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Ⅱ．本編　（Main）
１．消化液の輸送・散布とは　
　　（What is “Transportation and Application of Digested Slurry to Farmlands”?）

（1）消化液の性状
　消化液は、Photo.II-1-1 のように水分の多い泥のようである。多くの細かい固形物を含
んでいる。これら固形物は、原料のバイオマスが分解された有機物である。
　消化液には、Table II-1-1 に示すように、固形物（SS）、有機物（COD、BOD）が多く
含まれる。また、窒素、リン酸、カリなどの肥料成分も含まれている。特に窒素分の中で
アンモニア性窒素が多く、消化液は化学肥料と同様に即効性窒素としての効果が期待され
る。

　なお、消化液の成分値は、原料の種類、メタン発酵プロセスの方式によってかわる。同
じ施設で同じ種類の原料を発酵していても、消化液の成分値は変化する。Table II-1-1 に
示した消化液の成分値も、あくまで 1 事例に過ぎない。
　このため、施設計画の段階では、同じ種類の原料を用い、同じメーカーの方式を導入し
ているメタン発酵施設から消化液の成分値をできるだけ多く手に入れて計画に用いる。施
設が稼働したら、速やかに自施設の消化液の成分値を把握して消化液の輸送・散布計画に
影響ないか確認する。また、その後も、定期的に消化液の成分値を確認しながら、消化液
の輸送・散布作業を運営することが必要である。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【参考 1】 消化液の散布量をどう算定？
【Topic 1】Calculation of application rate of digested slurry.

Photo.II-1-1　消化液 （Digested slurry） 
（中村真人撮影）

Table II-1-1　消化液の成分
（Integrant of Digested slurry）

項　目 単位 値
含水率 ％ 96.3
浮遊物質（SS） mg/L 19,793
揮発性浮遊物質（VSS） mg/L 13,140
化学的酸素要求量（CODMn） mg/L 16,700
生物化学的酸素要求量（BOD）mg/L 2,395
全窒素（T-N） mg/L 3,336
アンモニア性窒素（NH4-N） mg/L 1,686
水溶性リン酸（P2O5） % 0.054
水溶性カリウム（K2O） % 0.34

Table I-1 の資料 5 から引用
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　消化液の散布量を地元の農業試験場や普及所等に相談すると「10a（または ha）当たり窒素 20kg
散布」または「10a（または ha）当たりカリ 15kg 以下に」とか助言いただく。
　一方、分析会社から消化液の成分分析の結果をもらうと各項目の単位が mg/L で示される。
　消化液はいったいいくら散布できるのか？
　単位換算もなかなか面倒な計算であり、慣れないとわかりづらい。算定例を示す。

（条件 1）消化液の成分値※ 1

　　全窒素（T-N） 3,000 mg/L､ アンモニア性窒素（NH4-N） 1,600 mg/L
　　カリ（K2O）　2,700 mg/L、リン酸（P2O5） 400 mg/L

（条件 2） 施肥量※ 1

　10a 当たり窒素 20kg、10a 当たりカリ 15kg 以下、10a 当たりリン酸 10kg
　　※ 1： あくまでも計算例のための値であり、標準値でも何でも無いので、計画策定に流用しない

こと。

（1） 窒素量から消化液の散布量を算定する。
　① T-N ベースによる算定
　　a. 消化液の T-N 濃度の単位換算   3,000mg/L=3,000g/m3=3kg/m3

　　b. 消化液の散布量算定
　　　　20kg/10a ÷ 3kg/m3 = 6.7m3/10a 　　　 ∴ 10a あたり 6.7 m3 散布
　②アンモニア性窒素ベースによる算定
　　a. 消化液の NH4-N 濃度の単位換算   1,600mg/L=1,600g/m3=1.6kg/m3

　　b. 消化液の散布量算定
　　　　20kg/10a ÷ 1.6kg/m3 = 12.5m3/10a 　　　 ∴ 10a あたり 12.5 m3 散布

　①は、消化液中の有機性窒素も土壌中で分解を受けて、作物に利用されると考える場合である。
栽培期間が長い作物の場合とかに適用が考えられる。一方、②は、即効性を重視した設定である。
栽培期間が短い作物や窒素不足に弱い作物に適用が考えられる。
　いずれにしても、①または②の選択は、地元の農業試験場や普及所等に相談することが無難であ
ろう。

