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別表 ２

技術開発の代表事例の目標

事 項 研究課題事例 技術開発の現状 ５年後の目標

(1)農地の大区画化・汎用 ・多様な用水条件にある ・一部の地域で地下水 ・地域特性に応じた

化等による農業の体質 農地に適した栽培計画 位制御システムにお 大豆・水稲の地下

強化 を支援するための転作 ける大豆・水稲の用 かんがい用水計画

イ 戦略作物等の生産拡大 及び水稲作時における 水需要特性が解明さ を策定し、多様な

のための水田の汎用化 地下水位制御システム れているが、気象条 土壌、気象条件に

に資する技術 の用水需要量の解明 件等の地域特性の違 適用可能な地下水

【地下水位制御システ いが用水需要に及ぼ 位制御システムを

ムによる大豆・麦（転 す影響評価が未確立。 確立。

作含む）の地下かんが

い排水技術】

・地下水位制御システム ・温暖な地域において ・各種暗渠疎水材の

の持続性向上のための は、代表的な暗渠疎 耐久性を評価し、

地域特性に見合った耐 水材であるモミガラ 温暖な地域におけ

久性資材の検討 の耐久性が低いこと る耐久性の高い暗

が明らかにされてお 渠疎水材を提案。

り、耐久性の高い疎

水材が必要。

(2)農地・水等の生産資源 ・既設農業水利コンクリ ・農業水利施設の補修 ・開水路における各

の適切な保全管理と有 ート構造物の劣化メカ ・補強対策時期の選 種劣化メカニズム

効利用による食料供給 ニズムの解明と高精度 定には、主として過 に着目した定量的

力の強化 な劣化予測手法の開発 去の機能診断調査に な劣化予測及び構

ア 農業水利施設の戦略的 おける定性評価の結 造安全性評価手法

な保全管理に資する技 果を基に作成した標 を開発。

術 準劣化曲線が用いら

れており、劣化予測

の精度が不十分。

・既設農業水利コンクリ ・水利施設の補修対策 ・各種表面被覆材の

ート構造物の劣化予測 として様々な表面被 劣化予測を踏まえ

を踏まえた補修設計技 覆工法が開発されて た補修の計画及び

術の開発及び設計技術 はいるが、明確な設 設計技術の体系を

マニュアルの作成 計法が未確立。 開発。
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・トライボロジーを活用 ・発電所、下水道分野 ・農業用揚排水機に

