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Ⅰ．概要　（Outline）
1．バイオマス利活用技術における本モデルの位置づけ
　　（Relation of the model to biomass utilization）

（1）バイオマス利活用の幅広い情報を収集するには
　バイオマスは、汚泥、家畜ふん尿、食品残渣、林地残材などの地域で発生する有機性資
源である．循環型社会の形成、温暖化防止、地域社会の活性化等の観点からバイオマスの
利活用が求められている。
　農研機構※・農村工学研究所・資源循環工学研究領域・資源循環システム担当は、前身
の資源循環研究室の時代からバイオマス資源の利活用に向けて研究を展開してきた。
　本マニュアルは、それらの研究の一環として開発した、メタン発酵消化液を液肥として
利用する際に必要となる輸送・散布計画の策定を支援するモデルの使用方法を取りまとめ
たものである。消化液の輸送・散布計画は、バイオマス利活用において、極めて各論的な
事項である。
　まずバイオマス利活用に関して幅広い情報が必要な方は、Table I-1 掲げる資源循環シス
テム担当の研究成果を参考にされたい。Table I-1中の資料は、資源循環システム担当のホー
ムページの URL（http://www.naro.affrc.go.jp/nkk/introduction/chart/06-01/index.html（2014 年
3 月現在））からダウンロード可能である。ホームページは、バイオマスに関して Table 

I-1 に掲げた資料以外にも載せている。また研究の進展に従って逐次更新している。
※：正式名称は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構である。

Table I-1　調査項目と対応資料 （Information about biomass utilization from IRE）
No. 分　類 調　査　項　目 資　料　名 1）2）

1 全般 利活用システム全体について
知りたい。

バイオマス利活用システムの設計
と評価（2006）

2 全般 バイオマスの賦存量を求めた
い。

地域バイオマスの賦存量を把握す
るための基礎データ一覧（2010）

3 全般 利活用推進計画を策定した
い。

バイオマスタウンの構築と運営（手
引き書）（2013）

4 全般 利活用の経済性やエネルギー
の評価をしたい。

市町村のためのバイオマス活用計
画の評価ガイド（2012）

5 メタン発酵 施設について知りたい。 アグリ・バイオマスタウン構築へ
のプロローグ（2007）

6 メタン発酵 消化液の液肥効果を知りた
い。

メタン発酵消化液の畑地における
液肥利用（2012）

　　1）各資料の詳細情報は、各資料の原典に当たられたい。
　　2）資料名のあとの（　）内の数字は発行年である。
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（2）地域へのメタン発酵施設の導入成功に向けて
　　－消化液の輸送・散布及び本モデルの役割－
　消化液の輸送・散布計画は、地域のバイオマスの賦存量・利活用方法を検討し、その中
である種類・量のバイオマスを、メタン発酵施設を設けて活用することに決め、メタン発
酵施設で生成される消化液を液肥として利用することとした場合に、ようやく出番となる
計画である。
　しかし、メタン発酵施設が地域に設置されて、うまく運営できるか否かは、消化液の液
肥利用が円滑に行うことができるか否かにかかっていると言っても過言でない。
　このため、施設の計画や運営に携わる方は、メタン発酵施設の設置に当たってメタン発
酵技術を熟知することはもとより、Table I-1 の資料 6 を基に消化液の液肥利用に関して
地域の農家と意見交換上、消化液のユーザーの確保に努める必要がある。メタン発酵技術
や施設の運転に関しては、施設建設を請け負うプラントメーカーにある程度頼ることがで
きる。しかし、消化液の液肥利用に関しては、メタン発酵施設を設置・運営する事業主体
が地域の農家と信頼関係を築きながら進める必要がある。
　消化液の液肥利用体制の構築に向けては、消化液のユーザーとなる農家への働きかけと
同時に、消化液を農地まで輸送・散布するために必要な機材の種類や数量、消化液貯留槽
の必要容量などを明らかにする必要がある。また、消化液の輸送・散布に必要な労力を見
積もり、人員の確保・雇用方法（日雇いや期間雇用等）も検討しないといけない。
　本マニュアルで解説する消化液の輸送・散布計画の策定支援モデルは、消化液の輸送・
散布に必要な人員及び機材の数、消化液の貯留量などを日単位で算定するものである。
　なお、消化液の輸送・散布作業が、どのようなものか、どのように実施するか、よくわ
からない方は、本マニュアル第Ⅱ章第 1 節に消化液の輸送・散布作業の状況を写真で紹介
しているので、参考にされたい。また、岩下・岩田（2010）※が書籍にとりまとめている
ので参考になる。
　また、メタン発酵施設から消化液を散布する農地までの距離が長い場合は、消化液を一
時的に貯留する中間貯留槽をメタン発酵施設と農地の途中に設置することで、輸送・散布
作業を効率化する場合がある。モデルでは中間貯留槽の効果や必要容量を算定するサブモ
デルも開発済みであるが、本マニュアルでは対象外とした。はじめて本モデルに向かう場
合、一度に中間貯留槽の対応まで理解することは困難であるためである。また、中間貯留
槽を設ける場合の輸送・散布計画の立案においても、メタン発酵施設から農地への輸送・
散布計画が基本となる。中間貯留槽を検討しなくても（しない方が）、効率的な輸送・散
布計画となる場合が多いと考えられる。しかし、メタン発酵施設から農地への輸送・散布
計画では不都合を感じ、中間貯留槽の設置を検討したい場合には、第 IV 章の問合せ先に
是非ご連絡いただきたい。喜んで、中間貯留槽の設置に関する知見をお知らせする。

※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
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環技術センター，地域資源循環技術シリーズ 5．

２．クイック・マニュアル（Quick manual of the model）
　ここでは、本マニュアルの一読を終えた、または既にモデルを使ったことがある方が再
度使用する場合の利便や、とりあえず理屈抜きにモデルを使ってみたい方のために、以下
にモデル使用の手順をまとめた。
　なお、モデルの使い方について、丁寧な説明が必要な方は、本マニュアル第Ⅱ章以降を、
腰を据えてご覧いただきたい。第Ⅱ章では単にモデルの使用方法だけでなく、モデルを使
い方と合わせて消化液の輸送・散布計画を取りまとめる方法について詳細に記述している。
ただ、初めて使う方には、モデルが複雑かもしれないので、以下のクイック・マニュアル
の記載もざっと目を通して、モデルを使った作業のイメージを持って第 II 章以降を読む
と理解しやすいかもしれない。

　＜モデルの使用手順＞
（1）モデル（プログラム）のインストール
　既にインストール済みであれば不要。
　インストール用のプログラム "DSAPins.msi" を立ち上げ、画面表示に従いプログラムを
パソコンにインストールする。

（2）入力データの作成
　添付の " データ入力様式 .xlsx"（MS-Excel のファイル）に、データを入力して保存する。
　" データ入力様式 .xlsx" には、データを入力する項目が表形式でまとめられている。
　保存する際のファイル名は、自由に名づけられる（ただし、拡張子（.xlsx）は変更しな
いこと）。

（3）モデルの起動
　インストール時にデスクトップ画面に作成されるショートカットをダブルクリックして
モデルを起動する。
　モデルの主画面のメニューに従って、次の①から④の操作を行う。

① 入力データの読込
　主画面の 1 番上の [1. 入力データの読込み ] をクリックして、（2）で作成したデータファ
イル（MS-Excel ファイル）を選択して、読み込ませる。
　データの読み込みの段階で、モデルはデータをチェックし警告やエラーのメッセージを
出す。警告やエラーのメッセージに対応する。
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② 農地ブロックごとに消化液輸送車台数の試算
　i） 主画面の 2 番目の [2. 農地ブロックごとに消化液輸送車台数の試算 ] をクリックする。
　　①で修正したデータファイルを選択して、計算させる。
　ii） 計算された結果をもとに、個々の農地ブロック毎の消化液輸送車台数を i）で選択し
　　 たデータファイルに入力する。

