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4．データの作成　（Preparation of data for the model）
　モデルによる算定には、モデルに添付される“データ入力様式 .xlsx”（MS-Excel 形式の
ファイル）の各シートに項目立てしている各種データを準備する必要がある。
　モデルの計算手順は、ほとんどが自動化されており操作が簡略であるのに対して、デー
タの作成は多くの労力を必要とするとともに重要な作業である。

（モデルは、あえて計算を完全自動化せずに、ユーザーに計算結果を確認しつつ作業して
もらうように設計した。）
　また、既に運転しているメタン発酵施設であれば、実態に基づき設定できる項目も、メ
タン発酵施設が計画段階では、どのような値を入力すべきか不明なことも多い。
　本節では、モデルによる計算に必要なデータの入力に関して、モデルの利用の観点から
データ作成の解説とともに、不確定な事項の多い計画立案の段階において、どのようにデー
タを作成すべきなのかも、著者なりの意見を参考として説明する。

（1） データ入力様式 .xlsx の概要
　データ入力様式 .xlsx は、Table II-4-1 に示す 5 つの様式で構成される。各様式は 1 枚ず
つのシートとなっている。

Table II-4-1 入力データ様式の一覧 （Worksheets for input data）
番号 1） 様式名 主な入力項目
様式 1 基礎条件 消化液発生量、作業時間上限、輸送車・運搬車速度
様式 2 散布車散布条件 消化液輸送車、散布車、運搬車の作業条件
様式 3 流し込み条件 消化液輸送車（流し込みの場合）の作業条件
様式 4 農地ブロック条件 ブロック No.、距離、補正係数
様式 5 期別散布計画 2） 散布期名、稼働率、消化液施用量、散布面積

注 1）各様式は、様式毎に 1 シートとなっている。
　 2）散布期の数だけワークシートをコピーして作成する。

　なお、データ入力様式 .xlsx には、次のような留意点がある。
① ファイル名（ワークシート名）は任意に変更して保存できる。
② ファイルは、任意の場所に保存して良い。
③  各様式 1 行目の "NireDigestedSlurryApplicationPlanningModel" はからはじまる文字列は、

削除や変更してはならない。これは、プログラムが様式の種類や版を認識するために使
用する。

④ 各様式のデータ入力の表の変更は不可。
⑤ 必要なデータは行間を空けずに記入する。
　 「農地ブロック条件（様式 4）」では、プログラムは表中の最上段の行から左端の列（ブロッ
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ク No など）が空白になる直前の行までを読み込む。
⑥ 様式にあるデータには、必須や任意の項目がある。
　データ入力様式では、モデルでの計算に直接用いる、用いないにかかわらず消化液の輸
送・散布に関わる事項をひとまとまりで整理できるように、項目立てをしている。
　しかし、モデルで計算するのに、すべての項目を入力する必要がなく、項目によって必
須、任意などに分類されている。その区分は、Table II-4-2 のとおりデータ入力様式の項
目名の背景色によって区別されている。
　任意項目も含めてデータ入力様式に記述しておくと、後日の計算の条件等が不明な場合
に、計算結果のファイルを開くと確認できる（計算結果は、MS-Excel ファイルとして出
力され、その中には計算で使用したデータ入力様式も引き継がれる）。
⑦ 各項目に入力される数値の有効範囲等については第 III 章３．入力数値データのエラー・
警告の判定値（別表）を参照のこと。
　モデルがデータを読み込む際に、同表に従い値のエラー、警告を出す。

Table II-4-2  入力項目の分類（必須、任意）（Classification of input items）

 

（2）基礎条件（様式 1）
　基礎条件のシートでは、Table II-4-3 に示す項目を入力する。シートでは単位列の右側
の列に「備考」を設けて解説している。

①消化液発生量
　プラントでの消化液の日発生量（m3/ 日）を入力する。モデルでは、プラントでの日発
生量が年間通じて一定として計算する。このため、入力値は、消化液の年間発生量を 365