（2） カリ制限による消化液の散布制限量を算定する。
　①消化液の K2O

※ 2 濃度の単位換算   2,700mg/L=2,700g/m3=2.7kg/m3 
　　　　※ 2：全カリウム（T-K）濃度でないことに注意
　②消化液の散布制限量の算定
　　　　15kg/10a ÷ 2.7kg/m3 = 5.6m3/10a 　　　 ∴ 10a あたり 5.6 m3/10a 散布が上限。

　③窒素補給量の算定： 窒素量から求めた（1）の消化液散布量は、上記の制限量を上回ったので、
散布量は制限量以下の 5.5 m3/10a として、消化液の散布で不足する窒素量を
算定する。
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　　　a.T-N ベースによる算定
　　　　ii. 消化液による窒素供給量　5.5 m3/10a × 3kg/m3 = 16.5 kg/10a
　　　　ii. 要補給窒素量　20kg/10a － 16.5 kg/10a = 3.5kg/10a

　　　b. アンモニア性窒素ベースによる算定
　　　　ii. 消化液による窒素供給量　5.5 m3/10a × 1.6kg/m3 = 8.8 kg/10a
　　　　ii. 要補給窒素量　20kg/10a － 8.8 kg/10a = 11.2kg/10a

 （3）リン酸補給量を算定する。
　　①消化液の P2O5

※ 3 濃度の単位換算   400mg/L=400g/m3=0.4kg/m3

　　　　　　　※ 3：全リン（T-P）濃度でないことに注意

　　②消化液によるリン酸供給量の算定（消化液の散布量は制限量 5.6 m3/10a とする。）
　　　　　5.5 m3/10a × 0.4kg/m3 =2.2 kg/10a
　　③リン酸補給量の算定
　　　　　10kg/10a － 2.2 kg/10a = 7.8 kg/10a

　このように算定された消化液の散布量が、輸送・散布計画の基礎データとなる。
　一方、窒素やリン酸の要補給量は、農家に伝えてその分の施肥を依頼する必要がある。要補給量
の情報伝達が不十分で、その分の施肥が行われなければ、収穫物の量や質の低下を招き、農家に「消
化液は使えない」と判断されてしまう。
　また、窒素やリン酸の要補給量分の化学肥料を消化液に混合して、散布する方法をとっている地
区もある。この方法によると、農家は消化液の散布を依頼することで施肥作業から開放される。も
ちろん、消化液散布の作業料金や添加する化学肥料代等の金銭面での調整を農家と行っておく必要
がある。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【参考 2】　肥料取締法（昭和 25 年法律第 127 号）の手続き
【Topic 2】Procedure of the Fertilizer Control Act.