③ 農地ブロックごとに散布作業開始日の試算
　i）主画面の 3 番目の [3. 農地ブロックごとに散布作業開始日の試算 ] をクリックする。
　 　 ②で農地ブロック毎の消化液輸送車台数を入力したデータファイルを選択して、計

算させる。
　ii）　 計算された結果をもとに、個々の農地ブロック毎の散布作業開始日を i）で選択した

データファイルに入力する。

④ 輸送・散布モデル計算の実行
　i）主画面の 4 番目の [4. 輸送・散布モデル計算の実行 ] をクリックする。
　 　 ③で農地ブロック毎の散布作業開始日を入力したデータファイルを選択して、計算

させる。
　ii） 計算結果はデータファイルに出力される。

（4）計算結果の閲覧、加工・編集及び印刷
　計算結果の閲覧、加工・編集及び印刷は、MS-Excel で計算結果ファイルを開いて、MS-

Excel の機能を使用して行う。基本的な結果の集計やグラフ化は、モデルが計算結果ファ
イルで行っている。
　参考として、モデルと MS-Excel の間のファイルの出入力の関係を Fig.I-1 に示した。
　基本的な構成として、ユーザーは MS-Excel を使ってデータの作成や修正を行い、モデ
ルを使って計算させ、計算結果は MS-Excel で見たり編集・加工したりできるようにして
いる。ユーザーは、MS-Excel の操作に慣れていれば、モデルの利用に関しては特段の操
作を覚える必要はない。



第Ⅰ章概要

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

※1 : 試算結果をそのままデータファイルに入力しても良く、試算結果を吟味
して異なる値を入力しても良い。 

※2 : 計算結果ファイルをそのままや修正して入力ファイルデータとして使
用できる。 

※3 : 計算結果を MS-Excel の機能を使って、ユーザーが自由に加工できる。 
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Fig.I-1　モデル , MS-Excel 及び入出力ファイルの関係
（Relation among the model, MS-Excel and input-output files）
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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



第Ⅱ章第1節

 7 

　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）
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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）



第Ⅱ章第1節

 15 

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）
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２． 輸送・散布計画及びモデルの機能の概要
　　（Transportation and Application plan and function of the model）
　前節で紹介した消化液の輸送・散布の作業を年間通じて円滑に実施するために、輸送・
散布計画では必要な機材や人員の数等を見積もる。
　本マニュアルに添付するモデルでは、Fig.II-2-1 のように、地区内にメタン発酵施設を
1 箇所設けて、同施設から地区内の複数の農地に、消化液を輸送・散布することを前提と
する。モデルでは、このような地区での消化液の輸送・散布の作業を、1 年間を単位に、
シミュレーションするものである。

　モデルが消化液の輸送・散布計画として主に算出するのは、次のとおりである。それら
は、単に消化液の輸送・散布作業の運用だけでなく、施設や設備の計画にとっても有用な
情報を提供し、資金計画においても重要である。

Fig.II-2-1　モデルが輸送・散布計画を算定する地区のイメージ
（地区内にメタン発酵施設（1 箇所）を設置して、地区内の農地に輸送する）

  （Area image for model simulation）

農地

農地

メタン発酵施設 

農地
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（1）メタン発酵施設の消化液貯留槽の必要容量の算定
　メタン発酵施設ではほぼ毎日消化液が生成されるが、液肥としての消化液の需要は毎日
あるとは限らない。
　例えば、4 月頃の代かき時期に、メタン発酵施設で生成される消化液の全量を散布出来
るだけの水田面積を確保しても、消化液貯留槽がない、または十分な貯留量がないと、4

月に手配した水田全部に散布するだけの消化液を確保できない。
　4 月に散布できる消化液の量は、4 月に生成される消化液とそれまでに消化液貯留槽に
貯留している量の消化液である。
　年間収支では、消化液があるはずでも、消化液貯留槽に必要な容量を確保しておかない
と、散布するときに消化液が足らない事態が生じる。さらに問題となるのは、消化液貯留
槽に必要な空き容量がない場合に散布がない時期である。消化液貯留槽が満杯になっても、
毎日消化液の生成が続く。固形の堆肥であれば、生産が続いても在庫が貯まれば、施設の
敷地内に積み上げてシートを被せて一時的にしのぐことは可能かもしれない。しかし、消
化液のような液体では、簡単でない。せいぜい 2m3 ぐらいの容量のコンテナに詰めて仮
保管する程度である。コンテナの購入費などコストがかかるし、輸送・散布にも手間になる。
それなら、むしろ当初から消化液貯留槽の必要容量を見積もり、その規模の消化液貯留槽
を施設計画に盛り込んでおく方が経済的でもある。
　モデルでは、メタン発酵施設の位置、散布する農地の位置・散布スケジュールにもとづ
き年間を通じた輸送・散布の作業をシミュレーションすることで、消化液貯留槽の必要容
量を算定する。

（2）消化液の輸送・散布の機材の数量の算定
　前節で見たように、消化液の輸送・散布に必要な機材は、次のようなものである。
　・消化液の輸送車（バキュームカー）
　・消化液の散布車
　・散布車の運搬車（トラック）
　これらの車両は、各 1 台揃えれば足るというものでない。散布する農地とメタン発酵施
設との距離や散布する消化液量、また、消化液が散布できる日数などの条件によって、必
要な台数が変わる。
　例えば、散布する農地とメタン発酵施設との距離が長い場合は、消化液の輸送車の台数
が多く必要となる。また、年間通じて散布可能な日数が短い場合には、消化液の散布車の
台数を増やす必要がある。
　モデルでは輸送・散布の作業をシミュレーションすることで、輸送・散布に用いる車両
を車種毎に必要台数を算定する。
　日々必要な台数を算出するので、すべて初期投資として買い揃える、またはある時期だ
け集中して必要台数が増えるのであれば、その分の車両だけレンタルを考えるなどの検討
材料を、モデルの計算結果から得ることができる。
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（3）消化液の輸送・散布の作業を行う人員の数の算定
　消化液の輸送・散布の作業は、（2）のとおり各車両を用いた作業である。このため、各
車両には、最低限運転手が 1 人張り付く必要がある（モデルでは散布車と散布車の運搬車
の運転手は兼ねることにしている）。
　このため、（2）の車両の稼働数に伴い必要となる人員も変化する。
　モデルでは、日々の労務量（人数×労働時間）を算出するので、人員を確保すべき数や
期間が明らかになる。
　その結果を基に、通年雇用する人数、短期に雇い入れる人員数などが検討できる。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【参考 4】　モデルの効果って、なんだろう？
【Topic 4】 What is a merit of the model?

　このモデルは、なにか誇れる、理論や方程式に基づいて構築したものでない。例えば、10km 先
の農地に時速 30km で消化液を運んだら何分かかるか、そのとき燃料はいくら消費するか、など、
小学校で習う算数を行っているだけである。
　このため、だれでもモデルと同じ計算を行うことは可能である。ただし、そのためには多大な労
力や時間、なにより根気を必要とする。電卓をたたいて計算すると、計算結果を見やすく示すことに、
さらに手間がかかる。ならば、MS-Excel の表計算ではというと、案外、輸送・散布作業の計算は
表計算に仕立てにくい。モデルがやっているように、縦に日付を並べて、1 行 1 日とすると、列は
各農地ブロックの値を表現しないといけない。このため、1 つのセルで 1 項目の 1 日集計値を計算
して示す必要がある、しかも、1 日の作業時間は数時間と限られる、 etc.　モデルの作成者としては、
その辺りまで考えたところで MS-Excel の表計算による処理を諦めた。そして、プログラミングに
よってモデル化した。
　苦労してモデル化したメリットは、第 1 が計算が簡単にできるようになったことである。第 2 は
モデルで計算することで、輸送・散布作業が「見える化」できることである。
　モデルの作成者としては、「見える化」のメリットは大きいと考えている。従来の手計算では、
とても計算できなかった、年間の作業で想定される条件をすべて織り込んだ日々の作業の計算を、
モデルが容易にやってのけるので、日々の機材や人員の動きがわかり、それに伴う経費についても
明らかになる。「見える化」される。結果の「見える化」によって、改善の点なども見えてくる。
　エラくも、カシコくも無いモデルであるが、輸送・散布作業の内容をひたすら愚直に計算し、作
業の状況を「見える化」する。それが本モデルの取り柄である。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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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）。
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　※ 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。
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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。
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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）。
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　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。

