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表１．
肥育豚の適温範囲

表２．
風速と体感温度の変化量
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図１．
熱画像は
「Seek Thermal」
にて撮影。やや画像が粗い
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た空気の流れや、扉やスノコから吹
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した「Seek Thermal」
（写真左）

14〜28

出所：Mount,（1975）Livestock Production Scienceより

出所：ウィークリー養豚マニュアル2000より

ォンをサーモグラフィーにするカメラで

するには十分である。
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を検討しよう。

●温度管理の重要性

表３．
相対湿度の変化が環境温度に及ぼす影響
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出所：岩谷信
（2000）
『ウインドレスのすべて』
より

表４．
床面の素材が体感温度に与える影響
床の素材
ワラ
乾燥したコンクリート面

体感温度の変化量
（℃）
＋4.0
−5.0

は、スマートフォン向け熱画像カメラ

の体感温度は測定された気温値よ

濡れたコンクリート面

として初めてiOS用とAndroid用の

りも低くなっているため注意する。

金属ワイヤー
（金網）

−5.0

プラスチックでコーティングされたワイヤー
（金網）

−3.9

図２．
「FLIR ONE」にて撮影。熱画像が見やすい。 図３．
「FLIR ONE」にてクーリングパッドを撮影

−5.0〜−10
出所：Mount,（1975）
Livestock Production Scienceより
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