日で割った値である。「消化液発生量」欄は、こうして求めた日の消化液発生量（m3/ 日）
を入力する。
　まだ稼働していない施設の消化液の生成量は、特に施設の計画・設計で消化液の生成量
が提示されていなければ、消化液発生量は、原料の日受け入れ計画量から予測する。
　原料の計画量が重量ベースであれば、比重 1 として体積（m3）に換算する。メタン発
酵の場合、含水率の高い原料を対象とするので、多少の誤差はあっても、特殊なケースを
除き比重 1 と考えても差し支えない。
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　原料を発酵槽に投入する前に、水を加えて希釈するプロセスを設けている場合には、加
える水量を原料の量に加算する。
　一方、原料を固液分離し液分のみを発酵槽に投入する場合は、多少の誤差はあるかもし
れないが、固液分離工程に投入される原料量を比重 1 として体積（m3）に換算すること
で差し支えないだろう。
　原料の投入が月曜日から金曜日の平日に限定される場合は、この 5 日分の投入量から算
定される 1 週間の消化液生成量の合計量を 7 日で割り戻した、1 日当たりの消化液の日生
成量をモデルに与える。

②消化液初期貯留量
　本値は、算定を行う年の前年の最終時点での消化液の貯留量である。任意項目であるの
で、特に不明であれば 0m3 でよい。
　消化液貯留槽の容量を想定した時に、それが妥当かどうか判定する場合に、この項目に
値を設定して試算すると便利である。具体的には、第 5 節（2）を参照のこと。

③「1 日の作業時間上限」と「準備・後片付け・休憩時間」
　1 日の作業時間上限は、所謂作業者に 1 日何時間働いてもらうかを入力する。
　上限としている点は、モデルではこの値を絶対に上回らないように 1 日の作業量を計算
するからである。人間であれば、数分間を超過してもきりのいいところまで作業を進める
が、モデルでは 1 分でも作業時間が超過することが見込まれると、1 往復分の輸送をカッ
トして作業時間上限の中に収める。このため、作業時間上限を例えば 8 時間に設定したら、
算定される日々の作業時間は、ほとんど 8 時時間数分以上下回ってしまう。日々の作業時
間を 8 時間程度としたい場合は、作業時間上限を 8 時間 10 分程度に設定して計算してみ
るなど試行錯誤が必要である。
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Table II-4-3　基礎条件 （様式 1） （Basic Data）　

　準備・後片付け・休憩時間は、メタン発酵プラント内での機材の取り回しや洗車、散布
車を運搬車に載せ降ろし、トイレ休憩などに要する時間を想定したものである。

「準備・後片付け・休憩時間」は、作業時間上限で設定した内数として、この設定値が先
取りされる。例えば、作業時間上限を 8 時間、準備・後片付け・休憩時間を 2 時間と入力
すると、実際の作業は 6 時間を上限に計算される。

④輸送車・運搬車速度
　消化液輸送車や散布車運搬車の走行速度を入力する。信号待ちの時間や農地周辺で低速
走行にならざるを得ない区間も含めた平均速度を入力する。
　コンプライアンス上、少なくとも制限速度以下に設定すべきである。

⑤燃料単価（標準）
　消化液輸送車、散布車運搬車及び散布車が使用する燃料の単価を入力する。
　なお、これら車両の中で、ガソリンと軽油の使用に分かれる場合には、いずれか使用数
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が多い方を指定する。もう一方は、「散布車散布条件（様式 2）」または「流し込み条件（様
式 3）」にある燃料単価欄に入力して指定する。
　値の入力項目で「（標準）」とあるのは、同じ項目の入力が複数ある場合である。その場
合、「（標準）」とある欄に値を入力すると、同じ項目の他の欄に値を入力しなければ、「（標
準）」の欄に設定された値が計算で使用される。

⑥賃金（標準）
　作業に携わる方の時給を入力する。「（標準）」となっている意味は⑤と同じで、一部「（標
準）」で設定した値と異なる場合は、「散布車散布条件（様式 2）」または「流し込み条件（様
式 3）」にある賃金欄に入力する。

⑦消化液成分
　消化液の成分量は、モデルにとって任意項目であるが、消化液の輸送・散布計画にとっ
て重要なデータであるので、他の入力データとともに記録しておいた方が良い。
　特に消化液の窒素、カリ等の含有濃度はモデル内部で直接計算には用いないが、「期別
散布計画（様式 5）」の「消化液施用量（m3/10a）」を算定するのに必要である。
　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変わる。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。既存の施設であれば、
最近の消化液の成分値の平均値を用いる。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があれば、その施設の消化液の成分値
を収集して決定する。
　消化液の成分値から単位面積当たりの消化液の散布量を算定する方法は、第 II 章第 1

