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1．はじめに

我が国の総人口は 2008 年の 12 ,808 万人をピー
クに 2050 年には約 9,700 万人程度まで減少する
とされ，総人口の減少に伴い食料の需要量は減少
している一方，世界の総人口が 2050 年には約 97
億人に達するとされ，アフリカでは人口増加に対
し食料の増産が追いつかず，また，経済発展の目
覚ましいアジアでは畜産物が不足すると考えられ
ており，食料自給率の向上は依然としてわが国の
農政の基本課題の一つである。

こうした中，水田農業を主体とする我が国農業
については，規模拡大によるコストダウンととも
に，飼料用米や加工用米への転換や野菜作の導入
による高収益化を図ることで，自立的な農業経営
の確立と食料自給率の向上を目指しているが，農
業経営の変化に伴い水需要が多様化し，将来的に
も変化が予想されるだけでなく，農業者の高齢化
や担い手の減少が灌漑排水施設を管理する土地改
良区の運営に影響を与えることも考えられる。

このような人口減少に伴う市場の縮小や労働人
口の減少は日本全体で生じており，近年，政府
をあげて ICT（Information and Communication 
Technology）社会の実現に向けた取組が進めら
れており，農業分野においても研究開発が進めら
れている。

２．現下の農政の課題と灌漑排水施設

（１）水稲作農業の課題と対応方向
少子高齢化の進展や食生活の変化に伴い米の需

要が低下し価格が低迷している一方，近年 25 年
間の米の生産コストは 23％の低減に留まってお

り，北海道を除く都府県の水田経営の１経営体当
たりの平均農業所得はわずかに 45 万円であり，
農業所得の増大が急務となっている。

このため，新たな土地改良長期計画では，最初
の政策目標に産地収益力の向上を掲げ，農業生産
の拡大・多様化による収益力の増大を図ることと
しており，水田農業においては米中心の営農体系
から野菜等の高収益作物を中心とした営農体系へ
の転換など農業者の自律的な経営判断に基づく生
産を促すための排水改良や地下水位制御システム
の導入等を推進することとしている。

しかし，水田における野菜等の高収益作物の導
入には以下の 4 つの大きな課題がある。

一つは，（図－１）のように栽培作物によって
農作業時間が大きく異なることである。同じ 10
ａ当たりの農作業時間を比較すると，水稲，麦，
大豆が 10 時間程度であることに対し，比較的機
械化しやすい露地野菜でも 100 時間程度，果菜類
や軟弱野菜になるとさらにその 10 倍は掛かるた
め，そのための労働力を確保しなければならない。

二つ目は，野菜の市場価格が不安定であること
である。昨年は佐賀県でベト病が発生したことに
より玉ねぎの価格が大きく変動しているが，野菜
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類は穀物類と異なり貯蔵できないため，市場の取
扱量によって価格変動が大きい。

三つ目は，栽培技術の習得までに時間を要する
ことである。農家は自家用菜園をもっており，大
抵の野菜の栽培経験は持っている。しかし，家庭
菜園の野菜と八百屋で売っている野菜が異なるよ
うに，商品として出荷できる技術を習得するまで
数年を要する。

四つ目は，販路の確保である。既に高収益作物
を経営の柱に据えている地域では，JA あるいは
農家に経営マインドが根付いており，販売先の確
保や将来的な生産者の育成などの考え方やそれら
に向けた体制が敷かれているが，新たに野菜作を
導入，定着化するためには，既にできあがってい
る市場へ新規参入して販路を確保しなければなら
ない。

（２）野菜産地にみる高収益作物の導入の可能性
田畑輪換は近畿地方などにおいて昔から行われ

ており，戦後すぐ，新しい水田農業のあり方とし
て府県で多くの試験が行われたが，水稲増産が優
先され，また古い水利慣行もあり普及されなかっ
た。その後，昭和 40 年代に入り米余りが明らか
となるに従って水稲作から不足している畑作物
への転換の必要性が認識されるようになると，昭
和 45 年に始まった米の生産調整以降，田畑輪換
に関する試験が各県の試験場で行われるようにな
り，国でも昭和 46 年から５カ年間，「稲作転換推
進対策試験」が行われたとされている 1）。

