隣接豚に対す

る対象豚の形態係数を27. 65. 88 kg豚について豚体聞

の距離を変数として明らかにする.ここで (2)は給餌

作業を省力化する対頭式. (3)は除糞作業を省力化す

る対尻式にそれぞれ該当する.なお，本研究は平成15.

16. 17年度科学研究費補助金 (基盤研究 (c)，課題番

号15580228)の交付を受けて実施したものである.

解析方法

1 供試豚

供試豚は，生体重が27kg， 65 kgおよび88kgで、ある立

位剥製豚それぞれの3次元形状測定 lいに基づいた形状

データから，コンピュータグラフィ ックス技法により

生成される体表面が三角形パ ッチで覆われた 3次元多

面体サーフェスモデル 山 である.形状データは頂点座

標ファイル.稜線ファイルおよび面ファイルで構成さ

れ，頂点座標ファイルには 1番目に頂点の総数が書き込

まれ. 2番目に頂点番号 1の頂点の3次元座標，3番目

に頂点番号2の頂点の3次元座標のように頂点の3次元

座標が2番目以降に順次書き込まれている.また，稜線

ファイルには稜線の総数が1番目に書き込まれ，稜線の

始点の頂点番号と終点の頂点番号が2番目以降に稜線ご

とに順次書き込まれている.さらに，面ファイルには三

角形パッチの総数が1番目に書き込まれ.三角形パッチ

の3個の頂点番号列 (反時計回転}IJ買)と三角形パッチの

表向き法線ベクトル成分が2番目以降に三角形パッチご

とに順次書き込まれている.

図 1は65kgサーフェスモデル豚の透視投影図であ

る.また表 lは3種類のサーフェスモデル豚における

頂点数，稜線数， 三角形パッ チ数である.なお27kg豚，

65 kg豚 88kg豚はそれぞれデユロ ック種雄.ハンプ

シャ一種雄.ランドレース・ハンプシャー交雑種雌で

あった.

表2はサーフェスモデル豚の全長 (鼻部先端から尻部

先端までの水平距離).最大幅 (正中線に直角方向の最

大水平距離).最大高さ (蹄底から胴体最上点までの垂

直距離)と体表面積である.3種類のサーフェスモデル

豚はそれぞれ標準的な豚体形状であった (4.6.7)

2 対象豚と隣接豚の位置関係

豚体の最大幅の中点をX軸の原点，最大高さの中点を

Y軸の原点，全長の中点をZ軸の原点とする右手系の3

次元座標系において，豚はこの座標系の原点を豚体中心

としてZ軸の正の方向を向いて立位している.この豚を

対象豚と呼称する.

図2は対象豚と隣接豚の位置関係である.図 2にお

いてDは対象豚の中心から隣接豚の中心までの距離であ

る.αは対象豚の座標系O，-X，Y，Z，においてZ，軸の正の方

向から反時計回りに測った角度であり ，この方向に隣接

豚の中心O2が位置する.隣接豚は豚体中心O2を座標系の

原点とする右手系の3次元座標系O2・X2Y2Z2においてZ2軸

の正の方向を向いて位置し.。はこの座標系におけるも

軸周りの回転角度である.本研究においては αとOをそ

れぞれ隣接豚の方位角および回転角と呼称する 対象豚

図1 65kgサーフェスモデル豚の透視投影図

表 1 3種類のサーフェスモデル豚における頂点数.
稜線数， 三角形パッチ数

豚体重 [kg] 頂点数 稜線数

幻
白
∞
∞

三角形パッチ数

6598 

部38

9304 

3317 

4441 

4670 

9897 

13257 

13956 

表2 3種類のサーフ ェスモデル豚における全長.最
大幅.最大高色体表面積

豚体重 全 長 最大幅 最大高さ 体表面積
[kg] [m] [mJ [mJ [m2

] 

27 0.913 0.265 0.468 0.805 

65 1.21 0.317 0.570 1.32 

88 1.45 0.431 0.699 1.83 
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図2 対象豚と隣接豚の位置関係
01:対象豚中心
O2:隣接豚中心
D :豚体中心問距離
α:隣接豚方位角
。:隣接豚回転角

における三角形パッチ頂点座標 (XhYhZI) と隣接豚にお

ける頂点座標 (X2，Y2， Z2) .および対象豚における三角形

パッチの表向き法線ベクトル [N1xN1yN1J と隣接豚にお

ける表向き法線ベクトル [N2xN2y N2z]の聞にはそれぞれ

(1)式 (2)式の関係がある.

