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１　はじめに
昨今の公共事業の効率的・効果的な実施への

要請に応えるとともに，国際化の進展に耐え得
る競争力の高い農業を育成していくためには，
農業農村整備事業の分野においても，新技術の
導入等に積極的に取り組むことが必要である。

農業経営の実情として，図１－１から図１－
７に示す通り，①農家数及び農業従事者の減
少，②農業従事者の高齢化，③荒廃地及び耕作
放棄地の増加，④水田作の農業所得，⑤農地集
積を進める上での水管理が大きな課題と考えら
れる。

中でも，基幹作物である水稲栽培においては，
今後経営規模が拡大して一人当たりの耕作面積
が増大した場合，日々の各区画での水管理の労
力は飛躍的に増大する。担い手への農地の集積・
集約化に向け，農地中間管理機構とも連携した

農地の大区画化・汎用化を推進するためには，
水利用の面でも，担い手が安心して経営規模の
拡大を図ることができるよう，合理化，省力化
を推進することが必要である。

水田作の農業所得をみると，他と比較して最
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（出典：農林水産省「農林業センサス」）

図１－１　農家数及び農業従事者の推移１）

（1955 年～ 2015 年）

（出典：農林水産省「農林業センサス」）

図１－２　農業従事者の年齢構成１）

（2015 年度）

（出典：農林水産省「新規就農者調査」）

図１－３　新規就農者の年齢別割合２）

（2014 年度）
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も少なく，さらに，ほとんどが年金収入や農
外所得である（図１－５）。また，水田面積が
5ha 以上から農業所得が農外所得を上回り，所
得向上には経営規模の拡大が必要である（図１
－６）。農地集積を進める上で，水管理に係る
労力負担の集中が最も大きな課題と考えられ，
水管理労力の省力化が必要であることが分かる

（図１－７）。

（出典：農林水産省「農林業センサス」）

図１－４　荒廃農地面積の推移及び耕作放棄地面積の推移１）

図１－５　営農類型別農業所得と内訳３）

図１－６　水田面積と農業所得の相関１）

図１－７　農地集積を進める上での水管理に関する課題４）

このためには，水田での水管理の自動化，遠
隔監視・操作化を一層進めるとともに農業経営
の自由度を更に確保できる需要主導型の水利用
を可能とする「新たな水田水管理システム」へ
の転換を図ることが重要となっている。

スマート農業の取り組みの一環とし，水管理
の容易なパイプライン化を進めることに加え，
ICT を用いた新たな水管理手法を検討し各地
で実証実験を実施されている。

当社でも，水田での水管理の省力化をもたら
すと同時に多様な水管理を可能にする水田用の
多機能自動給水機「水

み

まわりくん」を開発し，
パイプライン化や ICT 化の導入に連動した新
たな水田水管理システムの社会実装を進めて
きた。

とくに，2014 年度から「攻めの農林水産
業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」，
2015 年度から「官民連携新技術研究開発事業」

「次世代農業水利システム実証調査」「革新的技
術緊急展開事業」など農林水産省の政策に基づ
き，福井県，長野県，岐阜県，滋賀県，山口県，
北海道，秋田県など，多機能型自動給水機「水

み

まわりくん」の実証実験や試験導入を積極的に
推進し，省力化や品質向上といった効果の確認
をおこなってきた。

さらに 2019 年度からは，「スマート農業加速
化実証プロジェクト」「スマート農業実証事業」
に参画し，京都府，滋賀県，新潟県，などに参
画し，スマート水管理システムの社会実装を進
めてきた。
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今回の特集にあわせて，多機能型自動給水機
「「水

み

まわりくん」を活用した新たな水田水管理
システムを紹介する。

２　水田水管理省力化システム「水
み

まわりくん」
「水まわりゲートくん」概要
「水まわりくん」は，当社製の水田用給水栓

「エアダスバルブ」の上部に設置する制御装置
で，「エアダスバルブ」の自動開閉を可能にす
る製品である。「水まわりゲートくん」は，開
水路用専用ゲートの上部に設置する制御装置
で，ゲートの自動開閉を可能にする製品である。
これらにより，給水作業である給水栓の開閉や
開水路ゲートの開閉のために水田に行く回数を
減らすことができるなど，大幅な水管理作業の
省力化を実現することができる。加えて，適切
な水管理や夜間かんがいの導入などによる米の
品質向上効果や収穫量の増加，掛け流し防止に
よる節水効果などを期待することができる。