また，同時期には農業土木学会に「畑地転換対
策調査委員会」が組織され，田畑輪換のための計
画基準が作成されているが，当時，水田の畑地利
用の技術的課題として，畑作物に適した排水対策，
田畑輪換による用水量の増大，田畑輪換の作付調
整の 3 つの検討が必要と考えられていた 2）。

当時の農村集落は，ようやく中型農業機械体系
が普及し始めていた頃であり，また農家の所有圃
場は分散しているうえ，古い水利慣行が色濃く
残っており田畑輪換の作付け体系を具体的にどう
やって集落の中で回せるかという営農面の課題も
大きかったようである。

もともと野菜産地は３大都市圏の周辺県に存在
していたが，米の生産調整とこうした田畑輪換技
術の確立を背景に，生産調整の煽りをまともに受
け作付作物を転換せざるを得なかった北海道，東
北と，温暖な気候を利用して積極的に野菜生産に
取り組んだ九州という日本の外縁部へ野菜産地が
移動し，現在に至っている 3）。

現在でも，トマトのように需要が伸びている作
物や輸入品ではなく国産品を志向する需要家が存
在しており，出荷時期の工夫や価格面の克服は必
要なものの，北海道や東北がかつて新興産地とし
ての地域を確立していったように，十分，産地と
して成り立つ余地はある。

（３）新たな制度の創設
平成 29 年度予算概算要求では，上記のような

ことも踏まえ，水田に野菜などの高収益作物を導
入，定着化させることを目的に灌漑排水施設を整
備する事業を創設した。

具体的には，高収益作物を導入・拡大し，将来
的に高収益作物を経営の柱とすることを目指した
水田の汎用化を進めるため，区画整理済みの水田
地域を対象に用水のパイプライン化や暗渠を含む
排水施設の整備を行うハード事業と共に，フード
バリューチェーンを考慮した栽培作物の導入に係
る検討や試みを支援するソフト事業を実施するこ
とができる。本事業の特徴は，高収益作物を導入，
定着させるための経営課題をハード，ソフトの両
面で可能な限り支援し，水田活用直接交付金に依
存しない自立的な経営の確立を図ることで，事業
完了後の一定期間後に同交付金の適用対象から外
れることにある。

しかし，灌漑排水施設の整備そのものについて
は，もっと本質的な課題がある。

３．灌漑用水の今日的課題と対応方向

（１）農村の変容
（図－ 2）は，昭和 40 年と平成 27 年の経営規

模別農家戸数の割合である。昭和 40 年には経営
耕地面積 1 ha 未満の農家の割合は約７割であっ
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たが，平成 27 年にはおおよそ半分程度まで減少
している。一方，経営耕地面積 5 ha 以上の農家
については，昭和 40 年には 2,400 戸しかなかっ
たが，平成 27 年には 31 倍の 74 ,500 戸に増加し，
全体の約 6 パーセントを占めるようになってい
る。

灌漑施設の一次整備が行われた頃の農村では，
兼業化により農外収入を得て農業機械を導入しつ
つある小規模零細農家が大宗を占めていたが，そ
の後の農業農村を取り巻く環境の変化に伴い，大
規模な専業農家，小規模な兼業農家，土地持ち非
農家等が混在する今日の農村に変容してきた。

現在，農林水産省は，高齢化した農家の離農に
より後継者のいない大量の農地が出てくることを
想定し，農地中間管理機構による農地の利用集積
を進めている。これまでのような相対による農
地の貸借では，借り入れる農家にとっては長期の
貸借契約が結べない一方，農地所有者にとっては
中山間の水田や未整備水田など条件の悪い農地は
借り手が見つからず，例え見つかったとしても地
代が貰えない条件となることが多々あった。しか
し，公的機関である中間管理機構を介在させるこ
とによって，農地所有者は農地を中間管理機構に
信託する形で農地を預ける代わりに地代を受け取
ることができ，農家は自分の経営農地になるべく
連担する農地を長期間借り入れやすくなるという
メリットがある。現在のところ，農地の利用価値
の高い地域ほど農地所有者にとって資産価値があ
るために依然として相対取引の傾向が強いが，将
来的には農地中間管理機構による公的管理が定着
化していくのではないかと考えている。