節（1）の（参考 1）に示した。

（3）散布車散布条件（様式 2）
　様式 2 では、消化液の散布を散布車で実施する場合の車両・人員の条件を設定する（Table 

II-4-4 参照）。

① 下限台数及び上限台数は、農地ブロックごとに散布車 1 台（1 ユニット※）に対して何
台の消化液輸送車を割り当てるかを検討するために設定する。

　例えば、下限台数を 1 台、上限台数を 3 台と入力すると、モデルの主画面（Fig.II-3-5 参照）
の「2. 農地ブロックごとの消化液輸送車台数の試算」の計算で、各農地ブロックへの輸送・
散布作業を、輸送車台数を1台、2台、3台と変化させて実施した場合の作業日数を算定する。
　上限台数を増やせば、作業日数が短くなる傾向がある。計算時間はさほど要しないので、
上限台数に大きめの値を設定してみて、試算結果を確かめることを推奨する。
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※ : ユニットは、輸送・散布作業を実施する機材・人員の最小単位である。

　1 ユニットは、散布車 1 台、散布車運搬車 1 台に両車の運転を兼務する運転手 1 名、消化液輸送

車及び同運転手からなる。消化液散布車には 1 台に 1 人運転手を張り付ける必要があり、消化液散

布車の台数・運転手人数は可変としている。

Table II-4-4　散布車散布条件（様式２） （Data for spreading by a spreader）

②消化液積載量、積込時間及び注入時間
　消化液積載量は、消化液輸送車の積載量を入力する。
　積込時間は、メタン発酵施設で消化液を輸送車に積込むのに要する時間である。注意す
べきは、複数のユニットで散布を実施する場合、メタン発酵施設での積込みに、複数の輸
送車がかち合って待ち時間が生じる場合は、その分の時間も見込む必要がある。
　注入時間は、農地で輸送車から散布車に消化液を移し替える時間である。しかし、単に
移し替えるだけの時間を計上するのは不十分である。散布車は、農地の中で積載した消化
液を散布し終えたら、その位置から農地脇の輸送車まで移動して注入を受ける。その後、
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前回散布を終えた位置に戻って散布を再開する。このため、散布車が、散布を終えてから
注入を受け散布を再開するまでの時間を見込んだ時間を設定する必要がある。
　
③散布速度
　散布車が散布する速度である。この値の単位は単なる走行速度でなく、1 時間当たり何
ha 散布できるかを入力する必要がある。次のように算定して入力する。
　散布車の散布幅（W）m、走行速度（S）km/h 及び積載量（V）m3 とする。また、消化
液の施用量は、（R）m3/10a とする。

（i）散布車が 1 回の積載量で走行しないといけない距離（L）m、面積（A）ha

　　L（m）= V（m3）÷ R（m3/10a ＝ m3/1,000m2）÷ W（m）   ････　（II-4-1）
　　A（ha）＝ L（m）× W（m）÷ 10,000（m2/ha）　　　　　････　（II-4-2）

（ii）散布車が距離（L）m を走行するのに要する時間（T）h

　　T（h） = L（m）÷ {S（km/h）× 1,000（m/km）}　　　       ････　（II-4-3）
  このことから、散布速度は A（ha）÷ T（h）で求められる。
　なお、この式の前提として、散布車は T（h）の間に 1 回の積載量を散布できないとい
けない。むしろ、散布車から 1 回の積載量の消化液を滴下させるのに必要な時間 T（h）
を求めておき、（II-4-3）式で走行速度 S（km/h）を求める方が現実的かもしれない。
　このように、消化液の単位面積あたりの施用量は散布車の走行速度に左右される。現場
では、単位面積あたりの施用量によって散布車の走行速度を調整する必要がある。

④散布車運搬車の運転手数
　散布車運搬車の運転手は、作業上、散布車運転手と兼ねることは可能である。しかし、
作業者の作業の習熟や労務強度の許容度合を考慮して、0 人または 1 人を計上する。