　 　肥料取締法（昭和 25 年法律第 127 号）では、肥料を生産する場合、都道府県知事等に登録を
受ける、または届け出る等の必要がある。このため、消化液を液肥として利用する場合には、事
前に都道府県の肥料取締法の担当と相談して手続きをしておく必要がある。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（2）貯留・貯蔵
　消化液は、メタン発酵槽に原料を投入する毎に、メタン発酵槽から排出される。原料は、
メタン発酵を行う微生物にとって「えさ」なので、あまり間隔をあけると微生物が弱って
メタン発酵が行われなくなってしまう。このため、ほぼ毎日原料を投入する必要があるの
で、消化液もほぼ毎日生成される。
　一方で、消化液の液肥としての利用は、時期が限られる。例えば、雪国だと、冬場はほ
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場に雪が積もっていて消化液を散布できないし、散布しても肥料効果も期待できない。畑
作物であれば、作付け前には消化液を散布できるが、生育期間には消化液は散布できない。
　つまり、消化液の生産と需要には、時間的なギャップが存在している。このギャップを
調整するため、メタン発酵施設には消化液の貯留槽が設けられる。
　日々生成される消化液は、発酵槽から貯留槽に排出して貯留する。利用する際は、貯留
槽から持ち出す。
　千葉県香取市に試作設置された山田バイオマスプラントでは、消化液を畑作物を中心に
適用した。プラントのある地域は年間を通じて畑作物の栽培が行われており、年間を通じ
て消化液の散布が実施できた。このため、消化液の貯留槽の容量は、消化液の日生成量の
20 日分で対応された。
　一方で、稲作への散布では、この貯留槽に半年分の消化液の生成量を貯留できる容量を
持たせた実施設もある。例えば、日 10m3 の消化液を生成するメタン発酵施設であれば、
10m3 × 183 日 =1,830 m3 の貯留容量が必要となり、メタン発酵槽が滞留日数約 25 日なの
で約 7 倍（183 日 /25 日）の容量となり、当該メタン発酵施設の中で最大の設備となる。
　モデルでは、消化液の日々の消化液の生成量、散布量、中間貯留槽への輸送量から貯留
槽の必要容量が算定できる。
　Photo.II-1-2 及び II-1-3 は、消化液の貯留槽を示す。最近頻発する集中豪雨を考えると、
貯留槽には雨よけの屋根を備えた方が良いかも知れない。一方で、貯留中の消化液からは、
依然メタンの放出があり、アンモニアの揮散、硫化水素の発生も懸念されることから、換
気に配慮する必要がある。
　また、規模の大きな貯留槽では、散布時期に複数台の消化液輸送車が同時に消化液の輸
送を行うため、①消化液の取り出し口を複数設けること、②取り出し口の周辺は、複数台
の消化液輸送車が消化液の積込み作業や往来が容易にできるだけのスペースを確保するこ
とが必要である。貯留槽からの消化液の積込み作業で ｢渋滞｣ が発生することは、輸送・

Photo.II-1-2 屋根無しの消化液貯留槽
（山田バイオマスプラント：中村真人撮影）
（Open storage tank for digested slurry）

Photo.II-1-3 屋根付きの消化液貯留槽
（山鹿市バイオマスセンター：岩下幸司撮影）

（Roofed storage tank for digested slurry）



第Ⅱ章第1節

 10 

散布作業の効率低下を招くので注意が必要である。

（3）輸送
　メタン発酵施設から散布する農地までの消化液の輸送には、バキュームカーを用いるこ
とが有利である。
　消化液の輸送は、消化液の貯留槽からバキュームカーへの積込みに始まり、メタン発酵
施設からほ場までの輸送、ほ場まわりでのバキュームカーから散布車への移送までが一連
の作業となる。バキュームカーでは、消化液の積込みや移送に付属するポンプが使えるの
で便利である。また、消化液を積んだ状態での走行も安定している。
　難点は、バキュームカーは通常のトラックより高価な点である。もちろん、通常のトラッ
クの荷台に市販の 2m3 程度のポリタンクを載せ、そのタンクに消化液を積み込み運搬す
ることは可能である。その場合、走行中に荷台の中でタンクが移動するとハンドルを取ら
れるので、タンクをしっかりと固定する必要がある。メタン発酵施設での消化液の積込み
では、汚泥用のポンプを準備すれば動力等の手当は問題ない。しかし、ほ場まわりで散布
車へ消化液を移送する場合、可搬式ポンプの準備とポンプの動力の手配も必要である。ポ
ンプの種類によっては、「呼び水」が必要で、そのための水も携帯しないといけない。こ
のあたりの作業性と経済性を考慮すると、消化液の輸送における、バキュームカー及びト
ラックは一長一短がある。
　Photo.II-1-4 は、通常のバキュームカーを示す。これは、山田バイオマスプラントで使
用されているバキュームカーである。ボディ全体を明るい色にして、車体の前後、左右に、

「バイオ消化液肥」と記載して、運搬している消化液が液肥であることをアピールしている。
　Photo.II-1-5 は、福岡県三潴郡大木町のおおき循環センターで導入されているバキュー
ムカーである。やはり、ボディ全体を明るい色にするとともに、タンクを囲んで通常のト
ラックの外観にしている。また、タンクを囲んだ平面を生かして、メッセージを記載して
いる。
　バキュームカーは、汚物や廃棄物を運搬しているという先入観がある。メタン発酵施設
や農地にバキュームカーが何度も出入りするのを目の当たりにした周辺住民は、「汚物の
処分をしている」との悪いイメージや不信感をもってしまう。周辺住民から信頼を得られ
なければ、円滑な施設の運転・管理はおぼつかない。このため、Photo.II-1-4 及び II-1-5