[X2YzZz 1] = [X1Y1Z1 1] T (1) 

民]=T'1 [日] ( 2 ) 

ただし
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図3 対象豚三角形パッチと隣接豚三角形パッチの位置
関係
pJ;:対象豚 t番目パッチ
p布:隣接豚j番目パッチ
dPJ;. dP~: i 番目パ ッチと j番目パッチの微小面
rJ;.?，i:dPJ;とd九の距離
nJ;. n?，i:i番目パッチとj番目パッチの法線方向
。J;. ()む:i番目パッチ微小面と j番目パッチ微小

面を結ぶ直線が各パ ッチの法線方向と
作る角

3 隣接豚に対する対象豚の形態係数

図3は対象豚における i番目の三角形パッチと隣接豚

における j番目の三角形パッチの位置関係である これ

らのパッチにおいて他の三角形パッチによる遮蔽がな

く，両者の表向き(三角形パッチの法線ベクトル方向)

面が互いに完全に可視であるならば，隣接豚j番目パッ

チ(放射面)に対する対象豚 i番目パッチ(受射面)の

形態係数ゆ者11は次式で表すことができる.

cos (() 1) COS (().) 

φuliZZ7JPl，JPB π1"川 )2砲 dP?，idPJ; ( 3) 

ここで

P11:対象豚i番目パッチ

P2j :隣接豚j番目パッチ

A ji: i番目パッチの面積

。1i : i番目パッチの微小面と j番目パ ッチの微小

面を結ぶ線(連結線)が i番目パッチの法線

方向と作る角

。寸 上記の連結線がj番目パッチの法線方向と作

る角

r1ゆ :i番目パッチ微小面と j番目パッチ微小面と

の距離

しかしながら対象豚パッチと隣接豚パッチにおいてはE

いに面全体が見えない不可視の場合や一部の面だけしか

見えない部分的可視が生じる.
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パッ チの面全体が見えるか否かの判定は容易である.

しかし， パッ チの一部の面が見えるか否かの判定は見え

る領域や見えない領域の形状特定も含めて困難である.

本研究においては三角形パッ チの一部が隠されるような

部分遮蔽は無視する.このために三角形パッチのある l

点を代表点とじ対象豚 i番目パッ チの代表点と隣接豚

j番目 パッ チの代表点が可視ならば i番目パ ッチと j番

目パッ チは互いに面全体が見えるものとする.逆に i番

目パッチの代表点と隣接豚j番目パッチの代表点が不可

視な らば I番目パッチと j番目パッチは互いに面全体が

見えないものとする.このよ うな条件のもとで隣接豚に

対する対象豚の形態係数φ2-1は次式になる

ゅ-2Ali(t九九Ii)
2-1 

LAIi 

ここで

nl:対象豚の三角形パ ッチ総数

nz :隣接豚の三角形パッチ総数

(4) 

(4 )式中のんIi~;!:対象豚 i 番目パ ッ チ代表点と隣接豚

j番目パッチ代表点が可視であるな らば1.不可視であ

るならばOである.また分母は三角形パッチの面積を総

和した豚体表面積であるが.放射伝熱計算において有効

な体表面積は周囲物体との放射熱交換に関与する体表面

積すなわち有効放射面積であり 27kg豚 65kg豚.88 

kg豚における有効放射面積はそれぞれ0.748.1.24. 1.72 

ばである 13¥なお部分的な遮蔽を考慮した厳密な解析

方法については今後に残された検討課題である.

3.1 三角形パッチ代表点

三角形パッチに位置する任意の点は次式で与えること

ができ ((1¥本研究ではこの点を三角形パッチの代表点

とする

Xp= LRixi.九=L RiYi. zp= L Rizi 

ただし R，' 

Ri=-τ一一ーー
ヱ具'

Ci =1~3 ) 

ここで

R/ . R2'. R3' : 0 ~ 1に分布する一様乱数

Zp :三角形パッ チ代表点の座標Xp， Yp， 

X，・Yi.Zj:三角形パッチ頂点の座標

( 5) 

3.2 三角形パッチ代表点相互の可視判定

対象豚における i番目の三角形パッチ代表点と隣接豚

における j番目の三角形パッチ代表点に関して他の三角

形パッチの存在を無視するとき (図3). (6)式が成立

するな らば i番目パッチ代表点とj番目パッ チ代表点は

互いに可視である.また (6)式が成立 しないな らば

i番目パッチ代表点と j番目パッチ代表点は不可視であ

る.

o <cos{eJ孟 1and 0 < cos (()2)孟 l

ただし

∞s(ω() J =---.!!..爪lj.r

INlillrli叫 .0I 

∞S(()2) =~取 ・ r仙li.O
何 IN~l lr仙Ii

(6 ) 