⑤作業補助者
　輸送散布作業で、各運転手以外に人手が必要な場合、計上する。例えば農地への進入路
が狭く、進路の安全確認をしないといけない場合や、輸送車や運搬車の停車が交通量の多
い幹線道路で行われ運転手以外にも安全確認を行う人員が必要な場合など、作業の状況を
考慮して計上する。
　特に、シニアの人材活用を検討している場合では、作業の安全面から単独での作業にし
ないとともに、労働強度を小さくするため交代での作業実施とし、作業補助者に人員を計
上するなど検討すべきである。

⑥賃金
　ここでの賃金欄は、様式 1 の賃金（標準）欄と異なった値を設定したい場合に利用する。
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（4）流し込み条件（様式 3）
　様式 3 では、消化液の散布を消化液輸送車から流し込む場合の車両・人員の
条件を設定する（Table II-4-5 参照）。
　この場合、使用する車両は、消化液輸送車のみである。
　項目は、様式 2 と共通する事項が多い。（3）の説明を参照のこと。

Table II-4-5 流し込み条件（様式 3）
（Data for inpouring from a vacuum truck）

 
（5）農地ブロック（様式 4）
　農地ブロックに関する条件は、Table II-4-6 の項目を入力する。
Table II-4-6 で重要な項目は、消化液を輸送・散布する先の農地ブロックとメタン発酵施
設の間の距離である。また、モデルの内部処理のために各農地ブロックには No. をつける。

Table II-4-6 農地ブロック（様式 4） （Data of farmland blocks）

注 1）データは、上段から詰めて入力する。途中に空白行を設けない。
　　   空白行があると、データの読み込みは空白行の上までで終了する。

　本モデルでは、消化液を輸送・散布する先の農地を「農地ブロック」と称して取り扱う。「農
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地ブロック」は輸送距離や輸送・散布の作業条件が同一で、作業を一体で実施できる農地
やほ場の 1 群と定義している。なお、農地ブロックは距離や作業条件が同一の農地ブロッ
クが複数あっても良いので、必要に応じて農地ブロックを分割しても良い。
　その他入力上の注意は、以下のとおりである。
①「ブロック No.」は 1 以上の整数とする。
②「距離（標準）」には、メタン発酵施設から当該農地ブロックまでの輸送距離を記入する。
③ 「運搬道路事情係数（標準）」は、施設から農地ブロック間の道路状況を走行速度に反

映させるためのものである。
　例えば、道幅が狭く速度が出せない、交通量が多く渋滞する、アップダウンがきつく速
度が出せない、逆に見通しも良く幅広い道路で速度が出せる等の状況を加味して設定する。
1.0 の場合無補正で、0.5 を設定すると速度が倍に補正される。2.0 を設定すると速度は半
分に補正される。記入を省略したときは「1.0」（無補正）が適用される。
　運搬道路事情係数の適用は、（II-4-4）式のとおりである。このような形で車両の走行速
度が補正できるので、必要に応じて運搬道路事情係数の値を設定する。

　　　　　　　St = StSTD/Er    ---------------- 　（II-4-4）

　ここで、St : 走行速度（補正後）　（km/h），StSTD：標準走行速度（輸送車・運搬車速度欄（様
式 1）の入力値） （km/h），Er：運搬道路事情係数（－）である。

④「農地アクセス係数（標準）」は、道路からほ場への進入の容易さ・困難さを反映させ
るためのものである。例えば、道路からほ場まで狭い進入路があり、時間を要する場合に
農地アクセス係数に値を与える。1.0 の場合は無補正で、道路がほ場脇を通っていて道路
から容易にほ場に作業に入れる場合を想定している。2.0、3.0･･･ と値を 1.0 大きくすると、
輸送時間が 5 分ずつ増加される。記入を省略したときは「1.0」（無補正）が適用される。
　農地アクセス係数の適用式は、（II-4-5）式のとおりである。農地の周辺で極端に時間が
要する場合には、農地アクセス係数の値を設定する。

　　　　　Tad　＝ （Ea-1）･5/60　------------------　（II-4-5）

　ここで、Tad：輸送時間（1 往復分）に追加される時間（h），Ea：農地アクセス係数（－）
である。

　なお、運搬道路事情係数は走行速度、農地アクセス係数は輸送時間をそれぞれ補正する
が、それに伴う燃費の補正は行っていない。
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⑤「ほ場作業効率（標準）」は、ほ場の傾斜や区画の形状、土壌や水はけの具合で、散布
車の作業効率が異なる際に補正するものである。
　ほ場作業効率は、（II-4-6）式のとおり散布の速度を補正している。
　　　
　　　　Ss = SsSTD/Ew    ---------------- 　（II-4-6）

