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３．モデル（プログラム）の使用方法 （How to use the model）
（1） 動作環境 （operating environment）
　モデル（プログラム）の動作環境は次のとおりである。

① OS: Microsoft Windows Vista SP1 以降
② 必要なソフトウェア : Microsoft Excel  2007 以降、.NET Framework 4.0 以降
　.NET Framework 4.0はWindows 7以降では標準でインストールされていることが多いが、
インストールされていないときは、次のウェブページから無償でダウンロード、インストー
ルすることができる。
　http://www.microsoft.com/ja-jp/net/netfx4/download.aspx

 　また、.NET Framework 4.0 がインストールされているかどうかは、コントロールパネル
の「プログラムの追加と削除」で確認できる。

（2） インストール・アンインストールの方法
　（Installation and uninstallation of the model）
①インストール
　添付の CD-R 等で提供されたモデルに、"DSAPins.msi" というファイルがある。これが
モデルのインストール用プログラムである。
　"DSAPins.msi" を Windows エクスプローラの画面上でダブルクリックするなどによって
起動する。起動すると、Fig. II-3-1 の表示が現れる。
 　[ 次へ ] ボタンをクリックするとインストールフォルダーの選択画面が表示される（Fig. 

II-3-2）。
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Fig.II-3-1  インストーラーの開始画面　（The first window of the installer）

Fig.II-3-2  モデルのインストール先のフォルダー選択 （Setting of a folder for the model）
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 　インストール先フォルダーの初期設定は "C:¥Program Files¥nire¥dsap" である。問題がな
ければ、そのまま、[ 次へ ] ボタンをクリックする。
 　これ以降、画面上の説明にしたがって操作することにより、
モデルがインストールされる。
 　インストールが終わると、Windows の「すべてのプログラム」
メニューに「メタン発酵消化液の輸送・散布計画策定支援モデ
ル」が追加されるとともに、デスクトップにもアイコン（Fig.

II-3-3）が追加され、どちらからでもモデルを起動することが
できる。

②アンインストールの方法
 　再度 "DSAPins.msi" を起動すると、プログラムの修復または削除を選択する画面が開く

（Fig. II-3-4）。この画面で削除を選択して [ 完了 ] ボタンをクリックすると、モデルが削除
される。
　なお、一般のアプリケーションソフトウェアと同様に、コントロールパネルの「プログ
ラムの追加と削除」によってアンインストールすることもできる。

Fig.II-3-4　アンインストールのための画面　（The window for uninstallation）

Fig.II-3-3　モデルの
アイコン

（Icon of the model）
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（3） モデルの操作（Operation of the model）
①モデルの起動
 　デスクトップのモデルのアイコン（Fig.II-3-3）をダブルクリックする、または、
Windows の「すべてのプログラム」メニューに「メタン発酵消化液の輸送・散布計画策定
支援モデル」を選択してモデルを起動する。
　モデルが起動すると、パソコンの画面に Fig. II-3-5 のメニューが現れる。

 

Fig.II-3-5　モデルの主画面 （Start screen of the model）

②入力データの読込み
  　主画面の「1. 入力データの読込み」ボタンをクリックすると、「Excel 形式入力データファ
イルの選択」画面（Fig. II-3-6）が表示される。
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Fig. II-3-6　データファイルの選択 （Selection of a data file）

Fig. II-3-7 　入力データの読込み画面（読込中）（Data reading screen）

 　作成・保存済みの入力データファイルを選択し、[ 開く ] ボタンをクリックすると「入
力データの読込み」画面（Fig. II-3-7）が開き、データの読み込みが始まる。
 　なお、データの作成は、次節で説明している。
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　モデルはデータを読込みつつ記入内容が妥当な形式であるかどうかを判定し、その結果
を画面上に逐次表示する。
�　データが不適当（例えば、必須項目が記入されていなかったり数値であるべき記入欄に
文字列が記入されていたりするなど）でモデル計算ができない場合はエラーとし、画面上
に赤色の文字でエラー箇所とその内容が表示される （Fig.II-3-8）。
�　また、データの内容を確認した方がよいと考えられる場合（例えば通常想定される値よ
り小さい / 大きい場合など）は要確認とし、画面上に青色の文字で要確認箇所とその内容
が表示される（Fig.II-3-9）。
　モデルでは、各項目に入力される数値の有効範囲等を、「第 III 章３. 入力数値データの
エラー・警告の判定値（別表）」に示す通り設定している。
�　入力データが、この設定に抵触すると、モデルはエラーあるいは要確認のメッセージを
表示する。