こうした農地の所有と利用の乖離がますます進

行すれば，多数の農地所有者と少数の担い手農家
に分化していくものと考えられる。。

（２）コモンズとしての灌漑用水
灌漑用水は共有資源，コモンズと捉えることが

できる。コモンズは公共セクタによる管理でも
私的セクタによる管理でも持続的利用は難しく，
ノーベル経済学賞を受賞したオストロムによれ
ば，持続的に利用されているコモンズは，自主的
な統制により管理され，共通して８つの要素があ
ることが明らかにされている 4）。（表－１）

表－１　持続的コモンズの要件

１．境界 コモンズの境界とコモンズ内部の権
限分布が明確である。

２．地域性 資源採集・調達ルールが地域の具体
的諸条件と整合的である。

３．参加 利害関係者の意思決定への参加の権
限が確保されている。

４．監視 資源利用の監視が行われる。

５．段階的サンクション ルール違反の軽重に対応してサンク
ションの段階が設けられている。

６．紛争解決 紛争解決のメカニズムが設けられて
いる。

７．自治権
コモンズのルールに関する自治権が
政府等の外部権力によって認められ
ている。

８．組織の階層性

コモンズがより大きなシステムの一
部である場合、コモンズのルールが
システムの多層のルールの中に埋め
込まれている。

我が国の灌漑用水は，土地改良制度により，こ
の８つの要素を持ち，自治管理が上手く機能して
いる持続的コモンズであると言えよう。しかし，
近年の土地改良区をみると，農地の利用集積によ
り大規模経営体が地域の農地を寡占化しつつある
一方，小規模零細な兼業農家が減少し，離農や相
続により土地持ち非農家が増加するような構造的
変化が起きている。

かつて，土地改良区における組合員の共通目的
は水利の確保であったが，今日，土地持ち非農家
にとって農地は，水利以前に地代収入をもたらす
資産としての意味合いしかない。他方，大規模経
営体にとっては，農地に付随して一応の水利が確
保されている現状では，農地は借り受け可能な経
営資源であり，農業経営のコスト削減のために投
資や維持管理労力をいかに低減させるかが関心事

図－ 2　経営規模別農家戸数の割合
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であり，他方で時間と量に縛られず自由に水を使
いたいという欲求がある。

土地改良区の構造的な変化により，オストロム
のいうところの地域条件に適合して成立していた
灌漑用水の利用と維持管理のルールが合わなくな
りつつあり，灌漑システムについては，賦課金の
抑制という組合員の共通利益を追求しつつ，耕作
者の望む利水の自由度の向上を実現することが地
域の実情に沿った合理的な対応ではないかと考え
る。

（３）水稲栽培と水管理
平成 27 年度の農林業センサスによれば，経営

耕地総面積 345 万ヘクタールのうち水田は 195 万
ヘクタールと 56 .5％を占めているものの，昭和
30 年に農業産出額の 52％を占めていた米の割合
は平成 25 年には２割程度まで下がっており，価
格が低下している米のコストダウンが喫緊の課題
となっている。
（図－ 3）は，米の 10 a 当たり作業別労働時間

である。全体の時間は昭和 35 年の 347 時間から
平成 26 年の 47 時間へと 87％も減少し，水路の
草刈りや泥上げ，水管理などの管理に要する時
間についても 22 時間から 6 時間へと 73％減少し
たものの，全体の時間に占める水管理の割合は
12 .7％から 26 .1％へと増加している。このため，
水管理作業の省力化は水稲作のコストダウンを図

る上で重要な課題の一つと考えられている。

（４）水田灌漑における水需要の多様化
近年，経営規模の拡大に伴い水田における作業

時間を平準化するために早生，中生，晩生に分散
して作付けする傾向や裏作に野菜などの高収益作
物を導入する動きが強まってきていること，乾田
直撒き栽培や地下灌漑などの新しい営農技術が普
及拡大していること，地球温暖化に伴う気候変動
の影響から高温障害対策のための深水灌漑などが
一斉に行われるようになっていることなど，水田
における水需要はますます多様化してきている。

