
I.　は じ め に

　水稲作は機械化等により直接作業時間は半減した
（1980年比）が，水管理時間は省力化が進まず，全作
業時間の約3割1）を占めている。一方で，大規模稲作
経営体の割合は増加傾向2）にある。水管理は高いスキ
ルと経験が必要な作業であるため，今後水管理ができ
る人的リソースは不足していくと想定され，水管理作
業の省力化は喫緊の課題である。水管理の省力化と水
利用の自由度の向上（需要主導型）を目的に ICT技
術を活用した圃場水管理システムの開発が進めら
れ3），これを導入した農家の水管理の時間削減効果や
収量効果が報告されている4）。
　本報では，大規模稲作経営体に水管理省力化システ
ムを導入した際の経営効果と課題を分析した。

II.　調査地区と調査方法

1.　水管理省力化システムの概要
　圃場レベルの水管理省力化システムでは，各圃場に
水田センサと自動給水栓（管水路整備地区に限る）を
設置し，パソコンやモバイル端末から水位・水温の確
認と給水・止水作業までを一貫して行うことで，圃場
に赴いて管理する時間を短縮することを目指してい
る。水管理に必要なデータは，水田センサと自動給水
栓に設置されたセンサにより一定間隔で取得され，
3G/LTEまたはLPWAによりクラウドサーバに送信
される。生産者は，パソコンやモバイル端末からデー
タの表示やグラフ化，給水・止水の遠隔操作，水位設
定による自動水位制御ができる（図-1）。
　なお，本報で用いた水田センサは（株）イーラボ・エ
クスペリエンス，自動給水栓は積水化学工業（株）が開
発した試作品を使用した。
2.　試験地区・調査方法の概要
　試験地区は，秋田県にて経営規模拡大や複合化を推
進し，また高品質米の安定生産・販売による収益向上

を目指す経営体5地区である。
　調査は 2017～2018 年に実施した。試験地区には水
田センサ，管水路がある地区には管水路用自動給水栓
を設置した。なお，機器類の設置台数や設置場所の選
定，運用ルールは各経営体に一任した。
　水管理省力化システムの導入による水管理作業時間
を比較するため，各経営体には，2017 年は水管理省
力化システムを使わずに水管理した作業時間，2018
年は水管理省力化システムを使い水管理した作業時間
の記録を依頼した。
　また，記録内容を詳細に把握するため，経営体の水
管理作業に同行しての行動観察調査や，水管理作業の
問題点に関するヒアリング調査を随時実施した。
　調査した経営体のうち，行動観察調査を行った3地
区の概要を記す（表-1）。
　（1）　地区Ａ　地区Ａは地域の 21戸で構成される
集落営農組織である。地域の農業を支えるため，各農
家の稼働・コスト効率化を行いながら，高品質米生産
による高単価や収益性の高い品目との複合経営により
収益拡大を図っている。今後，地域の離農者の圃場を
受け入れる方針である。
　（2）　地区Ｂ　地区Ｂは，非農家出身で米の仕入販
売を経て就農した代表が立ち上げた会社である。地域
の離農者の圃場を借り受けて経営面積を拡大し，農業
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図-1　水管理省力化システム概要5）
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経験のない若手を雇用している。社員数は役員を含め
11名である。同社はタンパク質含有率による仕分け
を行うことで多様なニーズに対応しながら，米の販売
事業や自社生産米を使うおにぎり専門店などの飲食業
を運営し，米を軸に事業を多角化させている。今後も
地域の圃場の受け皿としての機能は継続する方針である。
　（3）　地区Ｃ　地区Ｃは，家族経営を主体に，地域
離農者の圃場を借り受け，規模拡大と複合経営を進め
て法人化した会社である。従業員数は役員を含め 13
名である。法人では，米を実需者に直接販売するとい
う方針のもと業務用米も手掛けるほか，輸出も行って
いる。そのため収量重視，作業効率重視の戦略をとっ
ている。今後も地域の圃場の受け皿としての機能は継
続する方針である。

