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技術の課題と展望

１．はじめに
農業水利施設の管理業務では，設備の老朽

化を背景としたライフサイクルコスト（以下
「LCC」という）低減や，人口減少・熟練職
員の高齢化に伴う職員減を背景とした維持管
理効率化が課題となっている。また，集中豪
雨の頻発をはじめ自然災害リスクの増大が懸
念される中，農業水利施設に対する防災対策
として，施設の補強・補修や観測機器の設置
等，より一層の防災対策の強化が望まれてい
る。

本稿では，農業水利施設に関わる技術のうち，
電気通信分野における水管理制御システムの
LCC 低減や維持管理効率化に資する技術，農
業水利施設の防災・減災に資する技術について，
技術事例をご紹介する。

２． 水管理制御システムのライフサイクルコス
ト低減，維持管理効率化に資する技術

水管理制御システムは，ダム・頭首工等で取
水した農業用水を広範囲に広がる圃場に，適正
かつ均等に配分するためのシステムである。同
システムの中央管理所設備は，TM・TC 親局
装置，入出力処理装置，データ処理装置，Web
サーバ等から構成されるが，装置が多いことか
ら LCC 低減や維持管理効率化が課題となって
いる。また，各装置に採用される PC サーバは，
搭載する OS の保守サポート終了時（OS 発売
から約 10 年）に更新が必要なため，更新費用
の低減が課題となっている。

これらの課題に対応する技術として，「装置

集約化・PC サーバレス化」と「クラウド化」
について紹介する。

（１） 水管理制御システムの装置集約化・PC
サーバレス化

水管理制御システムの「装置集約化・PC サー
バレス化」は，中央管理所における複数装置の
機能を一台に集約し，かつ PC サーバを用いず
にシステムを構成する技術である。

三菱電機ではこの装置集約化・PC サー
バレス化を入出力処理装置一台で実現する。
データ収集や演算，警報判定，記録，表示，
外部配信等の機能を集約した広域監視制御装
置 MELFLEX®4200 を製品化し，水管理制
御システムをはじめ，ダム・堰管理システム
等，様々な社会インフラシステムに導入して
いる。

広域監視制御装置 MELFLEX®4200 の特長
は次の通りである。
① LCC 低減・維持管理効率化

装置を集約し中央管理所の機器を削減するこ
とで，部品交換費用や作業負荷，さらに消費電
力も低減する。また PC サーバを使用しないた
め，OS の保守サポート終了に伴う更新費用も
不要である。
②長寿命化

設計寿命 15 年以上のため，システムの長寿
命化が可能である。また社会インフラシステム
向けに開発した国内自社開発製品のため，部品
の長期供給も可能である。
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③既存回線への柔軟な対応
昨今普及している IP ネットワークはもちろ

ん，水管理制御システムで現在も多数使用され
ているアナログ回線にも対応可能である。
④施設管理者の負担軽減

Web 配信機能，メール配信機能を搭載して
おり，外出先でも最新の水位・流量等の観測値
やゲートの状況等を確認可能である。

（２）水管理制御システムのクラウド化
水管理制御システムの「クラウド化」は，中

央管理所設備の機能を，業者の提供するクラウ
ドサービス上で実現するものである。中央管理
所設備の機能は業者のクラウドデータセンター
に構築されるため，中央管理所の機器が不要
となり，LCC 低減や維持管理効率化が期待で
きる。

三菱電機のクラウドサービスの特長は次の通
りである。
① LCC 低減・維持管理効率化

中央管理所の機器が不要となり，部品交換の
費用や作業負荷，消費電力を低減する。また
PC サーバを使用しないため，OS の保守サポー
ト終了に伴う更新費用が不要である。長期間で
比較した場合，PC サーバの更新費用や部品交
換費用に対し，クラウドサービスのランニング
費用の方が安価である。

②施設管理者の負担を軽減
自宅や外出先から，パソコンやスマホを利用

し水位・流量等の観測値の確認だけでなく，ゲー
ト等の操作が可能である。例えば大雨等により
急遽ゲート操作が必要になった場合も，現地や
中央管理所に出向く必要が無く，自宅や外出先
から観測データの確認やゲート操作が可能なた
め，施設管理者の負担を軽減する。
③災害対策を強化

クラウドデータセンターを複数拠点で冗長化
するため，広域災害時にも安定した監視制御が
可能である。
④対象設備の特性に合ったサービスを選択可能
「クラウド化」ではクラウドデータセンター

との接続にインターネット回線を使用するが，
インターネット利用集中等による回線輻輳の
可能性があり，監視制御における秒単位のリ
アルタイム性確保が課題となる。そのため，
ダムや頭首工といったリアルタイム監視制御
を必要とする重要設備については，従来のオ
ンプレミス方式（システムを自拠点内に構築
する方式）による監視制御も求められている。
三菱電機のクラウドサービスは，クラウド化
とオンプレミス方式を組み合わせた「ハイブ
リッド型」（図２）も提供予定である。対象設
備の特性に合わせ最適なサービスの選択が可
能である。