（図－ 4）
しかしながら，現在の灌漑施設には，
①取水の集中時に水量又は水圧低下や取水時間

の制限に農家が不満を感じている一方，圃場
では水管理の粗放化による無効放流が発生し
ていること

②末端水路の日変動が幹線水路や他の支線水路
に影響を与える中で，時に 24 時間体制とな
るマンパワーに頼った経験と勘による操作で
あるため，末端圃場の利水と供給のタイムラ
グを克服することは非常に難しく，どうして
も無効運転や無効放流が発生してしまうこと

などの課題がある。
既存の灌漑システムは，水源の利用可能量，地

形や農地の配置などの制約条件を踏まえ，水利慣
行も含めた当時の農業構造や農作業体系を前提に
整備されている。しかし現在のように，農地の利
用集積が進み農業構造が大きく変化する中で合理
的な農業経営を実現するためには，変化する需要

図－ 3　米の作業別労働時間 (10a 当たり ) 図－ 4　灌漑用水の需要の多様化と要因（イメージ）
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に応じて配水を最適化するいわゆる「スマート化」
が求められているのである。

（５）新たな計画整備の考え方
こうした灌漑用水の需要の変化に伴い，開水路

のパイプライン化や自動給水栓の設置，開水路と
管水路の接合部に調整池を整備したり，監視局の
増設など水管理施設の高機能化などが行われてい
る。しかし，本格的な灌漑施設のリノベーション
を具現化するには，利用者や管理者の利便性をど
のように実現するかという考え方に立脚した発想
へ転換する必要がある。

現在，事業において既存の灌漑システムの改善
について検討する場合，国営事業であれば国営事
業の範囲だけで検討し，機場や分水工の統廃合，
幹線用水路への調整池の設置など，予め供給シス
テムとしての改善策を決め，位置や容量を決める
という手順で進めている。

これに対し，中・樽屋（2015）は，システムの
管理・運用に係る機能・性能の課題に対する計画
設計手法として，管理・運用により蓄積された管
理データや経験などの現状分析からアプローチす
る性能照査型の計画設計の流れを提案している 5）。

確かに個々の農家の取水行動は幹線水路まで影
響することから，施設の管理や運用を考え改善す
るのであれば，事業の役割分担の範囲だけで考え
るのではなく，一連のシステムとしてどのように
機能しているかを考察し，改善点を見いだしてい
かなければならない。

従って，（図－ 5）のように次世代型灌漑施設
の検討に当たっては幹線水路から給水口までを対
象に，①担い手農家の意向や実際の取水行動や配
水管理を検証することで課題点を整理し，②数理
モデルにより現行の灌漑システムの配水機能を評
価し，③これに対するハード及びソフトによる改
善策のオプションについて費用対効果も加味した
総合的な評価を加え，④具体的な施設の計画設計
の策定に至るというプロセスを経るべきではない
かと考える。

これらの検討は，場合によっては，かんがい期
間の前倒しや後倒し，ピークの延長といった水利
権に係る事項や，冬水の確保といったことが可能
かどうかなど水文を対象とした水収支に係る事項
についても必要であろうし，制約条件の突破が不
可能である場合や施設の整備に相当の費用が掛か
る場合は，配水機能を保全するための新たな取水
ルールを定め代替することも検討しなければなら
ない。

４．灌漑排水施設と ICT，IoT

（１）ICT を取り巻く動き
わが国では，少子高齢化により国内市場の縮

小や働き手の減少が予想されることに対し，ICT
を活用することで，生産性の向上や労働の参加拡
大等による供給力と，新たなサービスの創出やグ
ローバル需要による需要力を強化し，経済成長を
図ろうとする動きが強まってきている。