　ここで、Ss：ほ場作業効率による補正後の散布の作業速度、散布車の単位は ha/h、流し
込みの単位は m3/h、SsSTD：補正前の散布の作業速度、Ew：ほ場作業効率（－）である。
　ほ場作業係数は、1.0 が無補正で、0.5 では速度が 2 倍、2.0 では 1/2 となる。

（6）散布期基礎条件　（期別散布計画（様式 5）の（1））
　「期別散布計画（様式 5）」（Table II-4-7 参照）は、散布期ごとに 1 シート作成する必要
がある。このため、散布期の数だけ様式のワークシートをコピーして作成する。
　ここでは、「期別散布計画（様式 5）」の（1）散布期基礎条件にある入力項目について
説明する

①「散布期名」と「対象作物」
　散布期名には、散布期毎に区別できる任意の名前を入力する。対象作物も、消化液の散
布を想定している作物名等を入力する。この 2 つの項目は、必須項目であるが、特にモデ
ル内部で計算に使わないので、自由に計画策定上の呼称を定めて記載しておくことを勧め
る。ただし、複数の散布期に同じ名前をつけると、データ読み込み時にエラーとなる。

②散布期「開始月日」、「終了月日」及び「稼働率」
　散布期の開始月日は、消化液の散布を開始できる月日を入力する。終了月日は、消化液
の散布が終了しないといけない月日を入力する。なお、散布期は重複して設定できない。

　例えば、稲の基肥であれば、代掻きと同時に実施することが多いので、代掻きが始まる
時期を開始月日として、田植えが行われた田内を散布車で散布することができないので、
終了月日は田植えが実施される直前とする。
　入力は、セルに「4/1」「4 月 1 日」などの一般的な月日形式で入力すると、自動的に日
付型の値に変換される。
　「稼働率（%）」は、開始月日から終了月日の期間で、実際に散布作業が可能と想定され
る割合を入力する。散布作業は、雨天や降雨後の圃場土壌がぬかるんでいる場合には実施
できない場合があるので、稼働率を入力する。
　例えば、開始月日を 4 月 1 日、終了月日を 4 月 10 日、稼働率を 70% とすると、モデル
では 4 月 1 日から 7 日（10 日間× 0.7 ＝ 7 日間）まで連日散布作業を行い、作業を終了さ
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せるように計算する。これによって、4 月 1 日から 7 日の間に稼働率で予定される割合で
作業できない日が発生しても、終了月日までに散布作業が完了できる。

Table II-4-7 期別散布計画（様式 5） （Spreading plan for every period）

③「消化液施用量（標準）」
　「消化液施用量（標準）」には、消化液の 10a 当たり施用量（m3/10a）を入力する。消化
液の肥料成分の濃度から単位面積当たりの消化液の散布量を算定する方法は、第 II 章第 1

節（1）の【参考 1】に示したので、参考にされたい。

④「作業種別（標準）」
　「作業種別（標準）」は、プルダウンメニューで「散布車散布」または「流し込み」を選
択して入力する。
　「散布車散布」は散布車がほ場内を走行して消化液を散布する場合であり、「流し込み」
はバキューム車から消化液をかんがい水とともに流し込む場合である。

（7）農地ブロック別散布計画（期別散布計画（様式 5）の（2））
①「ブロック No.」
　本表の「ブロック No.」は、「農地ブロック（様式 4）」の「ブロック No.」と対応をとっ
て入力する。ここで入力されたブロック No. と同じ「農地ブロック（様式 4）」のブロッ
ク No. の距離や係数を用いて計算する。
　「旧村名」及び「集落名等」欄に記入しておくとチェックがしやすい。

②「散布面積」
　当該散布期での当該ブロックへの消化液の散布面積を入力する。



第Ⅱ章第4節

 49 

③「VC 台数」及び「散布作業開始月日」
　これらの入力値は、モデルで推奨値を算出できる。
　「VC 台数」欄への入力は、第 II 章第 3 節（3）、④及び⑤を参照のこと。
　「散布作業開始月日」欄への入力は、第 II 章第 3 節（3）、⑥及び⑦を参照のこと。