ここで

NIi 対象豚 t番目パッチの法線ベクトル

N町 :隣接豚j番目パッチの法線ベクトル

r叫帯。 : i番目パッチ代表点を始点 j番目パッチ代

表点を終点とするベクトル

r~.()'li.O: j番目パッチ代表点を始点.1番目パッチ代

表点を終点とするベクトル

3.3 自己干渉と相互干渉

三角形パ ッチ代表点相互の可視判定方法により対象

豚 t番目パッチ代表点と隣接豚j番目パッチ代表点が可

視と判断できても，他の三角形パッチの遮蔽により不可

視になる場合がある.すなわち代表点どうしを結ぶ直線

が対象豚における i番目以外の三角形パッチを貫通する

場合，あるいは隣接豚における j番目以外の三角，形パッ

チを貫通する場合である.前者は自己干渉，後者は相互

干渉と呼ばれる (12) 図4は t番目パッチ代表点と j番目

パッチ代表点を結ぶ直線が他の三角形パッチを貫通する

例である.

図4において i番目パ ツチ代表点P九U仏ω.0の座標を (ω仇x川1i.0山， 

yん1μg人肋'

z匂草屯ω.0)• これらと異なる三角形パッチの平面式を似+by+

cz+d= 0で表すと

Pω= [X1i.OYIi.0 ZIi.OJ 

p~.O = [x弘o Y~，o z~.oJ 

咽

(7) 

(8 ) 

(9 ) 
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図4 対象豚パッチ代表点と隣接豚パッチ代表点を結ぶ
直線が他の三角形パッチを貫通する例

. Pli• P布・図3に同じ

P li.O• P~.o:i 番目パッチと j 番目パッチの代表点
p:代表点を結ぶ直線と三角形パッチとの交点

である.ここで，

SI'.O=Pli〆F

S'lj.o=Pみ0・F

(10) 

(11) 

とするとき. SI'.oS"，.O < 0ならばPli.Oと九。はax+by+cz+d

=0平面に対して互いに反対側に位置し Pli。と九。を結

ぶ線分は当該平面と交差する その交点P (Xp• yp. Zp) 

は (12) 式で与えられる 112) またSli.oS"，.O>0ならばP1，.0

と九.01ま当該平面に対して同じ側に位置し.Pli.Oとp"，.oを結

ぶ線分は当該平面と交差しない.なおSI'.O=0ならばP川

が. S"，.O= 0ならばp"，.oがそれぞれ当該平面に位置する.

P=Piao+-EL(p，-Puo) 
SI'.O-S~.O . .".v 

ただし

P= [XpypZp] 

(12) 

平面ax+by+cz+d=0に位置する交点Pが三角形パッ

チ内に位置する条件は平行四辺形パッチを対象とした吉

村 03)の方法を三角形パッチに適用して導いた すなわ

ち交点PはPli.。とp"，.oを結ぶ線分上の点であること，およ

び三角形パッチ内の点であることから

P=Pliι.け (p荷b抑.0一P1μ'0)

P=P1 + (p2一P1)U+(p3一P1)ν

ただし

P1 = [Xpl ypl Zpl] 

(13) 

(14) 

P2 = [Xp2 yp2 Zp2] 

P:1= [X凶Y凶Z凶]

ここで

U， v， t: 0 -1の値であるパラメータ

Xpl， Yph Zpl :三角形パッチにおける l番目頂点座標

Xp2， Yp2' Zp2:三角形パッチにおける 2番目頂点座標

Xp3，yp3，Z凶:三角形パッチにおける 3番目頂点座標

であり. (13) 式と(14)式から

[~ ~ ] = [p2 -P1 P3 -P1 Pli.O一九0]. 1川 ω 

となる. (15) 式から算定できるパラメータ U，v， tが

O孟u三五1andO孟v三五1andO三五t孟1andO三五U+V三五1 (16) 

であるならば交点Pは三角形パッチ内に位置し対象豚

i番目三角形パッチと隣接豚j番目三角形パッチは自己

干渉や相互干渉により不可視になる.

3.4 形態係数計算方法

対象豚 i番目三角形パッチと隣接豚j番目三角形パッ

チが可視であるとき.隣接豚j番目パッチに対する対象

豚 i番目パッチの形態係数は(3)式から計算できる.

しかし計算時間短縮および計算精度向上のために. (3) 

式の面積分 (surfaceintegraJ)をSPARROW(凶の方法に基

づいて線積分 (contourintegral) に変換した.

a=-Lp d lln(62il川明l'
2πAli "'C1，"' Cむ

+ln(ゐ-li)dY'ljdYli + ln (九一li)dZ'ljdZlil (17) 

ただし

6与li=，j(X，均一Xli)2+(九-yli)2+ (Z:む-ZI，)2 

ここで

C1，:対象豚i番目パッチの境界線

C'lj:隣接豚j番目パッチの境界線

(Xli， Y1" Zli) :Cli上の点

(X"" Y'lj， Z"') : C布上の点

上式における境界線CliとC2jは三角形パッチを作る 3個

の稜線上を表向き法線ベクトルを左側に見ながら一周す

るときの外周線である.