また，近年，社会経済に対しインパクトを与え
る技術として，あらゆるものがインターネットに
接続することで従来人が介在していた領域を代
替し，更にデータの分析を通じて新たな価値を
生むことに繋がる IoT（Internet of Things），大
量データの収集・蓄積・保存・管理・分析によ
り効率的な科学的知見の発見や新たなビジネス
の創出等に繋がるビッグデータ，AI（Artificial 
Intelligence：人工知能）が取り上げられている。

総務省による推計では，企業における ICT 投
資や生産性向上に係る取組が活性化する「ICT
成長シナリオ」による実質 GDP の押し上げ効果図－ 5　次世代灌漑システムの検討手順
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は 2020 年時点で 33 .1 兆円とされ，特に情報通信
業，農林水産・鉱業，商業・流通業において高
い成長が見込まれるとしている。（図－ 6）また，
ICT は成長率のマイナス要因となっている労働
力や資本の効果を抑制する作用があるとされてい
る 12）。 

第５次科学技術基本計画では，経済社会が大き
く変化する中で国内外の諸課題を解決していくた
めに，科学技術イノベーションを強力に推進する
必要があるとしている。

そのため，ICT を最大限に活用した電脳空間
と現実社会を融合させた取組により人々に豊かさ
をもたらす「超スマート社会」の実現に向けた一
連のとりくみを「Society 5.0」として強力に推進
するとし，IoT，ビッグデータ解析，AI，デバイス，
ネットワーク等に係る技術の強化を速やかに図る
としている。また，農業分野については，生産
性の向上や関連産業の活性化などの課題に対し，
ICT やロボット技術を活用した低コスト・大規
模生産等を可能とする農業のスマート化等を推進
することとしている 7）。

このような流れを背景に，平成 26 年度に戦略
的イノベーション創造プログラム（SIP）が創設
され，産学官・関係府省が一体となった研究開発
及び社会実装が進められており，農業分野につい
ては，大規模稲作経営体等の超省力化の高生産モ
デルの実現等を目指し，遠隔操作及び自動制御が
可能な自動給排水栓と，これと連携する灌漑排水
自動管理システムの研究開発が進められている。

（２）ICT から IoT へ
水管理システム全体の自動化や，システムの自

己診断など灌漑システムの IoT の実現には，セ
ンサー類の小型化，低価格化が必要であると言わ
れており，高機能型農業水利施設や遠隔自動給水
栓の実現には，こうしたセンサー類のコモディ
ティ化のほか通信技術の発達が大きく寄与してい
る。例えば，水稲の生育状況を知るためには，水
田の水深，気温，光量などを知る必要があるが，
これらセンサー類を水田１枚ごとに設置すれば，
大規模土地利用型経営の場合は１経営体当たり数
百箇所にセンサーを設置することになる。技術的
にはこれらのセンシング情報の送信に携帯電話網
を活用することができるが，水田が数百筆に及べ
ば年間の通信費だけで何百万円にもなってしまう。

近年，許可電波帯以外の周波数帯を活用した低
電力無線システム（LPWA）が次々と実用化され
ており，IoT で求められる多数のセンサー類の通
信費を劇的に安くすることが可能となってきた。
これはセンサー類が計測する水深や気温や給水栓
のオン・オフ情報などの情報量が小さく，携帯電
話のようなそれなりの電力を使い基盤の構築，維
持管理にコストが掛かる高速，大容量の通信網で
はなく，ボタン電池で何年間も通信できるような
無線技術に向いている事が理由である。

例えば，SIP スマート農業における水管理の省
力化技術の開発では，総務省の情報通信研究機
構が開発した Wi-SAN（Wireless Smart Utility 
Network）という技術が使われている。Wi-SAN
は使用条件にもよるが乾電池で 10 年間駆動し，
かつ雑音に強い通信品質を持ちながら，1 km 弱
程度の長距離通信が可能である。このような無線
通信を使い水田センサーや自動給水栓の情報を親
局に集めてから携帯電話網に接続すれば，通信費
の大幅なコストダウンを図ることができる。

LPWA では，大容量のデータは送信できない
ものの，１つの親局で数 km から数 10 km 離れ
た数百個から数千のデバイスとの通信が可能とさ
れており，先行する欧米では１デバイスの年間の
通信費は 100 円程度とされている。