④「消化液施用量」及び「作業種別」
　本表のこれらの項目は、同じ様式 5 の「（1）散布期基礎条件」の同じ項目に標準値とし
て入力した値と異なった値を設定したい場合に入力する。
　入力の内容は、第（6）項の③及び④を参照。

⑤「運搬道路事情係数」、「農地アクセス係数」及び「ほ場作業効率」
　本表のこれらの項目は、「農地ブロック（様式 4）」の同じ項目に標準値として入力した
値と異なった値を設定したい場合に入力する。
　本表のこれらの項目は、たまたま季節的に道路状況やほ場の状況が変化する場合に利用
する。例えば、秋の行楽シーズンのみ道路が混雑する場合や梅雨時期で常にほ場がぬかる
んでいて作業効率が悪い場合等に、対応する。
　入力の内容は、第（5）項の③ - ⑤を参照。

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

【参考 5】｢馬鹿者｣ で良い計画策定者　
【Topic 5】Planner should be “foolishly” honest.

　計画策定の段階では、とかく必要経費を安く見積もり、受け入れやすくし計画を実現できるよう
にしたいのが常である。経費が高くて実現できない計画を提示すると、計画策定者が「無策・無能」、

「馬鹿者」のそしりを受けかねない。
　必要経費を安くする方法として、モデル計算で目が行くのが、人件費単価や 1 日の作業時間であ
ろう。
　例えば、人件費単価を低額に抑えこんだり、1 日の作業時間を 16 時間とか 20 時間に設定したり
すると、経費を安く見せかけることは容易だろう。本モデルのように、計画策定に多数の項目を設
定しプログラムで計算しているとなると、第 3 者が細部までチェックすることは難しい。経費を
チェックする側としては、経費が予算内に収まってくれたらなによりで、それ以上のチェックには
至らないだろうから、本モデルはちょうど良い隠れ蓑になる。
　しかし、その計画を基に事業がスタートすると、どうにも経費がかかり、散布作業は残業と積み
残しの連続、という事態が発生する。インフレの時代であれば、数年でいろいろな価格が変化して、
計画で見積もった経費と異なっても「物価上昇」が原因で「やむを得ない」と片付けられたかもし
れない。しかし、低成長、デフレの時代であれば、計画にはより確実性が求められる。単なる机上
の計算・計画を脱却して、現場で起こることを想定して的確に経費を見積もり、仮に必要とされる
経費が予定の金額がオーバーだったとしても、費用負担をどうするかの議論に発展させてほしい。
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計画の段階であれば、関係者の知恵を集めれば乗り切れる。少なくとも、多額の建設費を投入し、
にぎにぎしく開所式を開催した施設が、わずか数年で破綻して地域の「負の遺産」と成り果てるこ
とは避けてほしい。そのための計画であり、モデルである。
==============================================================================

（8）データ作成の詳細
－「農地ブロック（様式 4）」及び「期別散布計画（様式 5）」のデータ作成－
　モデルの入力データでは、「農地ブロック（様式 4）」及び「期別散布計画（様式 5）」の
データの作成は、大量のデータを適正に設定する必要がある。また、農地ブロック毎の位
置情報も必要となるので、そのようなデータの取り扱いに慣れないと戸惑うかもしれない。
　このため、本項でもう少しデータの作成について詳細に説明する。もちろん、モデルの
データの作成は、本項で説明する方法に限定されるものでないので、地域の状況に応じて
創意工夫してもらえばよい。
　また、少しでも経済的な輸送・散布計画の樹立には、幾つかの条件でモデル計算して、
結果を比較する必要がある。比較は、散布対象とする農地ブロックの設定から十分検討す
る必要がある。

①消化液の年間収支を満たす農地面積の算定
　モデルは年間を通じて日単位で作業量を集計していくが、その前提として、メタン発酵
施設で年間に生成される消化液量と農地に散布される消化液の年間集計量が一致しない
と、持続性のある輸送・散布計画とならない。（モデルでは、消化液の年間収支が合致し
ていなくてもエラーとならず計算が可能である。）
　消化液の年間収支は、（II-4-7）式を満足する必要がある。
　
 　　　365･DS = 10･（r1･A1+ r2･A2+ r3･A3+ ･･･ + ri･Ai）  ---------------- 　（II-4-7）
　
　ここで、DS：消化液の日生成量（m3/d）、「基礎条件（様式 1）」の「消化液発生量」欄
に入力する値、r1,r2,r3,･･･,ri：消化液の 10a 当たり施用量（m3/10a）、「期別散布計画（様式 5）」 