A 
 xa, yaA  

 

A  
 (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 

A 
 xa, ya  A

 

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。
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５．計算結果及び利用例（Calculation result and example of utilization）
（1） 計算結果ファイルの概要
　モデルの計算結果は、MS-Excel ファイルとして保存できる。保存後は、MS-Excel で読
み込んで、MS-Excel の機能で必要な編集・加工できる。
　計算結果の MS-Excel ファイルは、Table II-5-1 に示す Index シートのとおり 32 枚のシー
トに結果を出力する。
　計算結果の MS-Excel ファイルには、計算に用いた入力データのシートも結果の後ろに
つけている。結果を算定したデータが不明になっても、入力データのシートで確認できる。
　また、計算結果の MS-Excel ファイルをデータファイルとして利用可能であるので、計
算条件の一部手直しは、計算結果の MS-Excel ファイルの入力データ・シートを手直しして、
再度モデル計算することで対応できる。

Table II-5-1　計算結果ファイルの Index シート 

（Sheet “Index” of calculation result file）

Index

 



第Ⅱ章第5節

 56 

 

Fig.II-5-1　計算結果ファイルの散布量シート 

（Sheet “Applied volume” of calculation result file）

　Index シートに並ぶ [ モデル計算結果 ] の各シートの形式は Fig.II-5-1 とほぼ共通である。
シートの A から C 列は、「積算日」、「月」及び「日」の欄で、1 行に各数値の日集計値を
出力する。また、シートによっては、よく使うであろうグラフ、データのトレンドを確認
するのに役立つグラフを出力している。
　必要なデータの加工や集計は、MS-Excel の機能で行うことができる。グラフも MS-

Excel の機能で編集可能であるので、モデルによる計算結果を各種資料の作成に役立てて
ほしい。
　また、モデルの計算結果は、多数の枚数のシートに渡るため、閲覧時にシート間の移動
が面倒である。各シートの左上のセルの「Index」（青文字）をクリックすると、Index シー
トに戻れるので新たなシートの選択が容易である。

（2） 消化液貯留槽の容量
　モデル計算結果の貯留量シートには、Fig.II-5-2 のような貯留量の経日変化のグラフが
準備されている（Fig.II-5-2 は説明のため 2 本の折れ線を示しているが、実際のシートに
あるグラフは 1 本の折れ線である。）
　Fig.II-5-2 の貯留量（1）の折れ線は、初期貯留量を 0m3 で計算を開始したものである。
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Fig.II-5-2　消化液貯留量の変化
（Digested slurry storage volume in a year）

　同グラフでは、折れ線の右端の終点の貯留量が左端の始点の貯留量（初期貯留量）と同
じであるかを、まずチェックする。
　同じであれば、消化液の年間生成量と年間散布量がバランスしていることを意味する。
　次に、折れ線の貯留量がマイナスになっている箇所がないかをチェックする。貯留量が
マイナスの期間は、その間散布ができない。
　また、折れ線の貯留量の最大値と最小値を調べて、貯留槽の必要容量を（II-5-1）式で
求める。

　　　　　V ＝ Vmax － Vmin　　　････････････････（II-5-1）

　ここで、V: 貯留槽の必要容量（m3）、Vmax：折れ線の貯留量の最大値（m3）、Vmin：折れ
線の貯留量の最小値（m3）である。
　例えば、Fig.II-5-2 の貯留量（1）の折れ線では、Vmax ＝ 2,877m3、Vmin ＝－ 1,849 m3 で、
貯留槽の必要容量（m3）は、V ＝ 2,887 m3 －（－ 1,849 m3）＝ 4,736 m3 となる。
　実際の施設設計では、この値にいくらかの余裕容量を与える必要がある。
　モデルでは、稼働率を考慮して散布は前倒しで実施するように計算している。このため、
折れ線の貯留量の最大値付近で、数日間散布ができない状況が生じた場合、その間の消化
液生成量分の追加貯留が必要となる。
　こうして求めた貯留槽容量が正しいか確認するため、初期貯留量をデータに与えて、再
計算させると良い。
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　初期貯留量を与えた結果が Fig.II-5-2 の貯留量（2）の折れ線である。
　貯留量（2）の折れ線は、貯留量（1）のデータに－ Vmin ＝＋ 1,849 m3 を初期貯留量と
して与えたものである。
　貯留量（2）の折れ線では、年間を通じて貯留量は 0 m3 以上で、最大貯留量は先に求め
た貯留槽の必要容量 4,736 m3 となっている。
　現実的には、貯留量の最小値は 0 m3 でなく、輸送車への積載の便宜を考えていくらか
上乗せした値にすることとして、このために初期貯留量を大きくする。
そうすると、貯留槽の必要容量も増加する。

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

【参考 6】｢現実はもっと難しい！｣、輸送・散布作業の実態
【Topic 6】　 Transportation and application of digested slurry in practice are more difficult 

than calculation with the model!
　ここまで、このマニュアルを読んできた多くの方は「モデルは細かくて難しく、だめだ」と思わ
れたかもしれない。しかし、モデルの作成者としては、実際の現場での輸送・散布作業に携わって
いらっしゃる方のことを考えると、モデルは、大雑把で、いい加減で、申し訳ないと思っている。
　本モデルは、共同研究機関として山田バイオマスプラントで消化液の輸送・散布を運営してくれ
た農事組合法人和郷園の阿部邦夫氏、相原秀基氏のノウハウを基にしている。しかし、ノウハウの
うちモデル化した部分はわずかで、彼らはこのモデルに載っていない作業にも多くの労力を要して
いた。
　例えば、第 II 章第 4 節で説明した散布車の散布速度である。モデルとしては、説明のとおり式か
ら値を求めて入力すれば済む。しかし、実際の現場では、散布するほ場毎に散布車の走行速度はい
くらと作業者に指示しないといけない。また、作業者も、走行条件がまちまちのほ場でその指示通
りの速度で、走行させないといけない。着実な消化液の液肥利用には、当然、実際の走行速度の管
理も怠れない。
　さらに大変なのは、農家さんたちからの消化液の散布の申し込みの取りまとめであろう。消化液
を使ってもらえるよう、所謂「営業」が必要であるし、実際の散布の注文の受付もある。注文は、
当然その何割かには変更・キャンセルなどの対処も伴う。
　その他に、モデルの作成者として、モデルで全く対応しておらず気になっているのが、メタン発
酵施設が設置され消化液の輸送・散布が軌道に載るまでの期間の対応である。モデルでは、輸送・
散布作業の実施が年間通じて見通せる段階を想定しているので、Fig.II-5-2 の説明にあるとおり年
初に適正な初期貯留量を与えることで、所謂「つじつま合わせ」をしている。
　実際に、メタン発酵施設が設置されてから 1 ～ 2 年後に年末時点でこの初期貯留量になるように
作業を調整するにはどうしたらいいのか、モデルの作成者には、難しい問題である。このあたりの
対処は、今後とも検討したい。
　しかし、モデルは、雑駁ではあるが輸送・散布作業の大枠を「見える化」する。貯留槽容量の目
安を示し、どの程度の人員や機材が必要なのかを明らかにできる。モデルの作成者は、モデルによ
る算定によって、現場の方がどうやっても足りない容量の貯留槽や機材しか与えられず、強い“責
任感”や“使命感”のみで日々過酷な労働に耐えないといけない事態は避けられると自負している。
　バイオマス利用は、地域を活性化するとともに、携わる人々を幸福にするものでなくてはならない。
======================================================================
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（3） 必要な機材数
①散布車の必要台数
　散布車は、特殊な車両であるので、高価であるとともに短期的なレンタルでの手配が難
しい。このため、散布車を使って消化液をほ場に散布する場合、散布車が何台必要かとい
う点は、計画の段階で見積もり、施設計画・資金計画に反映させておく必要がある。
　モデル計算結果のユニット数（散布車）シートには、Fig.II-5-3 のように日々のユニッ
トの稼働数を棒グラフで示している。
　ユニット数（散布車）では、ユニット数は散布車台数に等しいので、Fig.II-5-3 から散
布車は 4 台確保する必要があることがわかる。