 ａ）従来の構成イメージ ｂ）装置集約化・PC サーバレスの構成イメージ
図 1　水管理制御システムの構成イメージ
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３．農業水利施設の防災・減災に資する技術
農業水利施設の防災・減災対策として，平

成 30 年７月豪雨において多くのため池で決壊
等の被害が生じたことを受け，ため池堤防等施
設の補強・補修といったハード対策に加え，災
害発生リスク早期把握のための観測機器設置と
いったソフト対策も重要性を増している。

このような背景を踏まえ，防災・減災におけ
るソフト対策に資する技術として「ため池状況
監視サービス『みなモニター』」，「画像式水位
計測技術」について紹介する。

（１）ため池状況監視サービス『みなモニター』
「みなモニター」は，GPS 受信機を積んだブ

イ型水面センサのデータを元に水位を計測し，

市町村やため池管理者等へ情報提供すること
で，現場に行くことなく安全な状況把握を可能
とするサービスである。「みなモニター」では
準天頂衛星「みちびき」から配信される「セン
チメータ級測位補強サービス（CLAS）」によ
り GPS 測位の高精度化を図るとともに，独自
の補正アルゴリズムにより更に計測精度を向上
している。

	
「みなモニター」で使用するブイ型水面セン

サは水面に浮かべるだけのシンプルな設置が可
能であり，下記の特長を有する。
①耐災害性

強い地震の際も倒壊や破損の恐れがない。ま
た，電源・通信装置一体型であり，大規模停電

図３　ため池状況監視サービス「みなモニター」情報提供イメージ

図２　三菱電機のクラウドサービス（ハイブリッド型）
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が発生した際も，継続して計測及びデータ送信
が可能である。
②耐環境性

流木等の浮遊物に衝突されても，回転する等，
衝撃を逃す動きを取り，影響は軽微である。
③施工性

基礎工事や保護管の固定工事等が不要であ
る。堤体に何も設置しないため堤体等の構造物
に影響を与えない。
④維持管理が容易

池底からの泥付着がなく，センサに付着した
泥の定期的な除去等作業も不要である。またセ
ンサの経年変化が無く定期的な基準値補正も不
要なため，専門技術者による点検や整備，精度
維持のための校正が不要である。

（２）画像式水位計測技術
三菱電機の画像式水位計測技術は，橋脚等の

河川構造物を撮影した画像を処理し，水際線を
検出することで水位を計測する技術である。一
般的に，画像処理では，天候や日照変化等によ
る映像外乱・画質変化に対する精度確保が課題
となる。三菱電機の画像式水位計測技術では
ディープニューラルネットワーク（DNN）を
活用し，様々な屋外環境（昼夜，平常／増水時
等）で撮影した多数の河川画像を学習させるこ
とで，天候や日照変化，河川流況変化等の影響

を抑えた画像処理を実現している。
	
三菱電機の画像式水位計測技術の特長は以下

の通りである。
①計測箇所選定の柔軟性

量水板のない箇所でも，橋脚や護岸堤防，水
路側壁等を対象として水位計測が可能である。
②計測の安定性

非接触型のため，増水時等でも機器の破損や
喪失することなく，連続かつ安定した水位計測
が可能である。
③画像処理におけるロバスト性

多様な環境下における大量の河川映像から
「水面」を学習することで，ロバスト性の高い
画像処理を実現している。
④状況把握の確実性

水位データと計測時の『画像』とを併せる
ことで，数値による水位データと現場状況と
を同時に把握することができる。計測した水
位データが正しいかどうかを画像で確認可能
である。

４．むすび
本稿では農業水利施設に関わる電気通信分野

の技術として，水管理制御システムの LCC 低
減や維持管理効率化に資する技術，農業水利施
設の防災・減災に資する技術について紹介した。

図４　ディープニューラルネットワーク（DNN）による水位計測イメージ
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将来的には，AI をはじめとする最新技術を適
用することで，農業水利全体の更なる効率化・
高度化が期待できる。例えば，用排水管理の効
率化・高度化として，水位・流量・需要の予測
やゲート等設備運転の最適化支援等が期待でき
る。また設備維持管理の効率化・高度化として，
設備の監視・点検支援や設備異常・劣化予測，

設備への立入り検知による安全・セキュリティ
確保等が期待できる。

三菱電機は，これら最新技術の導入により農
業水利業務の高度化に貢献するとともに，更に
は農業土木全体における新たな価値創出に貢献
して参りたい。

	

図５　農業水利への AI 活用と農業土木全体の新たな価値創出
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