の「消化液施用量」欄に入力する値、「消化液施用量」は散布期基礎条件で標準値を設定
するとともに、農地ブロック別散布計画で標準値と異なる値を農地ブロック別に定める場
合がある、A1,A2,A3,･･･,Ai：r1,r2,r3,･･･,ri それぞれの 10a 当たり施用量（m3/10a）の消化液
を散布する面積（ha）、「期別散布計画（様式 5）」の（2）農地ブロック別散布計画の「散
布面積」欄に入力する値の合計値である。
　例えば、DS=20m3/d、水田へ消化液の施用量として r1=4 m3/10a、畑地へ消化液の施用量
として r2=5 m3/10a とする。
　この場合、水田及び畑地の面積は、（II-4-7）式の関係を成り立たたせる必要がある。で
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ないと、消化液の年間収支は成り立たない。
　逆に、（II-4-7）式が成り立つのであれば、田及び畑地の面積の組み合わせは自由である。
　農地面積の設定の方法は、メタン発酵施設からの距離に応じた面積分布を見て、水田を
100 ha と仮定すると、畑地面積は次のとおりと求められる。

　　（II-4-7）式の左辺の値（消化液の年間生成量）は、365（d）･20 m3/d ＝ 7,300 m3

  

　この量の消化液を水田 100ha とともに散布できる畑面積は、次の通りである。
　　　{7,300 m3/10 － 4 m3/10a･100ha}/5 m3/10a = 66 ha

　面積の設定は、消化液の輸送・散布の作業量に大きく影響する。
　面積の設定の基本的な考え方は、なるべくメタン発酵施設に近い農地に散布することで
ある。そうすることで、輸送・散布の作業量を小さくできる。
　しかし、例えば、春の田植え前に散布することになる水田への散布が大半を占める場合
は、大きな容量の消化液貯留槽が必要になるとともに、水田への散布時期だけに輸送・散
布に携わる多数の人員・機材が必要となる。機材の手配がこの時だけレンタルなど対応で
きればいいが、買い揃える必要があれば、初期投資が大きくなるとともに、買い揃えた機
材の年間稼働率も悪く非効率なものとなる。
　このため、農地面積の設定にあたっては、メタン発酵施設から距離とともに、散布時期
の集中に関しても考慮する必要がある。
　どのような農地面積の設定が地域にとって有利なのかは、なかなかわかりにくいと思う。
いくつかの農地面積の設定で試算してみて、結果を比較することで、有利な輸送・散布計
画が見えてくると思う。モデルによって、計算の手間は簡素化されているので、いろいろ
と試算してみてほしい。

②個々の農地ブロックの面積・距離の設定
　①では、農地ブロックの面積の集計値を求めた。しかし、実際のモデルの計算では、個々
の農地ブロックのメタン発酵施設との距離（km）（「農地ブロック（様式 4）」）や期別の散
布面積（ha）（「農地ブロック別散布計画（様式 5）の（2）」）を設定する必要がある。
　実態を正確に把握したデータの作成には、個々のほ場の位置、面積及び作付け（作物、
栽培時期）を調査することが望ましい。しかし、概略の輸送・散布の計画を検討したい場
合には、既存統計を利用した、次のような方法で、全国いずれの市町村でも特別な準備な
しに、データを作成できる。
i）農地ブロックの位置
　農地ブロックの位置は、農林業センサス農業集落カードの農業集落地図データに、国土
数値情報の農用地区域データを重ね合わせて求める（Fig.II-4-1 参照）。



第Ⅱ章4節

 52 

　つまり、集落内の農地は、農業集落内の農用地区域内にあるとし、位置はその図心座標
で代表させる。農業集落地図データと農用地区域データを重ね合わせたエリアのデータを
衛星写真（Google Earth）に重ねると、農用地区域が農業集落ごとに分割されるとともに、
農用地区域は集落内の農地をカバーしていることが確認できる。このような処理は、GIS