対象豚 i番目パッチにおいてk(k= 1. 2. 3)番目の

稜線上に位置する点 (Xli.h Yli.h Zli..) は
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X川 =XU"+(x附 (18) 

YIi.k=丸山+(yU，('+IJ -Yu，，)τ (19) 

ZIi.k=ZIU+ (zu川 }ー Zu..I)τ (20) 

ここで

τ: 0-1の値であるパラメータ

Xli.k， Yli.h Zli.k: 番目パッチの k番目頂点座標

で表せる.なお k=3のとき k+1は1とする.同様に

隣接豚j番目パッチにおいても k番目の稜線上に位置す

る点 (X2j，"九"Z2j，') は次の通りである.

X2j.，= Xω+ (X2j， (川 -X2j，')V (21) 

Y2j，' = Y2j，' + (y仰+1)-Y2j，') v (22) 

Zμ=Z占，，+(Z2j.(，+ 1)ー Z2j.，)v (23) 

ここで

v : 0-1の値であるパラメータ

X2j，" Y2j，" Z2j，' : j番目パッチの k番目頂点座標

境界線上の点を (18)- (23)式で表すと (17)式は

次のようなパラメータ表示の積分式になる.

φ与υ=一二-:-I I I (11~;， 1肘 1 ) -11~;) (η~.(n + 1) 一 η~J
2πA li ;:-1 ::-1 ;:j 

J~ J~ ln ，j(X2j_X;)2+(Y2j-r;;)2+(Z2j-ZY d叫

ただし

Xli = X}j.m + (X1i，(m+ 1) -xli.m) τ 

Y戸 YU，m+ (YU.lm + 1) -Yt;.m) r 

Z)，=Zt;，m +  (Zt;.lm叶 )ー Zu，Jτ

X2j = X2j，n + (X2j.ln+ 1) -X2jJ v 

九=Y2j，n + (Y2j.(n+lI-Y2jJ v 

Zゐ=Z.者，n+ (z恥加))一 Z2jJV 

(24) 

ここでザはX. がはY. η3は zを表す.またm=3のと

き (m+ 1)は 1.n= 3のとき (n+ 1 )は lとする.

さらにX!i，m，Y!i，，"' 九mlま対象豚 i番目パッチの m 番目頂点

座標.X2j，n. Y2j，n. Z2j.n は隣接豚j番目パッチの n番目頂点

座標である.

(24)式中の積分にガウス・ルジャンドル (Gauss-
Legendre)則 (15)を適用すると積分項は次式のように離散

化でき.積分値は数値計算から求めることができる.

J~ J~ φ (r ， v)d叫

=十ttw，WA14+4G，L÷G，|(25) 
斗 ;，-1 ;=1 ~乙 L 乙 l

ここで

φ(τ，v): (24)式中の被積分関数

N:ガウス・ルジャンドル則における分点数

G;:ガウス・ルジャンドル則における i番目

の分点値

W;:ガウス・ルジャンドル則における i番目

の重み係数

3.5 形態係数計算手順

隣接豚に対する対象豚の形態係数を計算する手順は以

下の通りである.ここで、nlとn
2はそれぞれ対象豚と隣接

豚の三角形パッチ総数である.

(1)隣接豚j番目パッチと対象豚 i番目パッチの可視

判定((6)式)の結果，

(1.1)当該パッチが不可視であるとき，

(1.1.1) j<n2， i<nlならばjをj+1にして

へ進む

(1) 

(1.1.2) j=n2， i<nlならばjをlにをi+lにし

て(1)へ進む.

(1.1.3) j = n2， i = nlならば (5)へ進む

(1.2)当該パッチが可視であるときは (2)へ進む

(2 )自己干渉判定 ((16)式)の結果，

(2.1)対象豚 k番目 (k=1…i-1 ，i + 1 …n1 )パッ

チが当該パッチを遮蔽するとき，

(2.1.1) j<nz. i<nlなら Ii.jをj+1にして

へ進む

(1) 

(2.1.2) j=n 2 • i < n1 ならばj を 1 に • 1をi+1にし

て(1)へ進む.

(2.1.3) j=n2. i=n1ならば (5)へ進む.

(2.2)対象豚 k番目パッチが当該パッチを遮蔽しない

とき，

(2.2.1) k<n 1ならばkをk+1にして

(2.2.2) k=n1ならば (3)へ進む

( 3 )相互干渉判定 ((16)式)の結果

( 2 )へ進む.