また，「水まわりゲートくん」は，排水制御
に使用することで，中干時の一斉落水，田んぼ
ダム機能である排水制御などにも利用すること
ができる。

主な特徴及び主な機能・仕様は以下の通りと

なる。
【主な特徴】
①�「水まわりくん」「水まわりゲートくん」は，

同じ水田水管理システムで利用可。
②�開閉トルクの小さい「エアダスバルブ」との

組み合わせにより，農業機械などの作業に影
響の少ないコンパクトな設計を実現した。

③�遠隔設定型は，パソコンやスマホ・タブレッ
トなどの端末から遠隔監視・操作により，水
管理を「見える化」します。加えて，ネットワー
ク設置が不要な機側設定型を，多様な操作方
法により容易に省力化を図ることができる。

④�品質の低下や収穫量低下につながる恐れのあ
る水田水の「高温障害」対策として，スケ
ジュール管理機能を活用した夜間かんがいの
実施が可能である。

【主な機能・仕様】
■�スケジュール管理：給水周期・給水開始時間・

給水継続時間，バルブの開度を任意に設定す
るバルブの自動開閉

■�センサー管理：水位センサーを用いた上限水
位によるバルブの自動開閉

■�スケジュール管理とセンサー管理を組み合わ

＜機側設定＞

図２－１　水田水管理省力化システム「水まわりくん」概要

＜遠隔設定＞
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せたバルブの開閉管理
　�（使用例）給水開始時間や上限水位を設定す

ることで，設定した時間に給水を開始し，必
要水位に達すると給水を自動停止。雨天時に
必要以上の給水を防止。

■�仕様：外形寸法：202 × 200 × 327mm
　　　　�本体重量：3.2kg（バッテリー 0.8㎏含

む）（エアダスバルブ，開水路ゲート
含まず）

　　　�リモコン機能（Bluetooth）：タブレッ
ト及びスマートフォンアプリによる操
作設定可能

　　　�遠隔操作機能（遠隔操作型のみ）：
LPWA（LoRa 方式），通信基地局１
基あたり最大 120 個接続可能

３　現地ほ場導入状況
水田水管理省力化システムを現地圃場に導入

する際，ICT の導入として，特定省電力無線
（LoRa 方式，920MHz 帯）のスター型のネット
ワーク構成を有するシステムを導入した。

主な特長は以下の通りである。

【主な特長】
①リモコン操作プログラム

BlueTooth 通信機能をもつスマートフォン及
びタブレット端末を用いたリモコン操作アプリ
によるリモコン操作プログラムよる操作が可
能。（通信距離 3m）
②遠隔操作プログラム
「水

み

まわりくん」「水まわりゲートくん」は，
スマートフォン及び PC を用いて，WEB プロ

図２－５　「水まわりくん」「水まわりゲートくん」品揃え

図２－２　水まわりくん＋エアダスバルブの構成 図２－３　水まわりくんゲートくん構成

サイズ 摘　　要

エアダスバルブ 50 50 30a 以下圃場向け

エアダスバルブ 75 75 標準区画圃場向け 30a

エアダスバルブ 100 100 大区画圃場向け1ha

図２－４　エアダスバルブの品揃え一覧
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グラム上で遠隔操作を行い，スケジュール管理
及びセンサー管理を組み合わせたバルブ及び開
水路ゲートの開閉管理が可能。

有線水位センサーからの上限水位信号によ
り，必要水位に達すると給水を自動停止，雨天
時に必要以上の給水を防止することが可能。
③センシング技術によるデータの見える化

給水栓の開閉履歴は，クラウドサーバーに蓄

積され，WEB プログラムを用いて，確認する
ことが可能。

水田水管理省力化システムの現地圃場へ導入
状況は下図のとおりである。���　�

４　導入効果
「水まわりくん」は，スマート農業実証事業，

各エリアでのモデル事業などにより，全国各地
に導入され，大幅な水管理作業の省力化を実現
することができることに加えて，適切な水管理
や夜間かんがいの導入などによる米の品質向上
効果や収穫量の増加，掛け流し防止による節水
効果などが分かってきた。

５　おわりに
今後は，IoT 技術のさらなる進展にあわせて，

各種水位・水温センサーとの連携したシステム，
その他営農管理システムと連携するシステム，
水田の貯水機能を活かしたスマート田んぼダム
への適用など，農業の発展及び農村地域の防災・
減災のため，IoT 化，ICT 化を推進する。
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図３－１　現地圃場導入状況
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