III.　調 査 結 果

1.　調査地区の水管理実施状況
　調査した経営体が，朝，夕方に行う圃場の見回り作
業では，①適正な水位・水温であるかの確認，②給水・
止水作業，③トラブル発生（畦畔の崩れによる漏水，
用水不足や近隣圃場がせき止めて水がこない等）の察
知，④水稲の生育・雑草状況や隣接圃場の状況把握を
行っている。ヒアリングをした多くの経営体が①から
③までを水管理作業，④を栽培管理としていたことか
ら，本報では①から③を水管理作業とした。
　なお，調査地区に設置した機器の設置台数等は表
-2に示すとおりである。
　（1）　地区Ａ　地区Ａでは，構成員がそれぞれ所有
する圃場を水管理している。代かきから活着までの期
間に特にきめ細やかに水管理を行うが，その後は定期
的に巡回する程度である。圃場は整備され用水は管水
路で水量が十分にあるため，用排水に対する不満はな
い。そのため，水管理省力化システムへの積極的な導
入希望は顕在化していない。
　今後，地区Ａでは地域の離農者の圃場を受け入れる
方針であるため，経営面積が拡大していくことになる。
しかし，後継者確保を含む人材育成や技術継承のノウ

ハウ不足が課題である。後継者となる若者に対して「見
て覚えろ方式」は難しいが，自然相手なのでマニュア
ル化は難しいと認識している。
　（2）　地区Ｂ　水管理は車中からの確認で済ませる
圃場もあるが，1枚当たり 1～3分程度で行っている。
経営面積が大きく圃場が分散しているため，移動時間
が長く管理に時間を要している。中にはトラブルが発
生しやすい圃場があり，新しく引き受けた圃場ではそ
の原因究明から行うためトラブル対処にも時間がかか
る。水管理は社員が行うが，役員が適切な判断をする
ために，社員が見回りした圃場を重ねて見回りし，状
況を把握している。また，適切な栽培を行う上で圃場
特性を把握することは欠かせないが，枚数が多いと情
報量も膨大になる。ヒアリングでの「俺の人生は水見
か……」との発言が，それを象徴している。
　地区Ｂは地域農業の受け皿として，経営規模を拡大
する意向であるが，それに伴い稲作経験者へ負担がさ
らに偏る。また，おにぎり専門店では自社生産米を使
うため単収増加と生産コストの低減のニーズがある。
　（3）　地区Ｃ　地区Ｃは，経営面積が大きく圃場も
分散している。田植え直後は水管理に最も気を遣う時
期であるが，同時に圃場の漏水などのトラブルも頻発
するため対応に追われる。このため，技術レベルの高
い役員に負担が集中し，ヒアリングでは「トラブルが
毎日増えて終わりが見えず，精神的に参ってくる。メ
モをとっていても，昨日，一昨日のトラブルや作業が
どれだったか分からなくなることも」との発言に象徴
される状況である。
　毎年圃場が拡大するため，圃場の特性把握にも労力
がかかるが，現状では圃場の特性と必要な対策を把握
するのに2，3年かかっている。
　水管理に対しては，漏水などのトラブルを早期に発
見・対処することへのニーズがある。
2.　調査地区における導入効果
　水管理省力化システムを導入したことで，現地でし
か分からなかった圃場の状況が遠隔地から確認できる

表-1　調査対象経営体の概要

地区
事項 Ａ Ｂ Ｃ

経営面積 70 ha 70.6 ha 150 ha
　うち水稲 40 ha 70.6 ha 62 ha
圃場分布 集約 30 km圏内に分散 6 km圏内に分散
圃場の大きさ 1 ha 区画中心 3 a～1.4 ha