(3.1)隣接豚 k番目 (k= 1 ，...j -1 j + 1，…，n2) パツ

チが当該パッチを遮蔽するとき，

(3.1.1) j<n2. i<nlならばj をj+1にして

へ進む

(1) 

(3.1.2) j=n2. i<n1ならばjをlに.1を i+ 1にし

て(1)へ進む.

(3.1.3) j=n2. i=n1ならば (5)へ進む
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(3.2)隣接豚 k番目パッチが当該パッチを遮蔽しない

とき，

(3.2.1) k<n2ならばkをk+1にして (3)へ進む.

(3.2.2) k=n2ならば (4)へ進む

(4 )隣接豚j番目パッチに対する対象豚 i番目パ ッチ

の形態係数を計算 ((24)式)し，

(4.1)j<n2， i<n¥ならばjをj+1にして(1)へ進む.

(4.2) j=n2， i<n¥ならばjをlにをi+1にして

(1)へ進む

-(4.3) j=n2， i=n¥ならば (5)へ進む

(5 )隣接豚に対する対象豚の形態係数を計算((4 )式)

する.

3.6 計算条件

本研究においては肥育豚舎を想定し隣接豚は対象豚

と同じ体重とした したがって隣接豚は(1)式と(2) 

式を用いて対象豚を図形変換することに より作製した

ガウス・ルジヤンドル則による数値積分じおいては分

点数が多くなると誤差は小さくなるが，計算時間は長く

なる 本研究の数値積分において採用すべき分点数を検

討するために隣接豚が対象豚と同じ方向 (8= 00

) を

向いて真横左側 (α=90
0

) に位置しているとき，隣接豚

に対する対象豚の形態係数が小さい場合として27kg豚

においてD=3m，形態係数が大きい場合として88kg豚

においてD=0.5mについて.それぞれ分点数を 1~10の

範囲で変化させて形態係数を求めた.

豚体中心間距離は両豚が接近している場合に主眼を

置いて設定した.隣接豚が対象豚と同じ方向 (8= 0
0 

) 

を向いて真横左側 (α=90
0

)と真横右側 (α=270
0

)に

位置する場合 27kg豚 65kg豚 88kg豚においてD=

0.5， 0.625， 0.75， 0.875， 1. 1.25， 1.5，2， 2.5， 3， 4 m 

として隣接豚に対する対象豚の形態係数を計算したま

た隣接豚が対象豚と反対方向 (8= 180
0

) を向いて真

ん前 (α=0
0

) に位置する場合(対頭式)と真後ろ (α

= 180
0 

)に位置する場合 (対尻式)， 27 kg豚ではD=l，

1.25. 1.5. 2 m， 65 kg豚ではD= 1.25， 1.5， 1.75， 2 m， 

88 kg豚で、はD= 1.5， 1.75. 2， 2.25 m. 豚体中心問距離

が2.5m 以上では3種類の豚ともD=2.5，3， 4 mとして，

それぞれ隣接豚に対する対象豚の形態係数を計算した.

さらに形態係数に関する相反則 (附の適合度から計算値

の精度を推定するために.隣接豚が対象豚と同じ方向

(8=0
0

) を向いて真ん前 (α=0
0

) に位置する場合と

真後ろ (α=180
0

) に位置する場合についても同様に隣

接豚に対する対象豚の形態係数を求めた

最後に，本研究で使用したコンピュータプログラムは

Fortranコンパイラ (富士通株式会社製， Fortran&C Pack-

age V3.0LlO)で作製したことを付記する.

結果及び考察

1 ガウス・ルジャンドル則分点数

表3は隣接豚が対象豚の左側真横 (α=90
0

)に位置し

て閉じ方向 (8=0.) を向いているときの隣接豚に対

する対象豚の形態係数に及ぼすガウス・ルジャンドル則

分点数の影響である.表3から分点数が3以上であれば

形態係数の計算値は有効数字が7桁まで閉じである.ま

た計算時間はそれぞれ2.8~3 時間であり，分点数の増

加による計算時間の増大は僅かであった.これらのこと

から，本研究におけるガウス・ルジャンドル則分点数は

3とした.

2 形態係数計算値の概略的検証

隣接家畜に対する家畜の形態係数はPERRYら{山が解明

した牛の場合以外に見当たらない. したがって本研究の

数値計算から得られる隣接豚に対する対象豚の形態係数

について，少なくともオーダー的に妥当か否かの検証が

必要である.

蓑輪ら 1¥7)はサーフェスモデル豚の原型である剥製豚

を正射影魚眼レンズ装着カメラ(立体角投射カメラ)で

撮影し形態係数に関して豚と等価な円筒を設定した.