した農業用揚排水機の での適用性は確認さ おける劣化の特徴

機能診断技術の開発 れているが、農業用 を分類・整理し、

揚排水機を対象とし 簡易機能診断装置

た潤滑油分析診断技 を開発。

術の有効性が未実証。

・農業水利システムの水 ・既存の水利システム ・農業水利システム

利用機能診断ツールの における用水配分等 全体の水利用性能

開発 の水利用性能を評価 を示す用水不足量

【水路の水利システム全 した結果を可視的に や到達遅れ時間を

体の水利用機能の性能 明示する手法が未確 水理計算とGISを用

を可視化した用排水系 立。 いて可視的に明示

統図の作成手法】 する手法を開発。

・管路更正工法の性能規 ・不とう性管（鉄筋コ ・照査可能な性能項

定化における照査技術 ンクリート管）にお 目を規定するとと

の開発 ける管路更正工法の もに、工法横断的

保有すべき材料・工 な評価試験などを

法の性能と照査可能 通じて性能照査型

な性能項目について 設計における照査

検討に着手。 技術を開発。

・既設管の残存強度を考 ・管路更正工法を適用 ・管路更正工法を適

慮した管路更生の設計 する場合において、 用した場合の既設

手法の開発 既設管の劣化度及び 管、地盤との相互

管に作用する荷重条 作用を解明し、管

件が更正管の挙動に 路更正工法の設計

及ぼす影響評価手法 手法を確立。

が未確立。

(3)被災地域の災害に強い ・減災・防災機能を備え ・ジオテキスタイルを ・越流を許容し粘り

新たな食料供給基地と た農業用施設による津 用いたため池の盛土 強い盛土工法によ

しての再生・復興 波被害軽減効果の検証 の補強技術について って防潮堤、農道

ア 農地や農業水利施設等 【設計条件を超える津 は開発し、被災した 等を築造する技術

の迅速な復旧に資する 波に対して機能低下が 防潮堤等へ適用する の設計・施工手法

技術 少ない海岸堤防の整備 ための設計手法と施 を確立。

技術】 工手法について検討
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を開始。

・地下水位制御システム ・津波被災農地におけ ・地下かんがいシス

による塩害被害軽減効 る塩害抑制として地 テムの導入がほ場

果の検証 下かんがいシステム 内の塩分の移動特

【津波被災農地の立地 の適用を開始。 性に及ぼす影響を

条件及び塩害の状況に 解明し、恒常的に

応じた除塩技術】 塩害被害を低減す

る汎用化水田の整

備技術を開発。

ウ 被災集落の復興整備に ・地理情報可視化技術を ・３次元GISによる地理 ・３次元GIS技術を用

資する技術 活用した合意形成手法 可視化技術について い、被災地域にお

の適用 は実用化されており， いて農業用施設（農

【津波被災地域の復興 復興計画づくりにお 地・農道等）が復

計画づくりを支援する ける合意形成への適 旧した場合の景観

ための景観シミュレー 用を開始。 映像作成技術を開

ション等を活用した住 発し、景観シミュ

民の合意形成手法】 レーションを活用

したワークショッ

プ形式による復興

計画づくりにおけ

る合意形成手法を

構築。

・災害時の被害を低減さ ・津波による沿岸部の ・津波浸水域シミュ

せるような減災・防災 浸水域をシミュレー レーション手法を

技術の検討と施設機能 ションする手法につ 用い、被災地域に

強化技術の検証 いて開発し、被災し おける湛水被害か

た排水システムの復 らの早期の復旧に

旧への適用に向けた 向けた排水計画（排

検討を開始。 水ポンプ等の容量

や配置）を樹立し、

被災地域の合理的

な排水計画を立案

する手法を開発。

(4)ハード・ソフト一体と ・ベントナイト系遮水マ ・ため池の新設時、改 ・遮水マットの法面

なった総合的な災害対 ットを用いたため池等 修時に遮水材として 部における挙動を
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策の推進による災害に 農業水利施設の遮水技 使用されるベントナ 明確にし、安定性

強い農村社会の形成 術 イト系遮水マットに に対する評価を実

ア 農地防災対策の総合的 ついて、法面部での 施。

な推進に資する技術 使用する際に覆土材

料の剥落やマット自

身の滑りが懸念され

ており、安定性に課

題。

イ ハザードマップ等の ・ため池データベースハ ・ため池の防災情報を ・現行のシステムに

ソフト対策を組み合わ ザードマップと水土里 リアルタイムで提供 詳細な地形情報（区

せた防災・減災対策の 情報との連携による実 するシステムは開発 画単位の細かい地

推進に資する技術 用度の高いハザードマ 済みであり、詳細な 形図、地目毎の粗

ップの作成 地形情報等との統合 度係数など）や破

【ため池の被災危険度 に向けた検討を開始。 堤条件（破堤位置

や氾濫予測などの防災 など）を考慮し、

情報をリアルタイムで 現地において実用

提供する情報配信シス 度の高いハザード

テム】 マップ作成手法を

構築。

ウ 土地改良施設の耐震 ・パイプラインの基礎材 ・基礎材料の細粒分含 ・細粒分含有率の異

強化や津波対策に資す 料の液状化に対する危 有率の違いが液状化 なる基礎材料の液

る技術 険度評価手法の開発 特性に及ぼす影響に 状化に対する危険

ついて未解明。 度の評価手法を開

発。

・ため池の簡易耐震性能 ・ため池の耐震性の照 ・老朽ため池の地震

照査技術の開発 査技術については、 時挙動を表すコン

震度法に基づく簡易 トロールモデルを

な評価手法から堤体 整備し、各種解析

の破壊を考慮した弾 手法による照査技

塑性応答解析まで様 術の適用性の検証

々手法があるが、こ を進め、地震動の

れらの各種解析手法 規模や堤体材料の

に対する適用限界や 特性を適切に反映

解析結果に対する定 することのできる

量的な性能評価が未 技術を確立。

確立。
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(5)農地の整備、安定的な ・地下ダムや淡水レンズ ・気候温暖化に伴う海 ・農業用地下ダムや

