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III．技術編（プログラムの解説）（Technical information of the model）

　本編では、モデルで行っている計算方法を解説する。単にモデルを利用するだけであれ
ば、特に本編は読む必要がない。
　モデルでの算定結果を鵜呑みにはできない、どのように計算しているかを知りたいとい
う方向けに、本章をまとめた。
　第 1 節は、モデルの中の主な処理を取り上げ、部分的に解説した。
　第 2 節は、ソフトウェア会社によるモデル全体の処理の詳しい解説である。特に第 2 節
は、プログラムのソースコードを読み解くのにも役立つ。
　第 3 節は入力数値データのエラー・警告の判定値を別表で示した。モデルのエラーや警
告が疑問に思ったら、別表を確認してほしい。
　また、モデルの計算方法を見て、改善点などを見つけられた方は、是非お知らせください。

１．部分的な解説　（Explanation about principal routines in the model）
　本節では、モデルの主な処理を取り上げ、部分的に解説する。

（1） 日々の作業を 1 日の作業時間の上限に収める処理
　モデルで行っている計算は、例えば、メタン発酵施設から 10km の距離にある農地に速
度 30km/h で輸送すると、何分要するかなど、小学校の算数レベルの計算を繰り替えし、
日単位で集計しているだけで、特別な処理は少ない。
　面倒な処理の 1 つは、日々の作業を 1 日の作業時間の上限に収める処理である。
　消化液の輸送・散布作業は、人による作業であり、野外での作業であるので、24 時間
連続作業ということは考えにくい。このため、設定した 1 日の作業時間内で作業を打ち切
り、残った作業を翌日回しにする必要がある。
　この点は、自然現象をシミュレーションする場合と大きく異なる点である。
　モデルでの処理の概要は次の通りである。なお、説明では消化液散布車が 1 台の場合と
している。また、説明は、当日の n 回の輸送・散布の実施が終了した時点から行っている。
① n+1 回目の消化液の輸送量（V）を算定する。
　通常は、V は輸送車の積載量となる。ただし、当該農地ブロックへの最終の輸送では V

が輸送車の積載量に満たない場合がある。
② V を散布に要する時間（Td）を算定する。
　散布に要する時間は、散布車の散布速度と散布車への消化液の注入回数から求められる。
③往復の輸送時間（Tr）を算定する。
④ n+1 回目の輸送・散布時間は T（=Td + Tr）となる。
⑤ n 回目の輸送・散布が終了した時点から T の作業が 1 日の作業時間上限値内に収まる
かどうかを判定する（Fig.III-1-1 参照）。
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　⑤  -1：収まる場合には、n+1 回目の輸送・散布作業を実施するとして、n+2 回目の輸送・
散布作業を①～④のとおり算定する。

　⑤  -2：収まらなかった場合には、当日の輸送・散布作業は n 回とし、当日の作業を終
了する。
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Fig.III-1-1　1 日の作業終了の判定（Decision about completion of work in one day）

（2） 複数台の消化液輸送車を効率的に運用する処理（含む、待機時間の算定）
　モデルでは、農地ブロック毎に輸送・散布作業を行わせるユニットの消化液輸送車台数
を複数台数設定できることにしている。
　理由は、次のとおりである。
　散布車に消化液の注入を終えたら輸送車はメタン発酵施設に消化液を取りに帰る。
輸送車が 1 台であれば、散布車が注入を受けた消化液の散布を終えても、輸送車が戻って
こなければ、散布作業はできず待機しているしかない。
　散布車が注入を受けた消化液の散布を終えた時点に、2 台目の輸送車が到着してくれれ
ば、散布車が待機することはない。
　メタン発酵施設と農地ブロックが遠いと、2 台目の輸送車が注入を終えても、1 台目の
輸送車が戻ってこられないこともあるので、必要に応じて 3 台、4 台と輸送車を増やして
いくことになる。
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　その状況を示したのが、Fig.III-1-2 である。

VC1,VC2, , VCi , ,VCn:
T1,T2, , Ti , ,Tn:
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Fig.III-1-2　1 日のバキュームカーの作業スケジュール（模式図）
（Schedule of vacuum trucks in one day （pattern diagram））