表4は形態係数に関して豚と等価な円筒の半径と長さで

ある.他方， JUUL (18)は長さが同じである円簡を平行に

表3 形態係数計算値に及ぼすガウス・ルジャンドル
則分点数の影響

分点数 27k日R豚 88kg豚

D=3m司 α=90
0

，8= 0
0 

D=0.5m，α=90"，8=0 。

l 0.2551299 x 10' 2 0.1125589 

2 0.2551240 x 10 " 0.1121476 

3 0.2551240 x 10ど 0.1121469 

4 0.2551240 x 10-2 0.1121469 

6 0.2551240 x 10' 2 0.1121469 

8 0.2551240 x 10← 2 0.1121469 

10 0.2551240 x 10' 2 0.1121469 

D，α， 8 :図2に同じ

表4 形態係数に関して豚と等価な円筒 1¥7)

目本
円筒

半径 [mJ 長さ [mJ

27kgs家 0.128 0.792 

65kgs本 0.157 1.11 

88kgß~ 0.190 1.25 
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位置させたときの隣接円筒に対する対象円筒の形態係数

を算定する複雑な式を提示した図 5はJUUL(聞が解析

対象にした円筒の位置関係である.

表5は豚を表4の円筒と見なしてJUUL'凶の算定式で

求めた隣接豚に対する対象豚の形態係数と，本研究にお

いてサーフェスモデル豚を用いて隣接豚方位角が90.

隣接豚回転角がO.の条件で数値計算から求めた形態係

数である.JUUL (8)の算定式において 2個の円筒の半径

が同じであるとき円筒聞の距離は円筒半径の2-4倍の

範囲に限定されることから，表5における形態係数は円

筒間距離と豚体中心間距離をそれぞれ0.5mとして算定

した値である.表5から豚体が大きくなるとJUUL(181の

算定式から求めた形態係数と本研究の数値計算から求め

た形態係数との差異は大きくなる傾向にある.しかし差

異率は最大でも約 4%であり.本研究の形態係数計算値

はオーダー的に妥当な値であると推察できる.

図5 平行に位置する同一長の円筒 {山
Rj， R2:円筒の半径
D，:円筒聞の距離
L:円筒の長さ

表5 JUUL (山算定式と本研究数値計算による隣接豚
に対する対象豚の形態係数(豚体中心間距離が
0.5mの場合)

豚
形態係数

、 L 差異率<l[%J
JUUL算定式.) 本研究数値計算 b

27kg豚 O.侃496 O.侃425 1.11 

65kg豚 0.0倒 的 O.ω118 1.41 

槌kg豚 0.1170 0.1121 4.37 

a)算定に必要な円筒半径と円筒長は表4の通りである.
b)隣接豚方位角は90. 隣接豚回転角はO.である.

1， ]UUL算定式の値) 1 

c) (差異率)= 11一 Ix 1.∞ 
I~ 本研究数値計算値) I 

3 形態係数計算値の精度

図6は隣接豚が対象豚と同じ方向 (8=0.)を向い

て真横左側 (α=90.)や真横右側 (α=270.)に位置す

る場合である.本研究において対象豚と隣接豚は同 じ

サーフェスモデル豚から作製しているためにそれぞれの

豚の有効放射面積は等しい.したがって形態係数に関す

る相反則から，隣接豚が真横左側に位置するときの隣接

豚に対する対象豚の形態係数φ仰は隣接豚が真横右側に

位置するときの形態係数φZ70.0に等しくなる すなわち

次式が理論的に成立する

φ90.0 =φ 幻0.0 (26) 

他方，豚体は正中線に対して左右対称に近い形状である

ことからφ蜘とφ仰の差異が小さいことは容易に推察で

きる.

表6はφ見。とφZ70.0の差異である.隣接豚が対象豚の左

側に位置するか右側に位置するかによる形態係数の差異

は.豚体形状の影響も相侠って0.2%以下と著しく小さ

い.このことから図6の位置関係における数値計算結果

は (26)式を十二分に満足し，形態係数計算値は十分な

精度を有していると判断できる.