（平均約 20 a）
30 a 区画中心

用水路 管水路 開水路 開水路
水利条件 潤沢 一部不足 一部不足

表-2　機器の設置台数および運用ルール

地区
事項 Ａ Ｂ Ｃ

面積 4.4 ha 70.6 ha 62.0 ha
圃場数 18 枚 約 400 枚 約 400 枚
設置箇所 排水性が良好な圃

場に設置
経営圃場の北端エ
リア全体に設置

排水性の悪い圃場
を中心に設置

設置機器 水田センサ：2台
自動給水栓：2台

水田センサ：80台 水田センサ：45台

運用
ルール

①水温：水位の確認（アプリ）
②給水・排水作業（アプリ）　地区Ａのみ
③水管理を行う圃場の決定
④圃場での水管理
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ようになる。これにより各調査地区において得られた
導入効果は以下のとおりである。
①　水管理作業時間の削減効果
　地区Ａでは全体の労働時間が 36.0 時間となり，
2017年には 42.8時間であったことから，16％の削減
となった。地区Ｂでは全体の労働時間が 908 時間と
なり，2017年には 1,738 時間であったことから 48％
の削減となった。
　従来では毎日ほぼすべての水田を見回っていたの
が，アプリで水位を確認して見回る必要のない水田を
除外できるため，除外した圃場を見回る時間が節減で
きる。特に地区Ｂは圃場が広域に分散しているため，
その効果は大きい。
②　付加価値向上
　地区Ｂでは，秋田県が確立した深水管理による高品
質・良食味米生産のための水管理技術の実証試験を
行った。対象区では慣行の目視による水管理を行い，
実証区では水田センサを活用した水位のモニタリング
による精緻な水管理を実施した。
　表-35）には地区Ｂでの収量データを示すが，実証区
での精玄米重は599 kg/10 aと，対照区の512 kg/10 a
より多くなり，水管理省力化システムの活用（水田セ
ンサのみ）による増収効果が得られた。
③　技術向上・人材育成効果
　地区Ｂにて実施した行動観察調査では，水管理作業
だけではなく，稲の生育状況や隣接圃場の状況を確認
するなど，水管理作業が質的に変化している点を確認
した。また，収益を増やすため蓄積したデータを活用
することへの期待もあった。
④　リソース不足解消効果
　圃場の水温・水位の確認を水田センサが代替するこ
とで見回りを省略でき，雑草防除・経営管理・地域活
動等の作業の充実に時間を充当できている。
⑤　営農作業不安解消効果
　遠隔から圃場の状況を把握できることで作業実施の
優先順位づけができ，トラブル発生や大雨・台風の際
の精神的な負担が軽減されている。
⑥　圃場の特性把握効果
　水位の可視化が圃場の特性を把握するヒントにな
り，各圃場の管理方針を決定できている。通常であれ

ば新たな圃場の特性把握には 2，3年を要するが，水
管理省力化システムによって時間を短縮できる可能性
がある。また，圃場の特性を把握するためには経験が
必要であるが，経験が浅い生産者の経験不足を補うた
め水田センサが役立つ可能性も確認でき，「水田セン
サが大丈夫だと言ってくれているようだった」との発
言に象徴され，生産者の判断に対する自信につながっ
ていることがうかがえる。
⑦　モチベーション向上効果
　水管理省力化システムを利用した農業をすることで
「農業はかっこいいというイメージに変えられる」と
の声がある。農業のイメージが家業から職業に変わる
ことへの期待や，後継者や担い手不足解消への期待も
ある。

IV.　考 察

　水管理省力化システムが大規模稲作経営体にもたら
すさまざまな経営効果が確認できた。これらを整理す
ると，水管理作業時間の短縮といった短期的な効果の
ほかに，人材育成や収益力の向上といったデータの蓄
積に伴って得られる効果が期待できる。これらの効果
は，データの蓄積とともに段階的に発現すると考えら
れる（図-2）。
　地区ＢやＣでは経営者層に負担が集中しており，人
材育成の課題に直面している。経営規模を拡大してい
くと，経営者層の目が行き届く範囲で圃場を管理する
ことが困難になり，社員に任せるなど組織的なやり方
への転換が求められる。こうした課題を解決するため，
水管理省力化システムによってオペレータである作業
者は水管理作業を省力化できると同時に，現場の状況
を客観的に把握できる技術を身につけ，スキルアップ
を図ることができる。
　作業者が成長して現場をマネジメントする管理者に

図-2　�水管理省力化システムを起点とする人材成長のプロ
セス

仕事が
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作業が
仕事に！

人材成長

レベル

米栽培スペシャリスト
・作業適期の判断ができる
・トラブルの原因把握から対策までできる

水田観察スペシャリスト
・水管理で空いた時間を水田の観察に充て観察技術が向上
　（生育確認，病気・害虫観察，雑草対策，水田修繕）
・現場の状況を正しく管理者に報告して判断を仰ぐ
　（管理者はその報告に基づいて作業指示ができる）