エラー : [1 日の作業時間上限 ] の入力は必須です。
Fig.II-3-8　エラーメッセージの例　（Example of error message）

要確認：[ 輸送・運搬車標準速度 ] "60" は過大でないか確認してください。
Fig.II-3-9　要確認メッセージの例　（Example of warning message）

③エラー・要確認の対応
i） ログの印刷・保存
 　Fig.II-3-8 及び Fig.II-3-9 のようなメッセージは、数が多いと画面が流れて確認しづらい。
これらのメッセージは、ログとしてファイルに保存したり、印刷したりすることができる。
なお、ログはテキスト形式であるので、各種ソフトで見ることができる。
 　ログの印刷・保存は、Fig. II-3-7 の入力データの読込み画面での読込みが終了したら、
画面のプルダウン・メニュー（Fig.II-3-10）を開くと、「ログ印刷」、「ログ保存」があるので、
それらを選択して、印刷・保存する。

Fig.II-3-10　�入力データの読込み画面のプルダ
ウン・メニュー

　（Pull-down menu of Data reading screen）
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ii） エラーがあった場合
 　1 つでもエラーが有れば、そのままモデルによる算定を続けられない。
　入力データファイルを MS-Excel で開いて修正してエラーを回避する。
�　「入力データの読込み画面」を閉じ、主画面の「1. 入力データの読込み」ボタンからデー
タの読込みをやり直す。

iii） 要確認事項があった場合
�　要確認であれば、そのままモデルによる算定は続けられる。しかし、要確認のメッセー
ジの内容は確認してほしい。
�　本モデルは大量のデータをもとに大量の計算結果を出力するので、内容のチェックが大
変である。このため、少しでも疑義のある項目は吟味しておいてほしい。
�　データの修正等のモデル操作は、ii）のエラーの場合と同じである。

iv） エラー、要確認事項がなかった場合
�　エラー及び要確認事項がなければ、Fig.II-3-11 のように、「エラー :0 件」、「要確認 :0 件」

「入力データ読込終了」と表示される。
�　その場合、プルダウン・メニューの [ ファイル ]-[ 閉じる ] を選択して画面を閉じて主
画面に戻る。
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Fig.II-3-11　入力データの読込み終了（Completion of reading data）

④農地ブロックごとの消化液輸送車台数の試算
�　消化液の輸送作業を効率的に実施するには、個々の農地ブロックのへの輸送距離や輸送
する消化液の量に応じて、輸送車台数を設定する必要がある。
�　モデルでは、農地ブロックごとに推奨する輸送車台数を算定する。
�　算定に当たっては、データ入力様式の「散布車散布条件（様式 2）」及び / または「流し
込み条件（様式 3）」の下限台数及び上限台数を入力しておく必要がある。データ入力様
式及びそのデータ作成は第 4 節を参照のこと。
�　ここで、入力した台数の範囲で設定すべき台数を算出する。台数の算定方法は、第 III

章第 1 節（3）参照。
�　モデルの主画面（Fig.II-3-5 参照）で、「2. 農地ブロックごとの消化液輸送車台数の試算」
をクリックする。
�　先にデータチェックが終了したデータファイルを指定して計算を開始させる。

⑤消化液輸送車台数の試算結果
�　モデルは、まず再度データのエラーチェックをする（警告は表示しない）。
　エラーがなければ MS-Excel ファイル（"VC 台数試算表 .xlsx" ※ 1）に結果を出力して自
動的に開く（Table II-3-1 参照）。