Fig.II-5-3　ユニット（散布車）の日稼働数
（Daily working unit number （spreader））

　なお、Fig.II-5-3 の棒グラフを見ると、日々の稼働数であるのに、変動がほとんどなく、
また、当該期間の最大稼働数が期間の後ろ側になっている点を疑問に感じるかもしれない。

（例えば、150 日前後の散布期間で最初の稼働ユニット数が 3 に対して後半 4 に増える点
である。）
　日々の稼働数の変動が少ないのは、モデルの「3. 農地ブロックごとの散布作業開始日の
試算」によるものである。ここでは、稼働するユニット数を平準化するために、個々の農
地ブロックごとの散布作業を開始する日を割り振っている。
　最大稼働数が期間の後ろ側で増加している点は、ユニットを構成する消化液輸送車の台
数が農地ブロックごとに異なっている場合は、モデルの「3. 農地ブロックごとの散布作業
開始日の試算」では、ユニット数の平準化とともに消化液輸送車の台数も平準化するよう
に個々の農地ブロックごとの散布作業を開始する日を割り振っているためである。
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　「3. 農地ブロックごとの散布作業開始日の試算」での計算方法は、第 III 章第 1 節（4）
を参照のこと。

②消化液輸送車の必要台数
　消化液輸送車として、バキュームカーが使われることが多い。バキュームカーは、やは
り高価な車両である。散布車ほど特殊な車両でなく、地域によっては、使用する期間だけ
のレンタルによる手配も可能かもしれない。
　モデル計算結果は、そのような観点から消化液輸送車の必要台数の見積もりの検討に役
立つ。
　モデルでは、散布車の日々の稼働台数と合わせて消化液輸送車の日々の稼働台数を平準
化する。
　Fig.II-5-4 は、モデル計算結果の VC 台数シートにあるグラフである。Fig.II-5-3 のユニッ
ト数と同様に消化液輸送車の日々の稼働台数を示す。
　必要な輸送車台数をすべて揃えるとしたら、Fig.II-5-4の棒グラフの最大値の9台となる。
　また、一部の台数を短期のレンタルで対応するとしたら、Fig.II-5-4 の棒グラフから、
稼働日数が少ない 8 台目及び 9 台目、または 9 台目をレンタルで対応することが考えられ
る。
　レンタルでの対応を検討する場合には、実際に当該地域でのレンタル機材の調達の難易
を調査するとともに、レンタルの車両が廃棄物運搬車との誤解を受けないか注意する。マ
グネットで車体に取り付け・取り外しが容易なシートがあるので、施設のロゴや液肥であ
る説明を書いたシートを作成しておき、作業時にレンタル車両にも張り付け、周辺住民が
誤解しないように対応する必要がある。

Fig.II-5-4　消化液輸送車の日稼働数 （Daily working transporter number）
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（4） 必要な人員数
　モデルでは、散布車運転手、VC 運転手等の区分ごとに、労務量、人件費等を算定する。
労務量は、当該区分の作業者の人数（人）と作業時間（h）の積である。
　モデルで算定している人件費は、この労務量に作業者の時給単価をかけて求めている。
費用の概算としては、このような算出の人件費も有効と考える。
　一方で、作業者の雇用を考えると、もう少し詳細に検討する必要がある。
　その際に役に立つのは、Fig.II-5-3 及び Fig.II-5-4 のグラフである。（3）①で Fig.II-5-3

の日々稼働するユニット数は散布車台数に等しいと述べたが、散布車台数は散布車の運転
手の人数と等しい。また、Fig.II-5-4 の日々稼働する消化液輸送車台数は輸送車の運転手
の人数と等しい。
　また、入力データファイルの様式 2 で散布車運搬車に運転手を計上した場合（計上しな
い場合、散布車の運転手と運搬車の運転手が兼ねる）、運搬車の運転手の人数は Fig.II-5-3

の日々稼働するユニット数に等しい。
　また、作業補助者を入力データファイルの様式 2 または様式 3 で計上した場合には、次
のような対応になる。様式 2 で作業補助者を計上すると、計上した作業補助者数がユニッ
ト（散布車）に計上される。日々稼働するユニット（散布車）数と計上した作業補助者数
の積が当該日の作業補助者数になる。様式 3 で作業補助者を計上すると、消化液輸送車 1

台に付き入力された人数の作業補助者が計上される。日々稼働する消化液輸送車台数と計
上した作業補助者数の積が当該日の作業補助者数になる。
以上の各作業者の人数を集計すると、日々の作業者の必要人数が算出される。
　日々の作業者の必要人数がわかれば、それらの人々をどのように雇用するかを検討する。
モデルでは、輸送・散布を行う日が明確に算出されるので、日々作業に必要な人数だけ雇
用して、作業がない日は雇わないということは、経費算定では最も安価かもしれない。
　しかし、現実にそのような運用をしたら、毎日作業に携わる顔ぶれが異なり、作業に不
慣れという状況で、とてもモデルで算定するような効率的な輸送・散布作業の実施は難し
い。
　このため、輸送・散布に携わる作業者の雇用に当たっては、輸送・散布作業だけでなく、
メタン発酵施設内での維持管理やバイオマス原料の運搬などの作業と一体的に考え、ある
程度安定して雇用するように検討すべきである。
　モデルでは、その他、車両の燃料費や走行距離も集計している。車両の点検・整備費は
走行距離と比例する部分もあるので、それらのモデル計算結果も活用して、より精度高く
経費を見積もってほしい。
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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。

1

N

N+1

N

N+1

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:

 ,   : .

 : 

    : 

VC1

VC2

VCn

VCi

Tn

T1

T2

Ti

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）

VC1

VC1

VCn

J J+1

J

J J+1

VCn

J

T1

T1

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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dNB1 dRW

dLim

1
(NB1)

2

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）
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２．詳細な解説（Overall explanation of processes in the model）
　本節は、実際に本マニュアルとともに配布するバージョンのモデルのプログラミングを
行ったソフトウェア会社から提出いただいたプログラムの解説である。
　専門的で理解しづらいかもしれないが、専門家間なら理解が容易ではないかと添付した。
　仮に、モデルの処理に疑問があり、プログラミングの専門家に相談する場合には、本節
を示すと話が早いであろう。
　なお、モデルの処理に疑問があれば、【問合せ先】にも、ぜひご連絡をお願いします。

（1） プログラムの開発環境

　このプログラムは次の環境で開発したものである。

　プログラム言語：C#

　統合開発環境：Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition

　OS：Microsoft Windows Xp SP3 32 bit

　その他のソフトウェア：Microsoft Excel 2007, .NET Framework 4.0

（2） 付属 CD の内容

　本マニュアルの付属 CD には Table III-2-1 に掲げるファイル、フォルダを収録している。

Table III-2-1　付属 CD の内容　（Folders and files in the attached CD）

 / 
< >
DSAPins.msi Windows

.xlsx Excel
< >

PDF

Excel
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（3） プログラムの構成ファイル

　"DSAPins.msi" によってプログラムをインストールすると、インストールフォルダ（初
期設定を変更しなかった場合は "C:¥Program Files¥nire¥dsap"）に Table III-2-2 に掲げるファ
イルがコピーされる。
　拡張子 exe、dll のファイルがプログラムの実行ファイルであり、その他はプログラムが
実行時に使用するものである。これらのファイルがひとつでも欠けたり損傷したりすると、
プログラムは実行できない。