　Fig.III-1-2 では、VC1 が輸送してきた散布作業終了時に VC2 が到着して散布作業がすぐ
に開始できるようにスケジュールされている。
　複数の輸送車で消化液を輸送する場合、1 日の作業終了の判定は、次の作業を予定する
輸送車について行う。
　Fig.III-1-2 では、VCi-1 の輸送が行った後、次の作業が 1 日の作業時間の上限値に収まる
かどうかは、VCi の輸送を試算して判定する。
　なお、輸送車の運用をこんなに厳密にスケジュールしても、実際に運用できるのかとい
う疑問があるかも知れない。対応として、「準備・後片付け・休憩時間」に、実際の輸送
車の運用上のズレを見込んでほしい。
　また、Fig.III-1-2 で、VC は散布作業が終了しないと、農地ブロックを離れないことが
疑問に感じるかもしれない。実際、VC は積載してきた消化液を散布車に全量注入し終え
たら農地ブロックを離れることができる。しかし、モデルでは VC の運転者が散布車の作
業を見守ることを想定している。これは、作業の安全性の面から散布車の作業を散布車の
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運転手の単独作業としないように配慮したことによる。また、消化液はほ場内を均平に散
布する必要がある。散布車の走行のズレや散布口の目詰まりによる散布されていない箇所
が生じないかを確認する必要がある。そのような確認も、VC の運転者が農地に留まって
行うことを想定している。
　輸送車または散布車が、もう一方の車両の作業を待っている時間をモデルでは待機時間
として算定している。
　輸送車が散布車の作業終了を待っている待機時間は正値として（Fig.III-1-3（a）参照）、
散布車が輸送車の到着を待っている待機時間は負値として（Fig.III-1-3（b）参照）表す。
待機時間の発生は、正値の場合と負値の場合とで状況が異なる。正値の場合、Fig.III-1-3（a）
に示す待機時間は VC1 から VCn の各バキュームカーの 2 回目以降の作業で順次発生する。
負値の場合、Fig.III-1-3（b） に示す待機時間は VC1 の 2 回目以降の作業毎で発生する。

Fig.III-1-3（a）　待機時間（正値）が生じる場合
（Situation when waiting time is a positive value）
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Fig.III-1-3（b）　待機時間（負値）が生じる場合
（Situation when waiting time is a negative value）
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（3） 農地ブロック毎の消化液輸送車の台数を設定する処理
　モデルの主画面（Fig.II-3-5 参照）「2. 農地ブロックごとの消化液輸送車台数の試算」で
行われる消化液輸送車の設定台数の算定を説明する。
　Fig.III-1-4 は、ある面積、距離の条件の農地ブロックへの輸送・散布作業をモデルで試
算した結果である。試算では、輸送・散布作業を実施するユニットの輸送車（バキューム
カー）の台数を 1 台から 5 台の各台数のケースで行った。
　Fig.III-1-4 によると、バキュームカーの台数を増やしていくと、輸送・散布に要する日
数が減少していく傾向がある。ただし、例えば、2 台の場合と 3 台の場合は同じ 2 日で、
4 台になると 1 日に減少する。
　Fig.III-1-4 のケースでは、モデルはバキュームカー 4 台の設定を推奨する。つまり、台
数設定の大きい方から見ていき、輸送・散布日数が増加する直前の台数を選定している。
この選択で、概ね労務量（人 ･h）の値も概ね最低となっているので合理的と考えた。

（4） 農地ブロック毎の散布開始日を設定する処理
　モデルの主画面（Fig.II-3-5 参照）「3. 農地ブロックごとの散布開始日の試算」での算定
を説明する。
　この算定は、次の条件のもとに行う。
a. ある散布期間に散布する農地ブロックは、当該散布期間内であれば、いつ散布しても良

いとする。
b. ある散布期間に散布する農地ブロックすべてに当該散布期間内に散布を完了するため

に、必要なだけの数のユニットを作業に投入する。
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Fig.III-1-4　バキュームカーの台数設定による輸送・散布日数と労務量
（Changes in labor and work day for setting the numbers of vacuum trucks）
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　なお、散布開始日の検討において、散布期間内に輸送・散布作業が終了するかしないか
の判定は、期別散布計画（様式 5）の（1）散布期基礎条件に入力した散布期の開始月日
から終了月日の日数に稼働率を乗じた日数（dLim）内の終了の可否で行う。