ソフト（ESRI 社 ArcGIS Desktop 10 を使用）で容易に可能である。GIS ソフトに不慣れな
場合は、GIS ソフトを使い慣れた者に相談すると良い。このような処理は、GIS ソフトを
使い慣れた者には容易な操作である。
　なお、以降で必要となるデータは、画像でなく集落地図データと農用地区域データとの
重なった領域の図心座標であるので、集落ごとの図心座標を CSV 形式ファイルで得る。
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 xa, yaA  
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 (xa’, ya’

A  

 

A  

 

Fig.II-4-1　集落区域と農用地区域の重ね合せ
（Overlay of farm village zone on agricultural settlement zone）

　なお、1 集落に複数の領域が生成されている場合がある。このような場合には、1 集落
内に生成されたすべての領域に対する図心座標を求めて、その座標で同集落の農地の位置
を代表させる（Fig. II-4-2 参照）。
ii）メタン発酵施設と農地ブロック間の距離
　「農地ブロック（様式 4）」で入力する個々の農地ブロックのメタン発酵施設との距離（km）
は、i）で求めた農地ブロックの座標と、メタン発酵施設の座標を別途調べて、両者から
求める。
　座標値から算術的に直線距離を求めて、それに 1.5 程度の係数をかけて実距離と置く方
法もある。また、インターネットに無料で提供されているナビサービス（例えば、Google

マップ［ルート・乗換案内］）を利用する方法がある。Google マップ［ルート・乗換案内］
では、メタン発酵施設と農地ブロックの座標値（経緯度）を入力すると、道路経路と距離
を示す。経路を確認して距離を農地ブロック（様式 4）に入力する。
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iii）面積
　農地面積は、農業集落カードの農業集落ごとの「販売目的で作付けした面積」を用いる。
販売目的で作付けした面積を消化液の散布対象とした理由は、販売目的で作付けられた農
地であれば、ある程度まとまった面積を持つとともに、農作業の機械化に対応していて、
消化液の輸送車や散布車の出入りに問題ないと考えたからである。
　なお、農業集落カードの販売目的で作付けした面積は、稲、麦類、雑穀、いも類等の
11 区分毎に集計されているが、この区分毎に消化液の散布時期・量を設定できない場合、
稲以外の区分を畑とひとまとめにする。
　このように農業集落毎の面積を定めて、①で算定した消化液の年間収支を満たす農地面
積に達するまで、メタン発酵施設に近い農地ブロック（農業集落）を選択する。
　なお、面積が小さい農地ブロックに対しては、消化液を輸送・散布を行うことは不効率
であるので、そのような農地ブロックは、散布対象から外すことを検討すべきである。
　本モデルでは１農地ブロックの面積が 50a 以上であることが望ましい。正確には、1 農
地ブロックへの 1 散布時期での輸送・散布作業が 1 日以上必要な面積であること。ただし、
これに満たない小面積の農地ブロックが少数個含まれることは問題ない。
iv）散布期間の設定
　作物毎に正確な消化液の散布時期が不明な場合、モデルで数か月間にわたって散布を行
うという設定で計算してみることも、輸送・散布の作業量を見極めるのに有効である。

A  xa’, ya’
 

          xa1A1 + xa2A2               ya1A1 + ya2A2 
   xa’ =                      ya’= 
            A1 + A2                   A1 + A2 
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A No.1 
xa1, ya1 A1 

A  

 
A  

A No.2 
 xa2, ya2  A2 

Fig.II-4-2　1 集落内に複数区域が生じた場合の代表座標の算出
（Calculation of the coordinate value for a village that have plural zones）
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　その際の対応としては、期間を 1 カ月程度に区切り、それぞれの期間に散布面積を配分
することを推奨する。
　例えば、3 カ月間を 1 つの散布期間とし、天候等で散布不可能な日が 3 日に 1 日あると
すると、モデルでは 90 日間（＝ 3 カ月× 30 日）の散布期間の最初から 60 日間（90 日×
0.667）に連続して輸送・散布を行う。つまり、期間の残り 30 日間は輸送・散布は行われ
ないことになり、これはあまりに不自然である。
　このため、1 カ月（30 日）程度の期間で区分すると、15 － 20 日ぐらいの作業実施と 10

－ 15 日ぐらいの未作業日数を見込むことになる。その程度であれば、余裕も考えるとそ
んなに不自然でないであろう。