のバキユームカーでは、クリーンに見られる表示や工夫がされている。
　また、一度悪いイメージをもたれると、あとで払拭することは容易ではない。特に施設
の運転開始が肝心であるので、こうした先行施設の知恵を生かして、メタン発酵施設の運
転や消化液の輸送・散布の開始に先だって、細やかな気配りで計画・準備しておくことが
求められる。
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ボディの色を明るくし、前後左右に「バイオ液肥」と記載して、運搬物が
肥料であることをアピールしている。

Photo.II-1-4　消化液の輸送車（バキュームカー）
（山田バイオマスプラント：中村真人撮影）

（Vacuum truck for transportation of digested slurry）

Photo.II-1-5　外観を通常のトラックに似せたバキュームカー
（おおき循環センター）

（Vacuum truck that resembles an ordinary truck）

全景：通常のトラックに見える。
（山岡賢撮影）

運転席のキャビンと荷台の隙間に
タンクが見える。

（岩下幸司撮影）
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（4）中間貯留槽
 （本マニュアルで説明するモデルでは、中間貯留槽を取り扱わない。しかし、中間貯留槽
に関するモデル等も開発済みであるので、必要な場合、問合せされたい。）
　中間貯留槽は、メタン発酵施設から消化液を散布する農地までの間の中間に設けて、一
時的に消化液を保管する施設である。
　その効果は、次の 2 つが考えられる。
①消化液の散布作業が短期間に集中する場合、散布作業が開始される前にほ場に近い場所
に設けた中間貯留槽に消化液を運び込んでおくことで、消化液の散布期間中の作業量を減
らすことができる。一方で、メタン発酵施設から運んできた消化液を中間貯留槽で降ろし、
後日中間貯留槽で積込むので、消化液を所謂「二度扱い」することになり、全体の作業量
は増加する傾向にある。
　しかし、増加した作業は、散布期間前に実施するので日々の作業量が平準化される。こ
のため、１日に必要とする機材数や作業員数を減じ、作業員をまとまった期間安定して雇
用できるメリットがある。
②消化液の輸送距離が長い場合、メタン発酵施設から中間貯留槽までの輸送にバキューム
カーより大容量のトローリーを利用することで、輸送の効率を上げることができる。
この場合は、消化液を「二度扱い」するデメリット以上の作業の効率化が期待され、作業
量全体が削減される。
　中間貯留槽を設けない場合、メタン発酵施設を出発した消化液の輸送車は消化液を散布
するほ場周辺まで進入する必要がある。大きなトローリーではほ場周辺まで入れない場合
が多い。このため、農地への消化液の輸送は、バキュームカークラスが限界と考える。
　しかし、メタン発酵施設及び中間貯留槽のそれぞれの施設の設置に当たり、大型車の出
入りに配慮しておくと、バキュームカーより大容量で消化液を運搬できるトローリーをメ
タン発酵施設から中間貯留槽までの消化液の輸送に導入できる。そうすれば、①でデメリッ
トに掲げた全体作業量の増加も抑制できる。
　この場合のデメリットは、トローリーの導入費用（購入、請負、リース等の費用）やト
ローリーの運転者の確保や同運転手の賃金が他の人員の賃金より割り増しになるなどのコ
スト増が中間貯留槽の建設費及び維持管理費に追加されることである。
　中間貯留槽の設備は、メタン発酵施設に設ける消化液貯留槽と同じ考え方で計画するこ
とで十分であるが、中間貯留槽の敷地内に、ほ場まで消化液を輸送・散布する機材の駐車
スペースや保管庫を設けることが望ましい。