作業者
・水管理作業を手順通りに行う（水位・水温チェック）
・給水栓を遠隔から操作する（見回りの省力化）

技術継承

水管理精緻化

省力化

時間

表-3　生育・収量調査結果

精玄
米重
kg/a

最高
茎数
本/m2

有効
茎歩
合
％

穂数
本/m2

一穂
籾数
粒/本

籾数
（×103

/m2）

登熟
歩合
％

千粒
重
g

タンパ
ク質含
有率
％

等級
（1～9）

実証 59.9 483 93.2 450 64.5 29.0 92.6 23.4 5.95 2.0
対照 51.2 534 74.3 397 61.7 24.5 92.5 22.9 5.77 2.0
注）　秋田県農業試験場研究成果より

35報文：水管理省力化システムによる大規模稲作経営体への効果

水土の知　88（ 9） 749



的確な報告ができれば，管理者は作業者が行った作業
を重ねて行う必要がなくなるなど，現場のマネジメン
トに注力して生産体制を強化することができる。生産
体制が盤石になれば，経営者はさらなる経営力向上に
向けて取り組むことが可能になる（図-3）。

V.　社会実装に向けて

　水管理省力化システムの機器の設置場所や作業手順
については，ヒアリング調査を通じて課題も確認され
た。地区Ｃでは，排水のトラブルが頻発する圃場にも
水田センサを設置したが，省力効果は限定的とのこと
だった。トラブルの発生を事前に察知するのには役
立ったものの，トラブルが発生したら圃場に赴いて対
処をするため，見回り回数は削減されなかった。その
一方で，同様のトラブルが発生する別の地区では，圃
場の特性が分かり管理方針を決めることができた。ま
た，地区Ｂでは，見回る必要のない圃場であると判断
しても見回りをしてしまうケースが確認された。他の
圃場を見回るルートに圃場があったため，従来の習慣
からつい足を運んでしまったということだった。
　前者のケースでは，経営体自体が導入目的を明確に
し，それに合わせて機器を配置することが必要である。
後者のケースでは，システムの活用を前提にした作業
手順の確認・実践が必要である。つまり，水管理省力
化システムは導入するだけで省力化につながるわけで
はなく，設置や運用により効果を高める可能性がある。
　上記の検証を行いながら，水管理省力化システム活
用による経営効果について，研究をさらに深めていく
予定である。

　本研究は，農研機構生研支援センターの革新的技術
開発・緊急展開事業（うち経営体強化プロジェクト）
「農業経営体とのサービスサイエンス型水管理作業分
析に基づく水管理省力化システムの低廉化と社会実装
へ向けた実証研究」（研究代表者：吉田智一）により
実施した成果である。
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（株）イプシ・マーケティング研究所など
を経て

2012年　（株）情報通信総合研究所
現在に至る

吉田　智一
1983年　農林水産省農業研究センター
1989年　生物系特定産業技術研究推進機構
1994年　農林水産省中国農業試験場
2011年　農研機構中央農業総合研究センター
2016年　同農業技術革新工学研究センター

現在に至る

島村　　博
1983年　日本マイクロデータ（株）
1990年　東海電工（株）
2004年　（株）イーラボ・エクスペリエンス

現在に至る

長利　　洋（正会員・CPD個人登録者）
1977年　農林水産省入省

（独）農村工学研究所などを経て
2010年　北里大学獣医学部
2017年　同大学獣医学部退職

現在に至る

図-3　人材成長による経営力向上のメカニズム

経営力アップ

・経営者は，強固な生産体制により，更なる高い経営目標
を掲げて経営を推進

・管理者は，水管理作業者からの報告に基づいて状況判断
と作業指示を行う（組織的に農作業を実施）

・管理者は，経営目標（品質向上，収量増大等）達成に向
けた取組みに注力

・水管理作業者は，水管理省力化システムで水管理作業
を省力化。省力化した時間を稲体の観察・水管理の精
緻化に充て，作業者から稲体観察のスペシャリスト，
さらには米栽培のスペシャリストに成長

水管理省力化システム活用

③収益増

②生産体制強化

①人材成長
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