第Ⅱ章第3節

 30 

　※ 1： 出力されるファイル名は、VC 台数試算表 _YYYYmmdd_HHMMSS.xlsx の形式になる。

YYYYmmdd は年月日、HHMMSS は時分秒を表す数字列である。

　　　　（例）　VC 台数試算表 _20131209_153125.xlsx

（注） 本表では、エラーの際にはセルの色で示す。エラーの表示は Table II-3-3 のとおりで
ある。

　Table II-3-1 の VC はバキュームカーを意味する。「VC1 台」から「VC5 台」の各欄の値は、
各ブロックへの輸送を各欄の台数で実施した場合に必要な作業日数を示す。なお、1 台か
ら 5 台というのは、データ入力様式の「散布車散布条件（様式 2）」及び「流し込み条件

（様式 3）」の下限台数及び上限台数に入力した値に対応する。「最小日数」の欄は、「VC1

台」から「VC5 台」の各欄の値のなかで最小の値を示し、「最小台数」の欄は、「最小日数」
の欄の値の日数の消化液輸送車の台数である。セルが水色の箇所が、当該農地ブロックで

「最小台数」かつ「最小日数」のケースを示す。
　モデルが推奨する設定台数は、「最小台数」の欄に表示される。各ブロックに設定する
台数は、基本的にこの推奨値を用いると良い。しかし、Table II-3-1 の例では、No.4 ブロッ
クのみが 3 台を推奨されている。この場合、No.4 の設定台数も 2 台とした方が、地区全
体として手配する輸送車の台数が少なくて済む場合がある。
　その点を考慮して、消化液輸送車台数の試算結果を吟味してほしい。なお、具体的
にどちらを設定すべきは、No.4 ブロックを 2 台と 3 台の両方の設定でモデル計算を
行ってみて、結果を比較したうえで最終的に決定すればよい。
　以降の計算を行うために、消化液輸送車台数の試算結果等を基にして、ブロックごとに
台数を入力データファイルの「期別散布計画（様式 5）の（2）」農地ブロック別散布計画
の VC 台数欄に入力する。（"VC 台数試算表 .xlsx" の「最小台数」の列を VC 台数欄にコピー
& ペーストする。）

Table II-3-1　消化液輸送車台数の試算結果
　　（Calculation result of vacuum truck number）
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⑥農地ブロックごとの散布開始日の試算
　モデルの主画面（Fig.II-3-5 参照）で、「3．農地ブロックごとの散布作業開始日の試算」
をクリックする。
　⑤で VC 台数欄に値を設定した入力データファイルを指定し、計算を実施する。
　データの読込時にエラーチェックをする（警告は表示されない）。
　エラーがなければ MS-Excel ファイル（" 散布作業開始日試算表 .xlsx" ※ 2）に結果を出力
して自動的に開く。

　※ 2： 出力されるファイル名は、散布作業開始日試算表_YYYYmmdd_HHMMSS.xlsxの形式になる。

YYYYmmdd は年月日、HHMMSS は時分秒を表す数字列である。

　　　　　（例）　 散布作業開始日試算表 _20131209_153125.xlsx

　画面には、VC 台数（平準化後）及び散布車散布ユニット数（平準化後）のグラフを表
示するタブページが追加される（Fig.II-3-12 参照）。
　散布車散布ユニット数（平準化後）のタブページで、散布車散布ユニット数が散布期間
内で平準化されていることを確認する。
　さらに、VC 台数（平準化後）のタブページで、VC の稼働台数が散布期間内で平準化
されていることを確認する。
　VC 台数及び散布車散布ユニット数の平準化は、地区全体で必要な VC 台数及び散布車
台数が少なく済むように散布期間内で個々の農地ブロックの散布開始日を設定するもので
ある。具体的な計算方法は、第 III 章第 1 節（4）参照。
　VC 台数（散布作業開始日の平準化後）のタブページが追加された状態では、プルダウ
ン・メニューには Fig.II-3-13 の通り「画像保存（I）」の項目が追加される。「画像保存（I）」
を選択すると、VC 台数（散布作業開始日の平準化後）のタブページのグラフが画像とし
て保存できる。
　なお、プルダウン・メニューの「ログ印刷（P）」、「ログ保存（S）」はログページが表
示されているときのみ有効である。「画像保存（I）」は、VC 台数グラフのページが表示さ
れているときのみ有効である。　