（5）散布
　バギュームカー等でほ場周辺まで輸送された消化液は、ほ場に散布される。散布方法と
しては、①流し込み、②散布車による散布の２つがある。
①流し込み
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　これは、水田のかんがい期に、水口に
消化液を注入しかんがい用水に混ぜてほ
場に流し込んで消化液を散布する方法で
ある。消化液を輸送してきたバキューム
カーから直接消化液を排出できる（Photo.
II-1-6 参照）ので、散布車が不要であるメ
リットがある。また、散布車を用いた消
化液の散布では、ほ場に作物がある時期
は散布できないが、この方法では、水田
で稲が生育中にも実施できる。
　問題点としては、ほ場全体に消化液を
均平に行き渡らせることができるかどう
か、また、水口から水尻までショートカッ
トして消化液が排出されると水質汚濁と
なる点である。また、岩下・岩田（2010）
※によると、本方法はバキュームカーを拘
束することから散布作業の効率が良くな
いとのことである。
　※： 岩下幸司・岩田将英（2010）: メタン発酵消化液の液肥利用マニュアル，社団法人　地域資

源循環技術センター，地域資源循環技術シリーズ 5．

②散布車による散布
　散布車は、ほ場周辺で消化液輸送車から消化液の注入を受けて（Photo.II-1-7 参照）、そ
の後ほ場内を走行して消化液を散布する（Photo.II-1-8 参照）。
　散布車では、ほ場内を走行するため、作物の生育期間中に実施する追肥は基本的に行え
ない。山田バイオマスプラントでは、接地幅が狭く、地面からのクリアランスが大きな車
輪を持った散布車（ハイクリブーム、Photo.II-1-9 参照）を試作した。ハイクリブームでは、
作物を大きな車輪で跨いで消化液を散布するので追肥が可能である。しかし、車輪の接地
圧を大きくしないために消化液を積載するタンク容量は 0.5m3 と小さい。このため、散布
中すぐに消化液輸送車のもとに戻り消化液の補給を受けないといけないので効率が劣る。
また、作物の地上部に消化液がかかれば、作物の品質への悪影響も懸念される。消化液の
追肥利用には、さらなる散布方法等の検討が必要である。
　一般的な散布車は、消化液を積載するタンクを備え、タンクからほ場面に消化液を滴下
する。散布時の悪臭対策として、消化液の滴下はなるべくほ場面に近いところで行う。風
で消化液の滴が周辺に飛ばされないためである。また、消化液はなるべく早く土壌と接触
させた方が土壌による臭いの原因物質（主にアンモニア）の吸着が期待できる。消化液を

Photo.II-1-6 消化液の水田への流し込み
（京都府南丹市八木プラント：山岡賢撮影）
（Pouring digested slurry into a paddy field with 

irrigation water）
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散布後は、速やかに耕起して消化液を土に
混合する。耕起は、悪臭の拡散防止及びア
ンモニアの揮散に伴う肥料成分である窒
素分の減少を防止するのに役立つ。
　耕起は、ほ場の持ち主の農家に行っても
らうように手配する。輸送・散布モデルで
は、消化液散布後の耕起作業は考慮してい
ない。
　散布車の形式として、消化液を土中に注
入するインジェクター方式がある（Photo. 
II-1-10）。消化液の滴下口の前に、溝きり
刃でほ場面に溝を作り、滴下口の後ろの
ローラーで土を溝に埋め戻して転圧する。

　消化液散布後の耕起作業は不要となる。しかし、溝きり等でほ場面から受ける抵抗のた
めなどで、作業効率が落ちるとのことである。
　また、散布車の形式として Photo.II-1-11 のように、消化液をまき散らす方式もある。
消化液の排出口が大きいので、散布時の目詰まりが防止できるメリットがある。しかし、
この方式は、前述の悪臭対策として良くないこと、散布ムラができやすいこと、また散布
幅が小さいので散布効率が良くないことなど、欠点が多い。
　散布車による散布でも、｢まきむら｣ に注意する必要がある。｢まきむら｣ が生じると、
作物の生育が悪い場所ができ、農家に「消化液は使えない」との印象を与えてしまう。
　通常、散布車は消化液の滴下口が運転席の後ろにある。このため、散布車の運転者が消
化液の散布状況を確認しづらい。山田バイオマスプラントでは、散布車の散布状況を、バ