いずれにせよ，水管理施設については，近年の

出典：総務省「IoT 時代における ICT 産業の構造分析と ICT による経
　済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究」（平成 28 年）

図－6　ICT成長シナリオにおける実質GDPの押し上げ効果
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技術の発達とともに廉価な観測装置や通信機器を
組み合わせたシステムを低価格で実現することが
可能となってきており，また ICT の発達により，
定常状態のデータがストックされれば，いずれは
AI により需要予測に基づく自動管理やパイプラ
インの自己診断も可能になるものと考える。（図
－ 7）

（３）灌漑排水施設の IoT 化の課題
これまで配水管理は，水管理施設を通じて収集

された主要な施設の水位や流量などのデータを見
た監視員が経験と勘に基づき，取水口や分水工な
どの操作を行ってきた。しかし，これら施設の最
適配水に関する日常の管理データが蓄積され，気
象情報や生育情報と重ね合わせることができれ
ば，上水のように需要予測や予測に基づいた自動
運転が可能となるかもしれない 8）。

他方で灌漑システムの IoT は，コスト面での
課題もさることながら，標準化，セキュリティの
２つの大きな課題がある。

まず，技術の核となる情報通信は，現在，様々
な通信規格が存在し，通信プロトコルも様々にあ
るため，現状ではそれぞれの通信規格ごとにデバ
イスを作る必要がある。関連市場を拡大し，製品
価格を下げるには通信プロトコルの標準化までは
難しいにせよ，アプリケーションインターフェー
スやプラットフォームなどにより共通領域を作り
出すことで相互にデータ活用が可能な環境を整え
る必要がある 9）。

また，一般論として，汎用化や共通化が進むと
その反面セキュリティレベルは脆弱化するため，
その対策を考えなければならない。

さらに爆発的に増加する多様なデータの流通を

図り，ビッグデータ化すると付加価値を生む可能
性があるが，これに対してデバイスから吸い上げ
たデータは誰に属すのか，データの公開，非公開
などの取り扱いルールをどうするのか等の問題も
ある。これらについては，内閣府や経済産業省な
どで検討が進められており，今後，整理が進んで
いくものと考えている。（表－ 2）

表－ 2　データ利活用に関する現行制度・ルールの例

個人データ
個人情報保護法 ・同意取得のあり方

・匿名加工の方法及び手続き

民　　　　　法 ・プライバシー，肖像権，財産権

知 的 財 産
不当競争防止法 ・営業秘密

著 作 権 法 ・データベースの著作物

※１データベースには、創作性がある著作権が認められるものと、
単なるデータの収納庫で著作権が認められないものがある。

※２知的財産戦略本部（内閣府）において、AI・データ等新たな情
報財の保護・利活用のあり方について、2017 年中にとりまとめの
予定

資料：経済産業省平成 27 年度産業構造審議会第 7 回新産業構
造部会資料より

５．おわりに

農業用水のパイプラインは，昭和 33 年に始まっ
た愛知用水で初めて本格的に導入されたが，昭和
50 年代には，農家の兼業化などの社会的背景も
あり，農家が水利慣行に捕らわれず欲しいときに
欲しいだけ取水する行動から「需要主導型」とい
う概念が生まれ，上流側の制約条件からくる供給
側の論理と下流の農業経営に基づく需要側の論理
を水利システム内で摺り合わせることの必要性が
認識されるようになった。

昭和 54 年の農業土木学会誌の３月号の座談会
では，農業用水のパイプライン化の問題点が取り
上げられ，およそ現在認識されている問題点のほ
とんどが議論されている 10）が，その後の知見の
積み重ねや ICT など関連技術の進化により課題
解決の可能性が高まっている。

いずれにせよ農業経営や ICT 技術に柔軟に対
応できる灌漑システムを実現するには，関係者が
連携して灌漑排水施設のリノベーションに意欲的
に取り組むことで，需要主導型に対応可能な基幹
水利施設の整備を進めることが基本であると考え
ている。

図－ 7　管理システムの発展イメージ
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