⑦散布作業開始日の平準化の結果
　「3. 農地ブロックごとの散布作業開始日の試算」によって散布開始日の平準化が行われ
た結果、散布作業開始日試算表ファイルが作成される。
　散布作業開始日試算表ファイル（Table II-3-2 参照）では、散布期ごとにシートが作成
される。各シートでは、ブロックごとに「散布期開始日」、「ずらし日数」及び「ずらし後
の開始日」等が示される。
　「散布期開始日」は、データ入力様式の期別散布計画シートの（1）散布期基礎条件の「開
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始月日」に入力した月日となる。
　散布作業開始日の平準化は、「散布期開始日」からどれだけ日数をずらせば平準化する
か計算するため、「ずらし日数」及び「ずらし後の開始日」を出力する。第 III 章第 1 節（3）
参照。
　「ずらし後の開始日」が目的とする平準化後の散布作業開始月日である。この欄の月日
を吟味して、問題がなければ当該欄の値をデータ入力様式の期別散布計画シートの（2）
農地ブロック別散布計画の「散布作業開始月日」欄にコピー & ペーストする。
　なお、ブロックによっては、散布作業開始月日が固定されている場合には、期別散布計
画シートの（2）農地ブロック別散布計画の「散布作業開始月日」欄に、その月日を入力する。
この場合は、平準化した結果は崩れる。しかし、平準化した結果を変更するとき、変更す
るブロックの作業日数及び VC 台数が同じブロックと散布作業開始月日を入れ替えると、
平準化の結果が維持される。

  

※： この画面は、タブで「ログ」、「VC 台数（平準化前）」及び「VC 台数（平準化後）を切り替え

て確認できる。

Fig.II-3-12　散布車散布ユニットの日稼働数（平準化後）
（Daily working number of spreader unit）
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※：画像保存（I）は VC 台数グラフのページが表示されているときのみ有効になる。

　　ログ印刷（P）・ログ保存（S）はログページが表示されているときのみ有効になる。

Fig.II-3-13　タブメニューの画像保存（Screen image save in the pull-down menu）

　　　Table II-3-2　散布作業開始日の平準化の結果  （Leveling result of starting date）

⑧輸送・散布モデル計算の実行
　主画面の「4. 輸送・散布モデル計算の実行」をクリックして、⑦で「散布作業開始月日」
を入力した入力データファイルを選択する。
　ファイルの読込時にデータのエラーチェックをした後、計算を実施する。
　計算が終了したら計算結果のグラフ（Fig.II-3-14 参照）を表示するタブページを追加す
る。
　なお、タブページに追加されるグラフは、あくまでも計算結果を簡単に確認するための
ものである。
　詳細の計算結果は、MS-Excel ファイルとして出力できる。プルダウン・メニューのファ
イルで「計算結果の Excel 出力（E）」を選択することにより、詳細結果の MS-Excel ファ
イルが作成できる（Fig.II-3-15 参照）。
　MS-Excel ファイルでは、輸送・散布作業に関わる各項目の計算値を一日単位の表形式
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で出力しているとともに、必要と思われる内容のグラフは MS-Excel 上で作成済みである。
独自のデータ整理をしたい場合は、データが MS-Excel のシート上にあるので、容易に自
由に行うことが可能である。詳細は、第 5 節を参照。

Fig.II-3-14　計算結果のグラフ例　（A graph of calculation result）

   ※ : 計算結果のファイルが出力可能であれば、「計算結

果の Excel 出力」が選択可能である。

Fig.II-3-15　メニューの計算結果の Excel 出力
（Save of MS-Excel type file of Calculation result in the pull-down menu）
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（4）エラー・トラブル対応
　データを読み込む際に発生するエラーや警告のメッセージについての対応は、（3）項の
②の後半を参考のこと。
　ここでは、各試算・計算時に予想されるエラー・トラブルについて、説明する。
　起こりえるトラブルとして、次の 2 つのケースがある。

