
I.　は じ め に

　秋田県1）では，産地の競争力を高めるため，コスト
を削減し，安定した高品質米を生産するために大規模
経営体への農地集積を進めている。特に水田における
水管理作業は一筆ごとの管理で手作業となるため多大
な時間と労力を要しており，全作業時間の約3割2）を
占めている。県や JAでは，その年の気象変化に応じ
て水管理作業の指導や情報提供を行っているが，圃場
数が多く広域に分散している大規模稲作経営体では充
分な水管理作業ができず，一部では雑草の繁茂や米の
収量，品質の低下が問題となっている。
　秋田県は，高品質・良食味米を安定的に生産できる
技術として，秋田県農業試験場（以下，「秋田農試」
という）が開発した生育段階に応じて浅水管理と深水
管理を行う「分げつ発生抑制による高品質・良食味米
の安定生産技術」の普及展開を進めている。しかし，
大規模稲作経営体においては，前述の理由により普及
が進んでいない。大規模稲作経営体において高品質・
良食味米の安定生産や業務・加工用米の省力・低コス
ト安定多収生産を行うために，水管理自動化技術の開
発および普及実装の確立が求められている。
　本報では，水管理省力化システムを用いた，秋田県
内の大規模稲作経営体の圃場において，秋田農試が提
供する生産技術を実証した。そして，慣行水管理に比
べて高品質・良食味米の安定生産を実証したので報告
する。
　また，井上らは，すでに秋田県内の大規模稲作経営
体を対象に，水田センサと自動給水栓による水管理省
力化システムを設置し，システムが大規模稲作経営体
にもたらす経営効果や課題を報告している3）。経営効
果に新たな成果が得られたため，続いて報告する。

II.　調 査 概 要

1.　高品質・良食味米の安定生産技術の概要
　水稲栽培における水管理は，人為的に水位や水温を
変化させることで生育をコントロールする，除草剤の
効果を高める，気象による生育への影響を軽減させる
等により収量および品質に影響を与える重要な技術で
ある。地域では土壌条件や地域の水事情に応じた水管
理が実施されている。
　秋田農試では，あきたこまちの中苗移植栽培におい
て，「分げつ発生抑制による高品質・良食味米の安定
生産技術」を開発した。これは，主

しゅ

稈
かん

や分げつの次位・
節位の違いによって分げつの発生頻度や穂への有効化
率，着生粒の精玄米重，整粒歩合，タンパク質含有率
が異なることに着目している。栽培期間中の分げつ促
進のための浅水管理と 8.5～9.5 葉期ごろの水深 15 
cm程度の深水管理で無効分げつの発生を抑制する，
強勢茎を主体とした分げつ構成とする技術である（図
-1）。
2.　水管理省力化システムの概要
　水管理省力化システムは，低コスト水管理省力化シ
ステムの開発・普及コンソーシアムが実証のために試
作したものである。既報3）と重複するが概要は次のと
おりである。商用化されている水田センサと自動給水
栓（管水路整備地区のみ設置）を組み合わせて，水位・
水温の確認と給水・止水のオンオフをパソコンやモバ
イル端末により遠隔から一気通貫で行うことができ
る。これにより水管理を精緻にできるほか，圃場に赴
く回数・時間を削減し，農業生産者の圃場管理に係る
負担軽減を目指している。
3.　試験地区・調査方法

　（1）　高品質・良食味米安定生産技術の実証　秋田
農試では，「分げつ発生抑制による高品質・良食味米
の安定生産技術」の水管理を場内試験圃場（面積：
5 a）で，試作開発した水管理省力化システムを用い
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ながら実証し，利用方法を確立した。
　その後，秋田県において大規模稲作経営体の圃場で
実証試験を実施した。調査地区は地区Ａおよび地区Ｂ
である。試験方法として両地区とも，秋田農試が提案
する水管理を実証する実証区と，地区が慣行水管理を
する対照区を設定した。なお，対照区については，地
区の水管理担当者が，従来通り，栽培暦を参考に天気
や圃場，生育状況等を確認しながら，その都度自らが
判断して水管理を実施した。これに対して，実証区は
秋田農試の担当者が水稲の生育状況を判断しながら，
図-1に示した水管理に基づいて実施した。なお，圃
場面積は地区Ａが実証区，対照区とも 45 a，地区Ｂ
も同様に35 aである。
　水管理省力化システムの設置状況は，地区Ａは管水
路地区であるため水田センサと自動給水栓，地区Ｂは
開水路であるため水田センサを設置した。
　調査年は地区Ａは 2019 年，地区Ｂは 2017 年，
2018 年である。実証区，対照区の水稲の生育状況，
収量および玄米品質を調査した。
　（2）　経営効果の検証　2019年は，秋田県内の大規
模稲作経営体の4地区にて，機器を設置した圃場を対
象に水管理時間を計測した（表-1）。2017年に水管理
省力化システムを使わずに全圃場の水管理時間を計測
し，これを比較対象として 2019年の作業時間と 10 a
当たり作業時間の比較検討を行った。
　既報では 2018年に全圃場を対象に水管理時間を計
測して 2017年と比較したが，導入効果をより精緻に
把握するためこのような調査設計とした。併せて，経
営体の水管理作業に同行しての行動観察調査や，水管
理作業の問題点等に関するヒアリング調査を随時実施
した。