Photo.II-1-7　 バキュームカーから散布車へ
の消化液の移送

（山田バイオマスプラント：中村真人撮影）
（Feeding digested slurry from a vacuum truck 

to a spreader）

Photo.II-1-8　消化液の散布
（山田バイオマスプラント：中村真人撮影）

（Spreading of digested slurry）

Photo.II-1-9 ハイクリブーム
（山田バイオマスプラント：相原秀基撮影）

（Digested slurry spreader for additional 
fertilization）
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キュームカーの運転者が散布作業の補助
作業員として、散布状況を見守るととも
に、散布車の運転者に目印を示したり、
合図をしたりする。
　モデルでも、このノウハウを採用し、
バキュームカーは輸送してきた消化液の
散布が終了するまでほ場にとどまり、バ
キュームカーの運転者が散布作業の補助
作業員として働けるようにスケジュール
している。
　農業機械全般に言えるが、ほ場端での
旋回作業が作業効率に大きく影響する。
この点を改善するために、運転席など車
体上部を旋回させ、散布車本体を旋回させることなく、散布が続けられる散布車（Photo. 
II-1-12 参照）が開発された。この散布車は、ほ場端まで走行したら、その場で運転席、
タンク及び滴下口などの車体上部を元来た方向に旋回させ、その後反対側のほ場端方向へ
走行し散布を行う。このようにして、旋回の効率をあげるとともに、旋回時のまきむらの
発生、ほ場面の踏み荒らしや旋回に伴う事故（転倒や巻き込み）を防止している。
　一方、消化液の輸送・散布は、散布車等のような特殊な車両や多くの人員を必要とする
ので、どうしてもメタン発酵施設の運営に負担となる。消化液の有用性を農家が広く認識
するようになれば、メタン発酵施設の運営側は、消化液をほ場周辺の中間貯留槽に輸送す
るまでを分担し、そこから先は各農家が各自で軽トラにタンクを積んで消化液を運搬・散

（インジェクター全景） （インジェクター ･ アタッチメント近影）

Photo.II-1-11　スプレーヤー方式
（山田バイオマスプラント：相原秀基撮影）

（Sprayer type）

Photo.II-1-10　インジェクター
（南丹市八木バイオエコロジーセンター：山岡賢撮影）

（Injector）
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布（Photo.II-1-13）するような体制が構
築できれば、メタン発酵施設運営の持続
性も増す。

③散布車の輸送
　散布車は、地耐力の弱いほ場での走行
が容易なように、無限軌道（所謂「キャ
タピラ」）を採用したものが多く、その
他方式の場合でも、総じて道路上を 40

～ 60km/h の速度で 5 ～ 20km の距離を
走行することは得意で無い。
　このため、メタン発酵施設・ほ場間の
散布車の移動は、散布車をトラックに積
んで輸送することになる（Photo.II-1-14

参照）。
　トラックに関わる作業は、メタン発酵
施設での散布車の積込み・降ろし、メタ
ン発酵施設・ほ場間の散布車の輸送、ほ
場での散布車の積込み・降ろし（Photo. 
II-1-15 参照）である。
　散布車の効率は、なるべく多くの消化
液を積載できる方が有利な傾向にある。
しかし、あまり大きな散布車は、小さな
区画のほ場では作業しづらい。また、散
布車の輸送を行うトラックの大きさにも
注意が必要である。大型な散布車を選択
すると、当然大型なトラックを用意しな
いといけなくなる。また、大型免許でな
いと運転できない車種になると、人員の
確保も制限を受ける。なにより考慮しな
いといけないのが、散布車を積載したト
ラックが消化液を散布する農地周辺まで
進入できるかどうかである。これらの条
件を考慮して、散布車及びトラックの選
定をする必要がある。
　また、ある地区の周辺農地をまとめて