図7は隣接豚が対象豚と閉じ方向 (8=0.)を向い

て真ん前 (α=0.)や真後ろ (α=180.)に位置する場

合である.この場合も図6の場合と同様に隣接豚が真ん

前に位置するときの隣接豚に対する対象豚の形態係数

φ川ま隣接豚が真後ろに位置するときの形態係数φl由。に

α=270 
8=0 

図6 隣接豚が対象豚と同じ方向を向いて真横左側や真
横右側に位置する場合
D，α， 8 図2に同じ
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表6 隣接豚が対象豚と同じ方向を向いて真横左側に
位置するときの形態係数と真横右側に佐置する
ときの形態係数との差異率a)[%] 

豚体中.c.、間
27kgs家 65kg豚 部kg豚

距 離 [mJ

0.5 0.0856 0.0166 0.0390 

0.625 0.0718 Ob' 0.0154 

0.75 0.0707 0.0863 0.0972 

0.875 0.162 0.0553 0.0441 

0.0955 0.02槌 0.03臼

1.25 0.167 0.0103 0.0676 

1.5 0.0882 0.0168 Ob' 

2 0.0816 0.0283 0.0259 

2.5 0.217 0.0516 0.0423 

3 0.173 0.0514 0.0515 

4 0.0854 0.105 0.0305 

a) (差解) = 11 -:ごIx1∞ 
φ蜘 隣接豚が対象豚と同じ方向(隣接豚回転角。=0.) 

を向いて真横左側(隣接豚方位角 α=90.)に位置
するときの隣接豚に対する対象豚の形態係数

φ270.0隣接豚が対象豚と同じ方向 (8=0.)を向いて真
機右側 (α=270.)に位置するときの形態係数

b) 0.001%未満は0%と表記した.

等しくなる.

φ。0=φl削 (27) 

他方，豚体形状は豚体中心に関して頭部側と尻部側が対

称でないため，φ0.0とφ1&>，0の差異は豚体形状の影響を受

けることなく計算値そのものの精度を表す.

φ。。とφl蜘の差異を表7に示す.表7に示すようにこ

れらの差異は3種類の豚とも 1%未満である したがっ

て図 7の位置関係における数値計算結果は (27) 式を

1%未満の精度で満足し形態係数計算値は有効数字が

少なくとも 3桁である精度を有していると判断できる

隣接豚が対象豚と反対方向 (fJ= 180. )を向いて真ん

前 (α=0.)や真後ろ (α=180') に位置する場合.こ

れらの位置関係においては相反則が適用できないために

相反則の適合度から計算値の精度を推定することは不可

能である.しかしこれらの位置関係は図 7に類似してい

ることから計算値の精度は図7の場合と同程度であると

推察できる. したがって，本研究の計算条件で得られた

形態係数計算値のすべては有効数字が少なくとも 3桁を

有しているものと判断しでも実用的には問題がないもの

と考えられる.

表7 隣接豚が対象豚と閉じ方向を向いて真ん前に位
置するときの形態係数と真後ろに位置するとき
の形態係数との差異率a)[%] 

豚体中心問
27kg豚 65kg豚

距離 [mJ

0.458 

1.25 0.584 0.416 

1.5 0.365 0.0624 

1.75 0.570 

2 0.496 0.678 

2.25 

2.5 0.242 0.669 

3 0.0779 0.480 

4 0.00411 0.179 

a) (差異率)= 11ウγIx1∞ 

88kg豚

0.418 

0.4臼

0.387 

0.419 

0.455 

0.374 

O.似19

φω・隣接豚が対象豚と同じ方向 (隣接豚回転角 8= 0') 
を向いて真ん前 (隣接豚方位角 α=0.)に位置す
るときの隣接豚に対する対象豚の形態係数

φ醐 0・隣接豚が対象豚と同じ方向 (8= 0.)を向いて真
後ろ (α=180.)に位置するときの形態係数

図7 隣接豚が対象豚と閉じ方向を向いて真ん前や真後
ろに位置する場合
D，α， fJ・図2に閉じ

4 隣接豚に対する対象豚の形態係数

図8から図11は，豚体中心間距離を変数として豚体重

別に示した隣接豚に対する対象豚の形態係数である.対

象豚と隣接豚の位置関係は各国に示しているように，図

8は隣接豚が対象豚と同じ方向を向いて真横に位置する

場合，図9は隣接豚が対象豚と反対方向を向いて真ん前

に位置する対頭式の場合，図10は同様に真後ろに位置す

る対尻式の場合，図11は隣接豚が対象豚と同じ方向を向

いて真ん前や真後ろに位置する場合である.前述したよ

うに，隣接豚が対象豚の左側に位置する場合と右側に位
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隣接豚が対象豚と同じ方向を向いて真横に位置す
るときの隣接豚に対する対象豚の形態係数

置する場合の形態係数の差異は小さいことから，図8の

形態係数はこれら両者の平均値である.同様に，図11の

形態係数も隣接豚が真ん前に位置する場合と真後ろに位

置する場合の平均値である.なお，豚体中心問距離から

図8においては表2に示した豚の最大幅を，図 9-11に

おいては豚の全長をそれぞれ差しヲ!いた値は対象豚と

隣接豚の隙間になる.例えば65kg豚の場合，図 8にお

いて豚体中心間距離が0.5mは両豚の隙聞が0.183m，図

9-11において豚体中心問距離が1.25mは両豚の隙聞が

0.04mに相等する.

