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１．はじめに
クボタは農業機械，パイプ，ポンプ，バルブ，

水処理機器をはじめとする製品やエンジニアリ
ングやメンテナンスなどのサービスの提供を通
して，社会インフラの発展，特に国連が推進す
る持続可能な開発目標（SDGs）へ『食料・水・
環境』分野で貢献すべく日々の企業活動に取り
組んでいる。

農業分野においては，自動農機の開発ととも
に営農支援システム KSAS（KUBOTA�Smart�
Agri�System）を営農家へサービス提供し，
KSAS 対応農機と連携して圃場管理や作業記
録，作付計画などを ICT でサポートしている。

一方，水環境分野で機械メーカとしてこれま
で様々なノウハウを培ってきたクボタは，機
械設備の監視から診断の一連のサイクルに IoT
技術を活用し，トータルソリューションを提供
するシステムとして，KSIS を提供している。

2011 年３月の東日本大震災では多くの公共
施設が被災した。上下水道をはじめとするイン
フラの復旧には時間を要したが，被災を免れた
施設でも従来の中央監視方式では管理所が被災
するとそれまで蓄積したデータを失い，管理所
が被災しなくても有線の通信を用いているテレ
メータ方式では通信線の復旧を待つこととなっ
た。KSIS で監視していた施設では，地震直後
の停電や異常高水位などの情報は携帯電話網で
サーバに届き，異常の発生を維持管理者へメー

ルで通知されており，携帯電話網によるデータ
通信とクラウドサーバが災害に強いことを実証
した。これを受けて，費用面だけでなく災害に
強い信頼性を理由にクラウド化を検討，採用す
る自治体も多くなった。

２．KSIS の概要
KSIS はインフラ設備の監視，診断を中心に

種々の業務システムから構成され，お客様の身
近な課題を解決するソリューションを提供して
いる。監視サービスにおいては 2003 年よりイ
ンターネット上にクラウドサーバを設置し，下
水道のマンホールポンプをはじめ，自治体や民
間企業などへ様々な施設向けクラウド監視サー
ビスを提供している［１］。図１にシステム概要
を示す。

施設に設置する通信端末装置とサーバ群，こ
れらをつなぐネットワークで KSIS の共通プ
ラットフォームを構成している。

図１　KSIS の概要
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３．KSIS の特徴
3.1. イニシャルおよびランニングコスト低減

通信端末装置の設置とクラウドサーバの設定
だけで遠隔監視が可能となり，従来のテレメー
タと中央監視装置と比較して 1/5 から 1/10 と
大幅な設備費の低減を実現した。通信費とサー
バ利用料を合わせたサービス利用料は，水位や
流量の監視で 2.4 万円／年からとなっており，
揚排水施設監視は，監視信号点数 100 点程度の
施設で 4.2 万円／年と低価格を実現している。
また，カメラは１台あたり 3.6 万円／年でサー
ビスを提供している。

3.2. いつでもどこでも監視可能
インターネットにつながるスマホやタブレッ

トがあれば，最新の情報を確認できる。また，
故障時もメールで通知するので，迅速な対応が
可能となる。また，台風や地震など災害時にお
いても，事務所や自宅など安全な場所から施設
の状況を把握できることで，関係者で情報を共
有し，迅速かつ的確な対応方法をとることが可
能となる。

４．KSIS の農業分野と新たな技術開発
KSIS は下水道のマンホールポンプの小型施

設から中規模の処理場，河川の雨水排水機場，
上水道など社会インフラへ利用されてきた。

4.1. 河川・農業用水への適応とカメラ監視
河川の管理を行っている自治体や用水路を

管理する土地改良区では，近年のゲリラ豪雨
による急激な増水への対応を苦慮している。
河川水位のほか揚排水機場や樋門，樋管など
の河川施設にカメラを含めた遠方監視を導入
することで早期の体制づくりと，上流の水位
や雨量などから早期対応が可能となる。この
ため，KSIS ではクラウドサービスで施設の監
視制御と併せてカメラ監視と気象情報の提供
を行っている。

図２　排水機場のカメラ監視と監視画面例

4.2. 圃場水管理システム WATARAS
就農人口の減少，高齢化に対応するため，農

水省は農業のスマート化を目指している。農研
機構農村工学研究部門が水管理の自動化・省力
化を実現する「圃場水管理システム」を開発し
た［２］。この技術を用いて圃場水管理システム
WATARAS（Water� for�Agriculture,�Remote�
Actuated�System）を製品化した。

圃場の水管理は稲の生育に合わせて水位を調
整する必要がある。営農家は管理する複数の圃
場を見廻り，給排水を行っているが，圃場の数
が多く広範囲に点在する営農家も多く，大きな
労力を強いられている。WATARAS は既設の
給水栓などに取り付けて，電動で開閉すること
で水位を自動で調整する．水位制御は一定灌水，
間断灌漑などのほか，年間スケジュールを登録
するなど，クラウドサーバで管理することで，
営農家は圃場毎に最適に自動で管理をすること
ができる。