Table III-2-2　プログラムの構成ファイル（Program files）

model_main.exe
model_common.dll 
model_data.dll Excel

model_core.dll 

<settings >
appModelDataSchema.xml XML

appModelXlsFormSchema_01.xml Excel
XML

appModelCreateTables.sql
SQL

empty.mdb Access

（4） プログラム実行時の作業用ファイル

　プログラムを起動すると、実行中のユーザーの一時フォルダ（一般的な Windows の
インストールでは "C:¥Documents and Settings¥< ユーザー名 >¥Local Settings¥Temp"）に
"dsap_tmp***"（*** の部分は毎回異なる）という名前の作業用フォルダが作成される。
　プログラムの実行中にはこの作業用フォルダ内に Table III-2-3 に掲げるファイルが作成
され、プログラムが使用する。
作業用フォルダとこれらのファイルは、プログラム終了時に全て削除される。
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Table III-2-3　作業用ファイル （Work files）

appWork.mdb Access
Excel

tmp.xlsx  tmp.xls 
Excel

Excel

（5） 輸送・散布モデルの計算方法

　輸送・散布モデル計算は、散布期ごと、農地ブロックごとに散布作業開始日から終了す
る日までの間、日々の輸送・散布作業にかかる作業時間等を求めることを基本とする。
　以下、計算方法の詳細を掲げる。

①計算に用いる値

Table III-2-4　計算条件：入力データまたは入力データに基づいて求めた値
　（Input data for calculation condition）

No
1 VC
2
3
4 ha
5 m3/ha m3/10a

6 1 h
7 h 1
8 km
9 km/h
10 Er
11 Ea
12 Ew
13 VC m3

14 L/km L/ha 
15 /L 
16 / 0 1
17 / / 0
18 / h

VC
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Table III-2-5　1 日の計算結果：散布日ごとに記録される値 （Calculated value for one day）
No
1
2 m3

3 ha 
4 VC
5 VC
6 VC h 1
7 VC h 1
8 h
9 km 
10 L
11 
12 h
13

Table III-2-6　変数：モデル計算の過程で設定、更新される値 （Variables）

 

No
1 h
2 m3

3
4 h
5 VC h 1
6 VC h 1
7 h 1 VC
8 1 1
9 VcNo  1 VC

②モデル計算の骨子（散布車散布、流し込み共通）

　1 散布期の 1 農地ブロックのモデル計算は以下の手順で行われる。

A. 初期値設定（当該散布期における散布作業開始）
 ・片道時間（h） = 距離（km） / 車両走行速度（km/h） / Er + 0.5 ×（Ea - 1.0）× 5.0 / 60.0

 ・残散布量（m3） = 当該散布期における散布面積（ha）×単位面積あたりの施用量（m3/ha）
 ・散布日 = 散布作業開始日

B. 日ループ：散布作業開始日からスタートし、散布が終了するまで繰り返す。
{
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　B1. 初期値設定（1 日の作業開始）
　・1 日の計算結果 = 全て 0（ただし、散布日 = 現在の散布日）
　・残作業可能時間 = 1 日の作業時間上限 - 準備・後片付け・休憩時間
　　※ 散布車散布の場合は、さらに 1 日の最後に散布車を運搬車に積み込む時間を控除する。

　・VC 待機時間 = 0

　・作業基準時間 全ての VcNo について 0

　・輸送周期 = 1

　・VcNo = 1

　B2. 輸送周期ループ：1 周目 1 台目からスタートし、1 日の作業が終了するまで繰り返す。
　{

　　B2-1. 今回の VC による消化液の輸送・散布作業時間の計算
　　・ 今回の VC による消化液輸送量を求める（残散布量が VC 積載量以上のときは VC

積載量、VC 積載量未満のときは残散布量とする）。
　　・今回の VC が輸送する消化液による散布面積を求める。
　　・今回の VC にかかる輸送・散布作業時間を求める（詳細は後述）。
　　
　　B2-2. 今回の VC による輸送・散布作業の可否の判定
　　1）  輸送・散布作業時間が残作業可能時間に収まらない場合は輸送周期ループを脱出

する（当日の作業終了）。このとき、今回の VC による輸送・散布作業は行わない
ので、VcNo をひとつ前に戻す。ただし、VcNo = 1 のときは輸送周期をひとつ前に
戻し、VcNo = VC 設定台数とする。

　　　※ 輸送周期 = 1, VcNo = 1 のときは 1 日 1 回の散布もできないので計算を中止（エ
ラー）する。

　　2） 輸送・散布作業時間が残作業可能時間内に収まる場合は B2-3 以降の処理を行う。

　　B2-3. 1 日の計算結果の値の更新（輸送・散布作業実施）
　　・散布量 : 今回の VC による消化液輸送量を加算
　　・散布面積 : 今回の VC が輸送する消化液による散布面積を加算
　　・ 各車両の作業時間 : 今回の輸送・散布作業での各車両の作業時間を求めて加算（詳

細は後述）
　　・VC 待機時間（正）: 2 周目以降のときに現在の VC 待機時間（正）を加算
　　・ VC 待機時間（負）: 2 周目以降で VcNo = 1 のときに現在の VC 待機時間（負）を

加算
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　　B2-4. 作業基準時間更新
　　　今回の VC の作業基準時間を更新する（詳細は後述）。

　　B2-5. 残散布量の有無の判定
　　1）  残散布量がある（計算誤差を考慮して 0.01 より大きい）場合には、次の処理をし

たうえで輸送周期ループの先頭に戻る。
　　・残作業可能時間を更新する（詳細は後述）。
　　・ VcNo = VC 設定台数（1 周の最後の VC）ならば VC 待機時間を求める（詳細は後 

述）。
　　・ VcNo を 1 増やす（次の VC）。ただし、VcNo = VC 設定台数（1 周の最後の VC）

のときは、VcNo = 1 とし、輸送周期を 1 増やす。
　　2）  残散布量がない場合は輸送周期ループを脱出する（今回の輸送周期、VC による輸

送・散布によって当該散布期の輸送・散布作業終了）。
　} 輸送周期ループ終了

　B3. 1 日の輸送・散布作業結果の計算、記録
　・ VC 使用台数 = 1 周目で終わったときは最後の VcNo、2 周目以降のときは VC 設定台

数
　・VC 延べ台数 =（最後の周期数 - 1）× VC 設定台数 + 最後の VcNo

　・各車両の作業時間
　・各車両の走行距離
　・各車両の燃料消費量
　・各車両の燃料費
　・各人員の労務量
　・各人員の賃金

　B4. 残散布量の有無による日ループ継続判定
　1） 残散布量がある場合には、散布日に 1 加算して日ループの先頭に戻る。
　2） 残散布量がない場合には日ループを脱出する（当該散布期の輸送・散布作業終了）。
} 日ループ終了

C. 散布終了日の検証
　散布終了日が稼働率を考慮した当該散布期の終了日以前ならば正常終了、超えた場合は
エラー終了（計算条件として与えた VC 台数、散布作業開始日では、散布期内に散布が終
わらない）とする。
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③散布車散布の詳細

Table III-2-7　散布車散布の計算条件：入力データまたは入力データに基づいて求めた値
（Input data for calculation condition for spreader）

No
1 m3

2 ha/h 
3  h/ /
4  h/
5  h/
6  h/

i） 散布時間、輸送時間、輸送・散布作業時間

　輸送周期ループ内での VC ごとの散布時間、輸送時間、及び輸送・散布作業時間は、次
のように求める。

a. 散布時間 = 今回の散布面積 / 散布車散布速度 / Ew + 移し替え回数×消化液注入時間
　移し替え回数 = 消化液輸送量 / 散布車積載量（小数部切り上げ整数）

b. 輸送時間
 ・1 周目（輸送周期 = 1）1 台目（VcNo = 1）の場合：散布車の降ろしと輸送往復時間
　　輸送時間 = 散布車卸し時間 + 2 ×片道時間