Photo.II-1-12　車体上部旋回タイプの散布車
（山鹿市バイオマスセンター：岩下幸司撮影）

（Improved spreader）

Photo.II-1-13　軽トラによる散布
（山田バイオマスプラント：阿部邦夫撮影）

（Spread of digested slurry by 
a small pickup  truck）

Photo.II-1-14　散布車の輸送状況
（山田バイオマスプラント：中村真人撮影）

（A truck loaded with a spreader）
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散布する場合、数日間散布車を同地区に
置いておければ効率的である。散布車の
輸送回数が少なければ、必ずしもメタン
発酵施設で散布車運搬用のトラックを所
有する必要は無く、その都度レンタル等
での対応も可能かも知れない。
　ただし、本モデルでは、散布期間中、
毎日散布車は運搬用のトラックに載せて
ほ場に運び、一日の作業が終了後には運
搬用のトラックに載せてメタン発酵施設
に戻ることにしている。モデルでは、ト
ラックの走行距離、燃料消費量などを他
の項目と分けて出力するので、実態に合
わせて補正するなどの対応が可能である。

　以上が、消化液の輸送・散布の作業の概要である。モデルでは、このような作業をシミュ
レーションして、必要な人員数、作業用機材数や消化液の貯留槽容量等を算出する。
　これら作業のモデル内部での取り扱いも上記に説明したので、必要に応じて確認願う。
　消化液の輸送・散布の方法は、地区毎にいろいろな条件で行われている。また、今後計
画を策定する地区では、地区の特性を生かし、先行地区にない消化液の輸送・散布の方法
を立案されるであろう。そのことは、誠にすばらしいことであり、計画立案者としては、
そのような計画立案に知恵を絞るべきである。
　一方で、モデルを作成し提供する立場からは、ある特定の地区で用いられる独特の消化
液の輸送・散布の方法をモデルに組み込むことは、同方法を用いるユーザーには便利であ
るが、同方法に無関係なユーザーにはモデルが複雑になり使うことに抵抗感を与える。こ
のため、モデルの機能は幅広いユーザーが容易に理解できて平均的な輸送・散布計画が容
易にできるレベルとしている。
　しかし、要望があれば、ある地区、ある方法に限定してモデルをチューニングすること
にも対応したいと考えているので、第 IV 章の【問合せ先】までご連絡願う。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【参考 3】　モデルに組み込まれていない輸送・散布の周辺作業
【Topic 3】 Related works that are not treated in the model.

　消化液の輸送・散布作業には、直接消化液を取り扱わないが重要な作業がある。モデルでは、必
ずしもそれらのすべてを組み込んでいない。例えば、本文「②散布車による散布」で記述した消化
液散布後の速やかなほ場の耕起である。

Photo.II-1-15　散布車の積み卸し状況
（南丹市八木バイオエコロジーセンター：

山岡賢撮影）
（Load and unload of a spreader）
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　それ以外には、散布すべき農地の状況の確認と指示がある。
　散布すべき農地の場所を住所や GPS で示されても、当該農地の周辺に着くとほ場が隣り合って
いて、実際どの区画に散布すべきか判断に迷う。
　このため、先行地区では、農家の方と確認して当該の区画に目印をつける。Photo.II-1-16 は、消
化液を散布する区画の目印として立てられる旗である。旗の色は、ピンクが農地周辺では識別しや
すいとのことである。
　散布する農地の状況確認では、上記の位置の確認の他に、次の 2 点がある。

（1）　農地への進入路の確認
　 　ルートの確認とともに、路幅、路面の状況を確認して、バキュームー等の進入に問題がないか

を確認する。この点は、一度確認して記録しておけば済む。
（2）　ほ場面の確認
　 　ほ場面の排水状況を観察して、散布車による作業が実施可能かどうかの判断をする。これは、

特に降雨日の翌日には特に重要で
ある。また、ほ場の傾斜や排水口
を確認して散布した消化液が流出
しないように対処する必要がある。
　つまり、消化液の輸送車や散布
車が農地に向かう前に、このよう
な「先触れ」のような作業が必要
である。このような作業は、円滑
な消化液の輸送・散布に欠かせな
い。　　　　　　　　　　　　　
　しかし、このような作業は、状
況に応じて臨機応変に、極めて機
動的に行われるべきものなので、
モデルでの画一的な見積もりには
なじまないと判断してモデルに組
み込んでいない。この点も、消化
液の輸送・散布計画の策定におい
て留意してほしい。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Photo.II-1-16　散布する区画の目印（旗）
（南丹市八木バイオエコロジーセンター：山岡賢撮影）

（A flag marked on the field）