WATARAS は LoRa を利用している。携帯
電話網に接続された中継器 GW が圃場に設置
した自動給水栓を最大 40 台（親局無線の増設
で最大 80 台）集約している。通信容量が小さ
いことや低消費電力化のため，制御マイコンや
無線機は通常スリープ状態とし，一定間隔で水
位データなど状態の取得およびデータ通信，上
位からの制御信号の受信などを行っている。

現在，キャリア系の LPWA である LTE-M
版を開発し，先行販売を開始している。
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図３　WATARAS システム構成

写真１　WATARAS 設置状況

５．スマート化に向けた技術開発
今日，ICT を活用した様々なソリューショ

ンの提案がされている。農業分野においては，
・就農者の減少と高齢化
・手作業できつい作業や熟練の必要な作業
などが課題となっている。

この課題を解決するのが ICT を活用し

たスマート農業であり，農業分野以外でも
Soiety5.0 の実現に向けた取り組みが様々な分
野で行われている。

5.1. 水管理の自動化
前述の WATARAS は作業の効率化のほか

に，一定灌水，間断灌漑など稲の生育に最適な
緻密な水位制御を実現し，収量・品質を向上さ
せる効果が期待される。圃場に水を供給するた
めには，地区の揚水機場などからの給水を受け
るが，水資源が有限なため，日替わりで給水を
受ける番水の制度などにより，給水日に合わせ
て WATARAS を操作する必要がある。揚水機
場の運転監視制御システムにも KSIS が採用さ
れており［４］，この両者を連携することで営農
家は揚水機場の給水日を知ることが出来，また，
揚水機場の運転管理者は各圃場の需要を把握す
ることが可能となる［５］。

また，揚水機場のポンプの送水量に応じて分
水ゲートを制御し，最適な調整池水位を維持
し余水を減少させる制御システム［６］，更には
KSIS で揚水機場の運転を予めスケジュール登
録し，圃場の WATARAS の制御と状況に合わ
せてポンプを運転停止する自動運転システムも
開発し，水管理の完全自動化に向け改良を加え
ている。

図５　KSIS と WATARAS の連携

5.2. 防災・減災
近年，異常気象の影響により，令和元年東日

本豪雨や令和２年７月豪雨など浸水被害が各所図４　スマート農業の概念図［３］
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で発生している。
各地で多発する浸水被害に対応するため，移

動式の排水ポンプ車が出動し稼働している。
25m プールであれば，凡そ数分から 10 分で排
水する能力を有している。国土交通省では遠方
監視「DS システム」［７］を導入して，GNSS に
よる位置情報とともに車両の「待機中」「移動
中」「排水中」などの状態，ポンプなどの故障，
発電機の燃料の減少などを把握し燃料補給など
サポートする。

写真２　排水ポンプ車

水害を抑制するために，河川改修やダム
の建設などが検討されているが，広大な面
積を占める田んぼに貯留することも着目さ
れている。

これに対して，WATARAS の特徴である
給水だけでなく排水も制御できることを利用
し，一旦，田んぼ水を排水し貯留容量を増や
した後に田んぼダムを構成することを検討し
ている。

図６　スマート田んぼダム

これも排水機場や排水ゲートを管理する運
転監視制御システムと連動することで，一斉
操作が可能となり，河川の増水が収まった時
点で緩やかに排水するなど，統合制御が可能
となる。

5.3. スマートシティ
5G，BWA（Broadband�Wide� Area），

LPWA などの各種通信方式が出ているが，こ
れを利用した地域情報ネットワークの利活用の
検討が全国の自治体で行われている。

この中で農村部においては農業分野だけでな
く教育，医療を含めた様々な分野に活用し，豊
かな生活環境を実現することが検討されてい
る。現在は自動農機とともに，農業用水，上下
水道，環境リサイクルなど社会インフラを統合
する通信インフラと AI を用いた統合制御によ
り，自動化を実現する研究開発を推進している
ところである。

６．まとめ
NTT グループと「農業・水・環境インフラ

分野における ICT イノベーション創出に向け
た連携協定」を締結し，通信面だけでなく AI
技術を利用したシステムの開発も行っている。
気象予測などを利用した施設の早期の対応操作
と災害予防による施設管理者の二次災害の被災
防止の実現や，蓄積した過去の運転状況，故障
事象のビックデータ解析による機械の長寿命化
と LCC の低減，自動運転による利便性の向上
など，クボタの製品サービスだけでなく関連す
るシステムとの連携を通して，社会インフラを
はじめとする豊かな生活環境を創造することが
目標である。
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