 ・1 周目（輸送周期 = 1）2 台目以降（1 < VcNo）の場合：復路時間のみ
　　輸送時間 = 片道時間

 ・2 周目以降（1 < 輸送周期）の場合： 復路・往路・復路時間、消化液積込時間、正の待
機時間

　　輸送時間 = 3 ×片道時間 + 消化液積込時間 + 正の待機時間
　　※負の待機時間は加算しない。

c. 輸送・散布作業時間
 ・1 周目（輸送周期 = 1）
　輸送・散布作業時間 = 散布時間 + 輸送時間

 ・2 周目以降（1 < 輸送周期）
　輸送・散布作業時間 = 今回の VC の作業基準時間 + 散布時間 + 輸送時間
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　　　　　　　　　　- 直前の VC の作業基準時間
　今回の VC の作業基準時間 : 当該 VC が前回輸送した消化液による散布終了時間
　直前の VC の作業基準時間 : 直前の VC が輸送した消化液による散布終了時間
　作業基準時間の計算方法については後述。

ii） 各車両の 1 日の作業時間

a. 消化液輸送車
　輸送周期ループ内で 1 回の輸送・散布作業あたりの消化液輸送車の作業時間を次のよう
に求めて累計する。
 ・1 周目（輸送周期 = 1）1 台目（VcNo = 1）の場合：往路、散布車降ろし、散布時間
　　1 回あたり作業時間 = 片道時間 + 散布車降ろし時間 + 散布時間

 ・1 周目（輸送周期 = 1）2 台目以降（1 < VcNo）の場合：往路、散布時間
　　1 回あたり作業時間 = 片道時間 + 散布時間

 ・2 周目以降（1 < 輸送周期）の場合： 復路・往路、消化液積込時間、散布時間、正の待
機時間

　　1 回あたり作業時間 = 2 ×片道時間 + 消化液積込時間 + 散布時間 + 正の待機時間
　　※負の待機時間は加算しない。

　1 日の作業時間は、上記作業時間の累計に次の時間を加算して求める。
 ・散布車運搬車への散布車積み込み時間（1 日の作業終了時の 1 回分）
 ・復路時間（VC 使用台数分）= 片道時間× VC 使用台数

b. 散布車
　輸送周期ループ内で散布時間を累計し、1 日の作業終了後に次の時間を加算して求める。
 ・散布車運搬車からの降ろし時間（農地ブロックへの到着時）
 ・散布車運搬車への積込時間（1 日の作業終了時）

c. 散布車運搬車
　1 日の作業時間の積算値（1 日の最後の VC で輸送した消化液の散布終了時間）に、1

日の作業終了後に次の時間を加算して求める。
 ・散布車積込時間（1 日の作業終了時）
 ・復路時間（= 片道時間）
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　1 日の最後の VC で輸送した消化液の散布終了時間 = 1 日の最後の VC の作業基準時間
（後述）
　1 日の散布車運搬車の作業時間は、準備・後片付け・休憩時間を除いた散布車及び散布
車運搬車の拘束時間を示す。

iii） 作業基準時間、残作業可能時間、VC 待機時間

a. 作業基準時間
　作業基準時間は各 VC が輸送した消化液の散布終了時間（当該 VC による次の輸送・散
布作業に関する計算の基準となる時間）を表し、輸送周期ループ内で 1 台の VC が輸送し
た消化液の散布作業が終了するたびに、当該 VC について次の式により更新する。

 ・1 周目（輸送周期 = 1）1 台目（VcNo = 1）の場合
　作業基準時間 = 輸送時間 + 散布時間 - 片道（復路）時間

 ・1 周目（輸送周期 = 1）2 台目以降（1 < VcNo）の場合
　作業基準時間 = 直前の VC が輸送した消化液の散布作業終了時間 + 散布時間
　直前の VC が輸送した消化液の散布作業終了時間 = 直前の VC の作業基準時間（更新済
み）

 ・2 周目以降（1 < 輸送周期）の場合
　作業基準時間 = 更新前の当該 VC の作業基準時間 + 2 ×片道時間 + 消化液積込時間
　　　　　　　�+ 散布時間 + 正の待機時間（※負の待機時間は加算しない）

b. 残作業可能時間
　次の式により残作業可能時間を更新する。

残作業可能時間 = （1 日の作業時間上限 - 準備・後片付け・休憩時間 - 散布車積込時間）
　　　　　　　- 今回の VC の作業基準時間（更新後）
※ 今回の VC の作業基準時間（更新後）は、今回の VC で輸送した消化液による散布作業

終了時間を表す。

c. VC 待機時間
　輸送周期ループ内で 1 周の最後の VC（VcNo = VC 設定台数）による輸送・散布が終わっ
たときに、次の周期における VC 待機時間を次の式で求める。
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VC 待機時間 = 今回の VC の作業基準時間（更新済み）- 次の VC（VcNo = 1）の到着時間
次の VC（VcNo = 1）の到着時間 = 次の VC の作業基準時間（更新前）+ 2 ×片道時間
　　　　　　　　　　　　　　���+ 消化液積み込み時間

　正の VC 待機時間は、今回の周期の最後の VC で輸送した消化液の散布作業が終了する
前に、次の周期の最初の VC が農地ブロックに到着し、輸送してきた消化液による散布作
業が始まるまで待機する時間を表す。
　負の VC 待機時間は、今回の周期の最後の VC で輸送した消化液の散布作業が終了して
から次の周期の最初の VC が農地に到着するまでの散布作業の空き時間を表す。

iv） 各車両の 1 日の走行距離、燃料消費量、燃料費

a. 消化液輸送車
 ・走行距離 = 2 ×距離× VC 延べ台数
 ・燃料消費量 = 走行距離 / 燃費
 ・燃料費 = 燃料消費量×燃料単価

b. 散布車
 ・燃料消費量 = 散布面積 / 燃費
 ・燃料費 = 燃料消費量×燃料単価

c. 散布車運搬車
 ・走行距離 = 2 ×距離（1 往復）
 ・燃料消費量 = 走行距離 / 燃費
 ・燃料費 = 燃料消費量×燃料単価

v） 各人員の 1 日の労務量、賃金

a. 消化液輸送車運転手（VC1 台あたり 1 人）
 ・労務量 = 消化液輸送車の作業時間 + 準備・後片付け・休憩時間× VC 使用台数
 ・賃金 = 労務量×賃金単価

b. 散布車運転手（1 ユニットあたり 1 人）
 ・労務量 = 散布車運搬車の作業時間 + 準備・後片付け・休憩時間
 ・賃金 = 労務量×賃金単価
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c. 散布車運搬車運転手（1 ユニットあたり 0 または 1 人）
 ・労務量 = 散布車運転手の労務量×散布車運搬車運転手数
 ・賃金 = 労務量×賃金単価

d. 作業補助者（1 ユニットあたり 0 人以上）
 ・労務量 = 散布車運転手の労務量×作業補助者数
 ・賃金 = 労務量×賃金単価

④ 流し込みの詳細

Table III-2-8　流し込みの計算条件：入力データまたは入力データに基づいて求めた値
（Input data for pouring）

No
1  h/ /
2 m3/h 

i） 散布時間、輸送時間、輸送・散布作業時間

　輸送周期ループ内での VC ごとの散布時間、輸送時間、及び輸送・散布作業時間は、次
のように求める。

a. 散布時間 = 今回の輸送量 / 消化液排出流量 / Ew

b. 輸送時間
 ・1 周目（輸送周期 = 1）1 台目（VcNo = 1）の場合：輸送往復時間
　　輸送時間 = 2 × 片道時間

 ・1 周目（輸送周期 = 1）2 台目以降（1 < VcNo）の場合：復路時間のみ
　　輸送時間 = 片道時間

 ・2 周目以降（1 < 輸送周期）の場合： 復路・往路・復路時間、消化液積込時間、正の待
機時間

　　輸送時間 = 3 ×片道時間 + 消化液積込時間 + 正の待機時間
　　※負の待機時間は加算しない

c. 輸送・散布作業時間
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 ・1 周目（輸送周期 = 1）
　輸送・散布作業時間 = 散布時間 + 輸送時間