水利システムの維持や に与える温暖化影響評 面上昇が農業用地下 淡水レンズにおけ

農村環境の保全等によ 価と対策技術の開発 ダムや淡水レンズの る塩淡境界の上昇

る農業・農村の多面的 塩水化に及ぼす影響 の予測手法とその

機能の発揮 が未解明。 緩和手法を開発。

ア 地域農業の変化に対

応する用排水のリスク ・温暖化に対応した低平 ・高潮モデルや排水解 ・高潮氾濫モデルの

評価及び運用管理手法 農地・海岸域における 析モデルの開発はそ 高度化により、将

の開発に資する技術 施設計画・管理方式の れぞれに行われてお 来の気圧低下や洪

提案 り、モデルの統合に 水規模の増大によ

よって、高潮・洪水 る低平農地や沿岸

が沿岸部・低平農地 部の排水施設の災

に及ぼす影響の評価 害危険度に及ぼす

が必要。 影響を評価し、気

候変動に対応した

低平農地・海岸域

における施設計画

・管理方式を策定。

イ 地球温暖化の影響評価 ・流域水循環及び広域用 ・気候変動が流域の農 ・流域の水循環を再

と対応に資する技術 排水管理への温暖化影 業用水利用に与える 現するモデルと将

響の評価手法の開発 影響を定量的に評価 来的な気候変化を

【気候変動が流域の農 する手法が開発され 再現するモデルを

業用水の水利用に与え ているが、大規模な 結合することによ

る影響を定量的に評価 洪水や渇水に対する り、将来の温暖化

する手法】 流域管理モデルが必 気候下における水

要。 田農業の用水不足

や洪水発生などの

自然災害危険度の

予測を行う手法を

開発。

・高温障害対策としての ・水稲の高温障害対策 ・水田における用水

用水管理手法の開発 に関して、用水管理 管理手法（掛け流

の観点からの検討が しかんがい、飽水

不十分。 管理等）が水温や

用水需要に及ぼす

影響を明らかにし、
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地区レベルの用水

供給可能量を考慮

した用水管理によ

る高温障害対策手

法を確立。

(6)地域の主体性・協働力 ・イベントや寄合等の活 ・農村協働力の形成が ・イベントや寄合等

を活かした地域資源の 動を通じた農村協働力 水利施設の保全管理 の活動が農村協働

適切な保全管理・整備 の形成に及ぼす影響の 等を促進する上で重 力の形成に及ぼす

ア 地域が主体となった 定量的把握 要であることは明ら 影響を定量的に把

地域資源の保全管理に 【地域住民が水路の維 かにされているが、 握し、水利施設の

資する技術 持管理活動に参加する 農地・水保全管理支 保全活動等を促進

意識を地域固有の要素 払交付金によるイベ する上で重要とな

から分析する手法】 ントや寄合等の活動 る農村協働力の形

を持続的に行うため 成のための効果的

の有効な手法が確立 な活動を検証。

されていない。

・地域が主体となった農 ・集落等の活動組織 ・３次元GISによる地

地、農業用水や地域環 が水利施設の長寿命 理可視化技術を活

境を守る取組を支援す 化対策を行う上で重 用し、集落組織な

るためのGISを活用し 要な施設の補修履歴 どによる水利施設

た地域資源情報共有シ や位置など体系的な の補修履歴や位置

ステムの構築 資源情報管理を行う 情報などの管理・

【地域住民が施設の点 ための簡易な手法が 共有を可能とする

検・補修履歴情報や景 未確立。 簡易な地域資源情

観・生物生息分布情報 報管理システムを

を利用した農地・水保 開発。

全管理活動を容易に進

める情報共有システ

ム】

(7)小水力発電等の自立・ ・未利用小規模水力の変 ・これまでに開発され ・土木工事を伴わず

分散型エネルギーシス 換技術の開発 た小水力発電装置は に設置可能な小規

テムへの移行と美しい 【緩勾配水路における 数百kW以上を対象と 模・高効率な水力

農村環境の再生・創造 流水エネルギーを利用 しており、現在未利 用の水車・ポンプ

ア 小水力発電など農業水 した効率の高い発電水 用となっている数～ を開発。

利施設等を活用した再 車】 数十kWの水力を対象

生可能エネルギーの導 とした装置の開発は
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入促進に資する技術 少ない。

・農業水利施設への小規 ・農業用水路の設計時 ・複数の型式の水車

模水力の導入技術の開 には、発電を目的と の特性と勾配や流

発 した水車の導入は考 水量変動等の水路

慮されていないため、 特性並びに水路の

通水機能阻害の観点 通水阻害等の水理

から水車導入の可否 特性を考慮した最

を判定するための条 適設計法を開発。

件が未解明。

・小規模水力エネルギー ・経済効率の高い揚水 ・小規模水力による

の利活用手法の開発 メカニカルポンプの 電力を効率的に利

導入条件が未解明。 用するための揚水

メカニカルポンプ

の適用手法を確立。

・用水路等における農業 ・冬期の気温低下が大 ・水熱源ヒートポン

用水の熱エネルギーを きい東日本地域では、 プに蓄熱槽を組み

活用したヒートポンプ 水熱源ヒートポンプ 合わせることで、

システムの開発 の方が空気熱源ヒー 温室において効率

トポンプよりも暖房 よく暖房・冷房を

効率が高くなること 行うことができる

を確認しているが、 システムを開発。

温室内の気温制御に

適したシステム設計

や工法が未確立。

研究課題事例の【 】は本文に掲載された事例の名称を示す。