図8から図11において.隣接豚に対する対象豚の形態

係数は豚体中心間距離が大きくなるにつれて指数関数的

に減少し Oに収束する変化を示している.また豚体中

心問距離が同一の場合，体重が大きい豚すなわち体形が

大きい豚ほど形態係数は大きく，この差異は隣接豚が対

象豚に接近するほど顕著になる.

対象豚と隣接豚の4種類の位置関係において，隣接豚

に対する対象豚の形態係数が総体的に一番大きいのは隣

接豚が対象豚の真横に位置する場合(図8)である.こ

れは自明の理であるが，対象豚から見える隣接豚の割合

いが他の位置関係の場合に比べて著しく大きいためであ

る.次いで大きいのは対頭式の場合(図 9)であり.

番小さいのは対尻式の場合(図10)である.

図9

0.03 

案採 0.02

E長

S通

0.01 
絵

0 
0 

一..-88kg豚

一← 65kg豚

・・+ー 27kg豚

D 豚体中心開距離

豚体中心間距離 [mJ
4 

隣接豚が対象豚と反対方向を向いて真ん前に位置
するときの隣接豚に対する対象豚の形態係数

0.008 

案説

~ 
0.004 

組

絵

0.002 

。。

一← 88kg豚

・-e-65kg豚

ー+ー 27kg豚

豚体中心開距離 [mJ
4 

図10 隣接豚が対象豚と反対方向を向いて真後ろに位置
するときの隣接豚に対する対象豚の形態係数
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図11 隣接豚が対象豚と同じ方向を向いて真ん前や真後

ろに位置するときの隣接豚に対する対象豚の形態
係数

放射伝熱計算において隣接豚の影響が 1%以下と実用

面で無視できるすなわち隣接豚に対する対象豚の形態係

数が0.01以下になる豚体中心問距離は次の通りである.

(1)隣接豚が真横に位置する場合には図 8から27kg豚

で1.5m 以上 65kg豚で、2m以上 88kg豚で、2.5mJ.，J 

上である.

( 2)対頭式の場合には図 9から27kg豚で'1.25m 以上，

65kg豚で1.5m以上. 88kg豚で約1.8m以上である.

( 3)隣接豚が対象豚と閉じ方向を向いて真ん前や真後

ろに位置する場合には図11から27kg豚では1.25mtl 

上 65kg豚で、は1.5m 以上. 88 kg豚では約1.7mJ.，J 

上である.

(4 )図10の対尻式の場合，本計算条件において設定し

た最小の豚体中心間距離 (27kg豚では 1m. 65 kg 

豚では1.25m. 88 kg豚では1.5m)のときでさえ 3

種の豚とも形態係数は0.01以下である.

摘 要

単飼型ケージ式肥育豚舎において (a)隣接豚が対象

豚と同じ方向を向いて真横に位置するとき. (b)同様に

真ん前や真後ろに位置するとき. (c)隣接豚が対象豚と

反対方向を向いて真ん前に位置する対頭式のとき. (d) 

同様に真後ろに位置する対尻式のときの隣接豚に対する

対象豚の形態係数を生体重が27kg. 65 kgおよび88kg 

である豚体のサーフェスモデル(体表面が多数の三角形

パッチで覆われた3次元多面体グラフィックスモデル)

を用い.豚体中心 (豚体の全長.最大幅.最大高さそれ

ぞれの中点)間距離が0.5mから4mの範囲において，コ

ンピュータグラフィ ックス技法と数理解析的手法により

数値計算で求めた.

得られた結果は以下の通りである

(1)対象豚と隣接豚が0.5m離れて平行に位置するとき

の隣接豚に対する対象豚の形態係数計算値は，豚を

円筒と見なしたときの隣接円筒に対する対象円筒

の形態係数と差異率が4%以下であることからオー

ダー的に妥当な値であると推察できた.

( 2)放射伝熱学における相反則から，本研究における

形態係数計算値は有効数字が3桁以上である精度を

有していると判断できた.

(3 )上記した (a) から は)における対象豚と隣接豚

の位置関係において.豚体中心間距離を変数として

豚体重別に，隣接豚に対する対象豚の形態係数をグ

ラフ化して提示した.

(4)対象豚と隣接豚の4種類の位置関係において，隣

接豚に対する対象豚の形態係数が総体的に一番大き

いのは (a)であり，次いで大きいのは (c)の対頭

式であり，一番小さいのは (d)の対尻式であった.
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