 ・2 周目以降（1 < 輸送周期）
　輸送・散布作業時間 = 今回の VC の作業基準時間 + 散布時間 + 輸送時間
　　　　　　　　　　- 直前の VC の作業基準時間
　今回の VC の作業基準時間 : 当該 VC が前回輸送した消化液による散布終了時間
　直前の VC の作業基準時間 : 直前の VC が輸送した消化液による散布終了時間
　作業基準時間の計算方法については後述。

ii） 消化液輸送車の 1 日の作業時間

　輸送周期ループ内で 1 回の輸送・散布作業あたりの消化液輸送車の作業時間を次のよう
に求めて累計する。

 ・1 周目（輸送周期 = 1）の場合：往路、散布時間
　　1 回あたり作業時間 = 片道時間 + 散布時間
 ・2 周目以降（1 < 輸送周期）の場合： 往路・復路、消化液積込時間、散布時間、正の待

機時間
　　1 回あたり作業時間 = 2 ×型一時間 + 消化液積込時間 + 散布時間 + 正の待機時間
　　※負の待機時間は加算しない。

　1 日の作業時間は、上記作業時間の累計に次の時間を加算して求める。
 ・復路時間（VC 使用台数分）= 片道時間× VC 使用台数

iii） 作業基準時間、残作業可能時間、VC 待機時間

a. 作業基準時間
　散布車散布の場合と同じ。

b. 残作業可能時間
　次の式により残作業可能時間を更新する。

残作業可能時間 = （1 日の作業時間上限 - 準備・後片付け・休憩時間）
　　　　　　　 - 今回の VC の作業基準時間（更新後）
※ 今回の VC の作業基準時間（更新後）は、今回の VC で輸送した消化液による散布作業終了時間
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を表す。

c. VC 待機時間
　散布車散布の場合と同じ。

iv） 消化液輸送車の 1 日の走行距離、燃料消費量、燃料費
 ・走行距離 = 2 ×距離× VC 延べ台数
 ・燃料消費量 = 走行距離 / 燃費
 ・燃料費 = 燃料消費量×燃料単価

v） 各人員の 1 日の労務量、賃金

a. 消化液輸送車運転手（VC1 台あたり 1 人）
 ・労務量 = 消化液輸送車の作業時間 + 準備・後片付け・休憩時間× VC 使用台数
 ・賃金 = 労務量×賃金単価

b. 作業補助者（VC1 台あたり 0 人以上）
 ・労務量 = VC 運転手の労務量× 1 台あたり作業補助者数（人 / 台）
 ・賃金 = 労務量×賃金単価

⑤農地ブロックごとの VC 台数の試算

　散布期別に全ての農地ブロック（散布面積が 0 のものを除く）で散布期の開始日から一
斉に散布作業が始まると仮定し、入力データに記入された VC 下限台数から上限台数まで
の間、1 台ずつ増やしながら前述の輸送・散布モデル計算を行い、各 VC 台数の条件での
各農地ブロックの散布日数を求める。

　1 日 1 回の散布もできない農地ブロックがあったときはエラーとし、プログラム画面上
にエラーメッセージを表示する。
　散布日数が稼働率を考慮した散布期間を超える農地ブロックがあったときはプログラム
画面上に警告メッセージを表示する。下限台数から上限台数のすべてで散布日数が稼働率
を考慮した散布期間を超えた場合はエラーとする。

　全ての散布期、農地ブロックについて計算が終了したら計算結果を記録するとともに、
散布期別・ブロック別の試算結果を Table III-2-9 の様式で Excel ワークシートに出力する。
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Table III-2-9　VC 台数試算結果表の様式 

（Format for calculation result of vacuum truck number） 

 ・ 農地ブロックの並び順は入力データ（期別散布計画 （2） 農地ブロック別散布計画）と同
じになる。

 ・「VCn 台」列は、入力データで設定された下限～上限台数の範囲で作成される。
 ・ 最小日数は、下限～上限台数の範囲でのモデル計算の結果得られた散布日数の最小値と

なる。
 ・最小台数は、その最小日数で散布可能な VC 台数のうち、もっとも小さい値となる。
 ・ 入力データにおいて散布面積が 0 の農地ブロックについては、VCn 台、最小日数、最

小台数は空欄となる。
 ・ エラーのあった農地ブロックについては、最小日数、最小台数は求めず「エラー」と表

示する。

⑥ 農地ブロックごとの散布作業開始日の試算

　散布期別に全ての農地ブロック（散布面積が 0 のものを除く）で散布期の開始日から一
斉に散布作業が始まると仮定し、入力データに記入された VC 台数を設定値として前述の
輸送・散布モデル計算によって各農地ブロックの散布日数を求めたうえで、散布期別に以
下の手順によって散布作業開始日を試算する。

i） 散布作業開始日のずらし

　各農地ブロックについて散布日数が長い方（散布日数が同じ場合は VC 台数が多い方）
を優先して散布期の開始日から農地ブロックを並べていき、稼働率を考慮した散布期間内
にできるだけ隙間なく農地ブロックが配置されるように農地ブロックの散布開始日をずら
す。
　各農地ブロックの散布日数の合計が散布期間におさまらない場合には、2 列以上の農地
ブロックの列ができることになる。

　例えば、4 月 1 日から始まる散布期で散布対象となる 12 の農地ブロックの散布日数が
Table III-2-10 のように求められたとき、稼働率を考慮した散布可能期間が 27 日とすれば、
散布作業開始日をずらした結果、Fig. III-2-1 のように農地ブロックの散布期間をつなげた



 84 

第Ⅲ章第2節

列が二つできる。

Table III-2-10　散布日数と散布開始日のずらし結果
（Scheduled start date of application）

No VC
1 4 7 4 1
2 3 5 4 1
3 3 5 4 6
4 2 3 4 15
5 3 6 4 15
6 2 2 4 21
7 3 7 4 8
8 3 6 4 21
9 2 1 4 27

10 3 2 4 23
11 2 4 4 11
12 3 3 4 18

 2 3  11 4 12 6  10 
 1  7 5  8 9

Fig. III-2-1　散布開始日のずらし結果（図中の番号は農地ブロック No を示す）
 （Result of scheduling of application）

ii） VC 台数の平準化

　散布作業開始日をずらした後、散布期間の日々の消化液輸送車台数の分布には大きなば
らつきが生じることがある。
　このため、散布可能期間内における各農地ブロック列の散布順の正逆の全ての組み合わ
せについて日々の消化液輸送車台数の分布を求め、

 ・散布日ごとの消化液輸送車台数計のピークが最小で
 ・かつ、散布可能期間内における消化液輸送車台数の分散が最小となる

　組み合わせを選択することにより、できるだけ消化液輸送車台数の分布を平準化し、逆
順となった農地ブロック列のずらし日数を更新する。

　前述の例についての平準化前後は Fig. III-2-2 のとおりであり、消化液輸送車台数のピー
ク（7 台）は変わらないものの、ばらつきがより小さい分布が得られた。
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Fig. III-2-2 散布作業開始日ずらし後の VC 台数計算例
（Example of daily working number of vacuum truck） 

iii） 試算結果の出力

　Table III-2-11 の様式による散布期別・ブロック別の試算結果と、年間の VC 台数、散布
車散布ユニット数の表を Excel ワークシートに出力する。

Table III-2-11 散布作業開始日試算結果表の様式
（Format of scheduled result of application）

 ・ 農地ブロックの並び順は入力データ（期別散布計画 （2） 農地ブロック別散布計画）と同
じになる。

 ・ 入力データにおいて散布面積が 0 の農地ブロックについては、ずらし日数以降の列は空
欄となる。

 

⑦ 輸送・散布モデル計算の実行

i） 散布期・農地ブロックごとの輸送・散布モデル計算

　入力データに記入された VC 台数、散布作業開始日を設定値として、全ての散布期、農
地ブロックについて前述の輸送・散布モデル計算を行う。
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ii） 貯留量の計算