①ある農地ブロックへの散布作業が 1 回もできない。ログには、Fig.II-3-16 に示すエラー
メッセージ（赤文字）を表示する。

[< 散布期名 >] 農地ブロック No.** 1 日 1 回の散布もできません。

Fig.II-3-16　試算・計算時のエラーメッセージ（1）
（Error message （1） in calculation procedure）

　　原因： 遠距離で 1 往復するだけで 1 日の作業時間を上回る。
　　対策： 輸送車の走行速度の見直しや中間貯留槽の設置を検討する。
　　　　　 もしくは当該農地ブロックを消化液の輸送・散布対象から外し、もう少し近距

離の農地ブロックを対象とする。

②ある農地ブロックへ散布が稼働率を考慮した散布期間に終了しない。ログには、Fig.II-

3-17 に示すエラーメッセージ（赤文字）を表示する。

[< 散布期名 >] 農地ブロック No.** VC** 台 稼働率を考慮した散布期間内に散布が終わ
りません。所要散布期間は ** 月 ** 日～ ** 月 ** 日 （** 日間） です。

Fig.II-3-17　試算・計算時のエラーメッセージ（2）
（Error message （2） in calculation procedure）

　　原因：当該農地ブロックの面積が大き過ぎる。
　　対策：（a） 当該農地ブロックを次式の面積比で分割する。
　　　　　　A1=Dt･A/D，A2=（ D-Dt）･A/D　　　　　　　           　　（II-3-1）
　　　　　ここで、A：面積が大きすぎる農地ブロック a の面積（ha）
　　　　　　　　　A1：農地ブロック a の面積を 2 分割した農地ブロック a1 の面積（ha）
　　　　　　　　　A2：農地ブロック a の面積を 2 分割した農地ブロック a2 の面積（ha）
　　　　　　　　　Dt：稼働率を考慮した散布期間（d）
　　　　　　　　　D：農地ブロック a を散布するのに必要な期間（d）
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　　　　　　　　　　　モデルのログに記載されるエラーメッセージに表示される。
　　　　　　　　※ :A2 が A1 より大きい場合は、A2 を同様にさらに 2 分割する。

　　　　　 （b） 輸送車の台数の上限値を大きくする。
　　　　　　また、輸送車の走行速度、積載量を大きくできないか検討する。
　　　　　 （c） 散布車を散布能力の高い車両に変更できないか検討する。
　　　　　 （d）  散布開始日を個別に設定した場合は、その設定日を前倒しして散布作業で
　　　　　　きる日数を増やせないか検討する。
　　　　　 （e） 散布期間を延ばすことができないか検討する。
　　　
　　　　　※： （a）～（e）の対策の検討はひと通り検討して、最も妥当なものを 1 また

は複数採用し、エラーを回避する。

　（II-3-1）式の計算に必要な D の日数は、Table II-3-3 のとおり "VC 台数試算表 .xlsx" に
エラー表示であるセルの色分け等で示される。
　セルが水色の場合、計算結果の散布日数が稼働率を考慮した散布期間に収まっている欄
のうちで最小日数・最小台数の欄である。「最小日数」「最小台数」として選択した欄である。
セルが黄色の場合、計算結果の散布日数が稼働率を考慮した散布期間を超えていることを
示す（ログでは警告）。
　セルが赤色の場合、VC 下限～上限台数の全ての散布日数が稼働率を考慮した散布期間
を超えている（ログではエラー）。
　セルが灰色で（空欄）の場合、散布面積が 0 の農地ブロック（VC 台数試算対象外）を示す。

（II-3-1）式の計算に必要な D の日数は、Table II-3-3 の「No.1 A（集落）」であれば、7,8

または 11 日の中で選ぶ。「No.7 D（集落）」であれば、7 または 8 日の中で選ぶ。
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Table II-3-3  “VC 台数試算表 .xlsx”でのエラー表示
（Errors in calculation result file of vacuum truck number）

　いまのところ想定しているモデル計算でのエラーは、上記のとおりである。
　上記以外のケースでも、エラーが発生したり、計算結果が変だったりする場合があるか
もしれない。データや条件の設定で無限のケースがありえるので、すべての事態を想定し
きれていない。そのような際には、本マニュアル最終ページの【問合せ先】に遠慮無くご
連絡いただければ幸いである。答えを持ち合わせていないかもしれないが、対策をいっしょ
に考えたい。