　計算の手順は、次のとおりである。
①  当該散布期間に散布する農地ブロックを当該農地ブロックへの輸送・散布日数が長い

農地ブロックから降順に並べ替える。
②  ①の並べ替えにおいて、同じ輸送・散布日数の農地ブロックが複数あれば、設定され

た消化液輸送車台数が多い農地ブロックから降順に並べ替える。
③  ①及び②のルールで並び替えられた農地ブロックのデータから、まず先頭の農地ブロッ

ク（NB1）を散布期間の初日から輸送・散布作業を行うこととする。
　 　NB1 への輸送・散布作業に必要な日数を dNB1 とすると、NB1 の次に輸送・散布作業

を行う農地ブロックへは dNB1+1 日から輸送・散布作業を行うこととし、残り期間で輸送・
散布作業が可能な日数は dRW とする。

④  2 番目の農地ブロック（NB2）による輸送・散布作業が NB1 への作業後に実施できる
か判定する。つまり、NB2 への輸送・散布作業に必要な日数（dNB2）が dRW 以下か調べる。

　　④  -1 dNB2 ≦ dRW であれば、NB2 への輸送・散布作業を実施する。実施後、dRW から
dNB2 を減じて、新たな dRW として、次に輸送・散布作業を実施する農地ブロックを
④に戻り探す。

　　④  -2 dNB2 > dRW であれば、NB2 の輸送・散布を諦め、NB3 への輸送・散布作業の可否
を④のとおり検討する※ 1。

　　　※ 1:  ①の並び替えで、後ろの農地ブロックの方が、輸送・散布日数が短くなるので、
dRW にちょうど収まる農地ブロックが選ばれやすい。

⑤  ④の処理（④ -1 及び④ -2 の処理を含む）を繰り返して、最後の農地ブロックによる作
業実施の可否の判定が終了したら、これまで選択された農地ブロック群は 1 番目のユ
ニットによる当該散布期間での作業対象とする※ 2。

　　　※ 2:  輸送・散布作業を実施することにした農地ブロックは、それ以降の作業実施の検討か

ら除外する。

⑥  ③に戻り、2 番目のユニットの作業対象とする農地ブロックを同様に選択する。③から
⑤までの処理を、すべての農地ブロックが選択されるまで繰り返す（Fig.III-1-5 参照）。

　
　 　⑥までの処理で、日々稼働するユニット数が平準化するように各農地ブロックの散布

開始日が設定される。
　　次に、ユニット毎に異なる消化液輸送車台数の日々の稼働台数を平準化する。
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Fig.III-1-5　農地ブロックの輸送・散布スケジュールの設定
（Scheduling of transportation and application of farm blocks）

⑦  ⑥までの処理で作成された各ユニットのスケジュールを逐次反転させて、消化液輸送
車台数の日々の稼働台数が小さくなる組み合わせを探索する。

　 　②の処理で、同じ作業日数では消化液輸送車台数の設定値が大きい農地ブロックが前
の方に位置づけられているので、③から⑥までの処理で設定された輸送・散布作業のス
ケジュールでは、散布期間の前の方は各ユニットとも各ユニットの作業対象の農地ブ
ロックの中で消化液輸送車台数の設定値が大きい農地ブロックがスケジューリングさ
れ、後に向けて消化液輸送車台数の設定値が小さい農地ブロックがスケジューリングさ
れている。

　 　このため、いくつかのユニットの農地ブロックの順序を反転することで、平準化でき
る可能性があると考えた（Fig.III-1-6 参照）。

⑧  ⑦の処理で、散布期間内の消化液輸送車台数の日々の稼働台数の最大値が同じであれ
ば、散布期間内の日々の稼働台数の変動が小さい （分散が小さい）ケースを選択する。
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　　　　（a）　輸送車台数の平準化前（⑥の処理まで）

　　　　　　（b）輸送車台数の平準化後（⑦の処理）

Fig.III-1-6　消化液輸送車台数の平準化
（Leveling of daily working transporters’ number）