　貯留槽の貯留量は以下の手順で求める。

　日々の貯留量を格納するための配列を用意し、全ての日について 0 で初期化する。
　配列添え字を年間積算日（1 月 1 日を 1、12 月 31 日を 365 とする）として扱うとともに、
12 月 31 日に散布がある場合（例外的な条件）を考慮して、配列の要素数は 367 とする。

　貯留量 [0]: 前年の 12 月 31 日
　貯留量 [1]: 1 月 1 日
　…
　貯留量 [365]: 12 月 31 日
　貯留量 [366]: 翌年の 1 月 1 日※

※翌年の 1 月 1 日は計算結果として使用はしないが、例外条件（12 月 31 日に散布がある）のとき

に配列境界を越えたアクセスによるシステムエラーを防ぐために確保しておく。

　散布期・農地ブロックごとの輸送・散布モデル計算を行う過程で、各ブロックの散布日
と散布量（輸送量）が得られるので、その翌日の貯留量から散布量を差し引く。

　貯留量 [i + 1] = 貯留量 [ i + 1] - 散布量 [i],  i = 1 ～ 365

　これにより、輸送・散布モデル計算が終了した段階では、貯留量配列の各要素には前日
の輸送・散布量の計（負）が格納されている。
　貯留量 [0] = 初期貯留量とおき、1 月 1 日以降の貯留量に（前日の貯留量 + 1 日あたりの
消化液発生量）に加算することで、日々の貯留量の推移に変換する。

　貯留量 [0] = 初期貯留量
　i = 1 ～ 365 の間、次の計算を行う
　{

　　　貯留量 [i] = 貯留量 [i] +（貯留量 [i - 1] + 1 日あたりの消化液発生量）
　}
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iii） 結果の出力

　上記計算結果に基づき貯留量等のグラフをプログラム画面上に表示するとともに、ユー
ザーの選択によって詳細な結果を Excel 形式で出力する（Table III-2-12 輸送・散布モデル
計算結果ワークシート一覧参照）。
 

Table III-2-12 輸送・散布モデル計算結果ワークシート一覧
（Work sheets of the model result）

No 
1
2
3  No.4 No.5
4
5
6  No.6 No.7
7
8
9 VC
10 VC
11 VC
12 VC
13 VC -
14
15
16 VC
17
18 VC
19
20
21 VC
22
23
24
25 VC
26
27
28 VC
29
30
31
32

1 Excel Index
Index

2
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３．入力数値データのエラー・警告の判定値 （Threshold values for input data check）

　モデルでは、計算のためデータを読み込む際には、（別表）に示すルール及び閾値によっ
て判断してエラーや警告を判定する（第 II 章第 3 節（3）②入力データの読込み参照）。



 89 

第Ⅲ章第3節

1
 

 /
 

 /
 

2
 

 /
 

 /
 

3
 

4
 

5
 

2
29



 90 

第Ⅲ章第3節



 91 

第Ⅲ章第3節



 92 

第Ⅲ章第3節

1
V

C
3.

 
4.

 
2

4.
 



 93 

第Ⅳ章　あとがき

IV．公表文献リスト　List of literatures

　モデルは、開発の進展に応じて、下記の通り逐次論文・報文を公表してきた。
　本マニュアルは、これら文献の内容を総括して、わかりやすく解説したものである。
　文献には、本マニュアルには載せていないプログラムのフローチャートがある。そのよ
うな説明の方がわかりやすい、論文形式の方がわかりやすいという方はそちらをご覧くだ
さい。
　また、これら論文はいずれも査読付き論文・報文であるので、モデルの信頼性の証明と
しても掲げる。

1）  山岡　賢，柚山義人，中村真人，清水夏樹，折立文子（2009）：メタン発酵消化液の輸
送・散布の計画支援モデルの構築とモデルケースの試算，農業農村工学会資源循環研究
部会論文集，5，41-55.

2）  山岡　賢，中村真人，相原秀基，清水夏樹，柚山義人（2011）：メタン発酵消化液の輸
送・散布計画支援モデルの開発，農業農村工学会論文集，273，89-96.

3）  山岡　賢，柚山義人，中村真人，折立文子（2012）：メタン発酵消化液の輸送・散布
計画支援モデルの機能拡張 －消化液輸送車の複数台運用と中間貯留槽の導入に対応－，
農業農村工学会論文集，280，53-61.

4）  山岡　賢，土井和之，柚山義人，中村真人，折立文子（2014）：メタン発酵消化液の輸送・
散布計画支援モデルの適用 ― 中間貯留槽を設けないケース ―，農業農村工学会論文集，
289，25-35.

（以下、今後の発展として検討中の中間貯留槽関係の論文である。）

5）  山岡　賢，柚山義人，中村真人，折立文子（2012）: メタン発酵消化液の輸送・散布計
画における中間貯留槽の位置決定法の検討，農業農村工学会資源循環研究部会論文集， 

8， 31-44

6）  山岡　賢，柚山義人，中村真人，折立文子（2013）: 中間貯留槽導入によるメタン発
酵消化液の輸送作業量の削減策の解析，農業農村工学会資源循環研究部会論文集， 9，
1-15
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あとがき （Afterword）

　本モデルは、農研機構の研究基本計画、中課題「地域資源を活用したバイオマス循環利
用システムの開発」（220e0）、実施課題「メタン発酵消化液の農地還元を支援する消化液
の輸送・散布計画モデルの開発」（2009 ～ 2011 年度）において実施した成果である。
　一般のユーザーが使いやすいように出入力関係やインターフェイスをユーザー・フレン
ドリーに改良した普及バージョンのプログラムの作成は、平成 24 年度大課題（略称「バ
イオマス利用」）推進責任者保留予算の配分を受けて、業務発注した成果物である。また、
本マニュアルの印刷は、平成 25 年度広報・連携普及費の配分を受けて行った。
　本マニュアルの作成・編集は、プログラム作成業務の一部として実施してもらいながら
農村工学研究所・資源循環システム担当の山岡　賢が担当した。
　モデルはなるべく種々な条件で試算が可能なように作成したが、必ずしも現実のすべて
の条件に対応できるとは限らない。また、本マニュアル及び添付のモデルでは、中間貯留
槽関係の機能は除いている。モデルの機能に不都合を感じられたら、ご一報をお願いする。
改善を検討したい。少なくとも中間貯留槽に関しては、一定の知見の蓄積はある。
　また、本モデルは十分注意して作成したが、私たちの想定外の条件の入力データや操作
方法その他で、計算結果に誤りが生じないとは言きれない。モデルの計算結果によって、
損害が生じても賠償できないことをお断りする。モデルによる計算を経て、採用する条件・
結果を導き出した場合には、少なくとも採用する条件についてユーザーは手計算で確認す
るなど、モデル以外の方法・観点で何らかの検算をお願いする。
　農研機構・農村工学研究所・資源循環システム担当では、地域でのバイオマス利活用を
支援するための研究開発を行っている。地域の方々からの問合せや問題点の指摘は、研究
開発の糧となる。地域の方々にとっては、必ずしも、すぐにお役に立たたないことが多い
かも知れない。しかし、それでも、未来への投資として、当担当への問合せ・指摘の労を
お取りいただければ幸いである。
　蛇足ながら、本マニュアルには、ところどころ英語表記を入れた。消化液の輸送・散布
という極めて日本的な課題に英語表記は似合わないかも知れない。英語表記は、外国人訪
問者への説明を意識したものである。スペイン語圏の国を訪問すると、渡される資料のほ
とんどがスペイン語国語で記述されていて理解に困る。たまに章立てや図表のタイトルだ
けでも英語で記載されている資料があれば、非常に助かった経験がある。翻って外国人訪
問者にとっても、日本語資料のなかでも、少しでも英語表記があれば、資料の内容の吟味
にそれなりに役にたつと考えた。英語表記は多少目障りであるが、ご容赦願う。
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　　　　　　　　　　　　　　　（独）農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　資源循環工学研究領域 資源循環システム担当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山岡　賢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail: saru@affrc.go.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※お気軽にメールでお問合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Contact Information: Masaru Yamaoka, Ph.D. &P.E.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail:saru@affrc.go.jp
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