III.　調 査 結 果

1.　高品質・良食味米安定生産技術の実証効果
　栽培期間中の分げつ促進のための浅水管理，除草剤

処理の安定化や分げつ抑制のための深水管理等の目標
とする水深を水田センサで確認した。併せて，生育調
査を実施するとともに収量や玄米品質の向上効果を確
認した。
　地区Ｂの実証結果は既報で報告したように，精玄米
重は対照区の51.2 kg/aに対して実証区は59.9 kg/a，
玄米タンパク質含有率は対照区の 5.77％に対して実
証区は5.95％となり，収量，品質ともに向上した。
　2019 年に実施した地区Ａの圃場においても，精玄
米重は対照区の 52.1 kg/a に対して実証区は 57.0 
kg/a，玄米タンパク質含有率は対照区の6.3％に対し
て 6.1％となり，収量，品質ともに向上した（表-2）。
2.　経営効果

　水田センサと自動給水栓を設置すると，水位確認だ
け，または給水・止水作業を行うだけのために現地圃
場に行く必要がなくなることから，水管理作業に係る
時間が削減された。削減率は設置条件により差がある

表-1　試験概要4）

地区 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
面積 440 a 1,047 a 215 a 763 a
圃場数 18 枚 18 枚 14 枚 20 枚
設置箇所 全圃場 同社の管理圃場

のうち 1エリア
全体

社員 2名の
管理圃場

直播栽培を
行う全圃場

設置機器
　水田センサ
　自動給水栓

21 台
21 台

43 台 14 台 20 台

運用ルール ①水温，水位の確認（アプリ）
②給水・排水（アプリ，地区Ａのみ）
③水管理を行う圃場の決定
④圃場での水管理作業

圃場環境
経営面積 70 ha 70.6 ha 150 ha 50 ha
　うち水稲 40 ha 70.6 ha 62 ha 50 ha
圃場分布 1 km圏内

に集約
30 km圏内に分
散

6 km圏内
に分散

10 km圏内
に分散

用水路 管水路 開水路 開水路 開水路
水利条件 潤沢 一部不足 一部不足 一部不足

図-1　高品質・良食味米安定生産のための水管理体系4）
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が，10 a当たり 3～8割減少となり，水管理作業に係
る人件費削減効果は10 a当たり 133～3,114円と試算
した（表-3）。水田センサのみを設置した場合も省力
化効果は得られた。圃場が広域に分散する場合はそれ
だけ圃場間の移動時間も長くなる。そのため，圃場に
赴かなくなることでの時間削減効果は高くなる。地区
Ｂが水田センサのみの設置でも削減効果が高いのは，
そのためだと考えられる。
　その他の経営効果として，既報での報告内容に追加
して以下が挙げられる。
　（1）　ガソリン代の削減　水田までの移動には軽ト
ラックを使うが，移動距離・時間の削減に伴いガソリ
ン代も削減された。13 km圏内に分散する水田のうち
遠隔地エリアの 2カ所に設置した地区で試算したと
ころ，6月下旬の中干し前までに 1,776円の削減効果
を確認した注1）。
　（2）　除草作業の効率化　除草剤散布の際の適正な
水位確保につながり，除草効果が向上した。それによっ
て中後期の除草剤散布回数を減らすことができ，除草
剤の経費や除草にかかる稼働が削減された。除草剤散
布にかかる除草剤費用・作業時間の削減効果は 10 a
当たり 4,336円と試算した注2）。
　（3）　業務の効率化　水管理作業で削減した時間を
他の作業に充当することができる。削減した時間は「な
かなかできなかった稲の観察や雑草対策などの栽培管

理」，「体制整備などの経営業務」，「地域活動」に充て
たという声があった。出張先からスマートフォンを用
いて水管理作業をしたという，従来の働き方を変える
使い方も見られた。
　（4）　人材育成（栽培技術向上）　データの可視化
は，栽培技術の向上につながる気づき・こつを得る
きっかけになっている。既報で報告した圃場の特性把
握に加え，直播栽培における精緻な水管理の実践等も
確認された。

IV.　考 察

　水管理省力化システムを導入し，高品質・良食味米
安定生産技術の実践により得られる増収効果と作業時
間短縮効果から便益を試算したところ，10 a 当たり
14,000円程度となった（表-4）。
　地区Ａと地区Ｂでは，水管理作業の所要時間がいず
れも 8割程度の削減率になったものの，金額は 10 a
当たり 1,278円，3,114円と開きがある。圃場面積が
大きく（あるいは圃場数が多く），かつ分散するほど
水管理作業にかかる時間が長くなる。そのため，地区
Ｂでは削減される時間は地区Ａよりも大きくなり，よ
り大きなコスト削減効果が得られたと考えられる。そ
のため，冒頭で紹介した圃場数が多く広域に分散して
充分な水管理ができない経営体においては，水管理省
力化システムを活用することで，水管理の負担を減ら
しながら高品質・良食味米安定生産技術を実践できる
可能性がある。
　また，便益は，農業経営体が費用対効果を検証する
材料となり得る。便益が大きいほど普及は容易になる
が，それにはデータの蓄積が重要になる。
　実証研究に参加した大規模稲作経営体の中には，得
られたデータから生育のメカニズムを解明して高収量
の栽培技術確立に向けた研究を始めたり，蓄積した
データを社員教育に活用したいという経営者もいる。

表-2　 収量・最高茎数・有効茎歩合・収量構成要素・玄
米タンパク（地区Ａ，2019 年）4）

試験区
有効茎
歩合
％

精玄
米重
kg/a

穂数

本/m2

一穂
粒数
粒/本

登熟
歩合
％

千粒量

ｇ

タンパク
質含有率
％

等級

（1～9）
実証
対照

88.6
81.6

57.0
52.1

405
345

64.9
69.1

94.5
92.1

22.9
22.8

6.1
6.3

1.0
1.0

表-3　水管理省力化事例4）

地区
（10 a 当たり） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

作業時間
　2017 年
　2019 年

58 分
10 分

137 分
20 分

45 分
28 分

15 分
10 分

削減率 82.8％ 85.4％ 37.8％ 33.3％
削減額 1,278 円 3,114 円 452 円 133 円
・ 地区Ｄの 2017 年水管理作業時間は実測値ではなくヒア
リングベースで把握した時間であるため，参考程度とす
る。

・ 「削減額」は水管理削減時間×時間単価により算出。時
間単価は農業経営統計調査～米生産費（組織法人経営）2）
から 1,597 円とした。

表-4　時間削減効果と増収効果による便益試算

地区（10 a 当たり） Ａ Ｂ

水管理作業
所要時間（分） 対照

実証
58
10

137
20

削減率（％） 82.8 85.4
削減額（円） 1,278 3,114

水稲玄米収量
（kg/10 a）

対照
実証
増収

521
570
49

519
557
38

増収率（％） 9.4 7.3
増収額（円） 12,935 9,992

便益額（円） 14,213 13,106
・設置機器：地区Ａは水田センサと自動給水栓，地区Ｂ
は水田センサのみ。

注 1）　ガソリン価格 140 円/ℓ，1 km当たり 12 円として算出した。
注 2） 　10 a 当たり削減金額＝10 a 当たり除草時間：1.4 時間×10 a 当た

り時間単価：1,597 円＋除草剤金額 2,100 円。除草時間は農薬工業
会 5）資料から適用。除草剤は，中・後期除草剤を想定。除草剤の種
類や購入店舗により金額は異なる。
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このような動きを踏まえて大規模稲作経営体が享受し
得る経営効果を整理すると，省力化やコスト削減は短
期的に得られる効果であり，データの蓄積に伴って人
材育成や収益力の向上といった効果が期待できる。そ
してこれらの経営効果は，段階的に発現していくもの
であり，便益もそれとともに拡大していくと考えられる。

V.　お わ り に

　高品質・良食味米安定生産のための水管理において
は，生育状況・生育ステージを正確に把握する必要が
ある。しかし，圃場すべてに対しては困難である。ド
ローンによるリモートセンシングの組合せや定点カメ
ラ等で生育ステージ，草丈や茎数等の生育量を簡便に
かつリアルタイムで確認できる機能などを水管理省力
化システムに実装できれば，生産者は技術を実践しや
すくなる。また，生育期間を通して水管理の完全自動
化への可能性も広がり，さらなる技術の発展と普及に
つながる。
　経営力のある大規模稲作経営体が産地内に増えれば
産地力も高まるため，水管理省力化システムがその一
助となるためには，経営体の経営力向上に資する機能
とともに，産地の発展に寄与する機能を付加していく
ことが有効である。米のマーケティングやブランド化
による産地戦略推進には，行政や研究者，JA等のさ
まざまなステークホルダーが連携して推進している。
このような機能を水管理省力化システムに実装してい
くことで，栽培から流通まで一気通貫でつなぐデータ
ドリブンな農業が実現していくと考えられる。
　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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