
ICTほ場水管理システム
「WATARAS（ワタラス）」
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本システムは、研究開発国家プロジェクトである 「戦略的イノベーション創
造プログラム」（略称SIP）の 「次世代農林水産業創造技術」によって

“農業・食品産業技術総合研究機構” （農研機構）が 中心となって
開発した技術です。

「STI for SDGs」アワードは、科学技術イノベーション（Science，Technology and 

Innovation：STI）を用いて社会課題を解決する地域における優れた取り組みを表彰するも
ので、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が令和元年度に創設した賞です。

WATARASを活用した農研機構の取り組み

「 ICTを活用した水田管理で地域の水利用を
最適化」が

令和3年度「STI for SDGs」アワードの優秀賞
を受賞いたしました。
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開発の背景

水稲作における水管理作業の現状（課題）
 農家人口の減少に伴い、少人数で多くの農地を管理するため、機械化さ

れていない水管理は大きな負担

 大規模経営体では、複数の品種、作期、栽培方法などを組み合わせる
ため、水管理の複雑化と労力増大が懸念
 利用集積した圃場の分散により移動時間がかかる

 圃場の大区画化により入排水時間が長くなる

 不慣れな圃場では、水田の特性が掴みきれず非熟練者による管理が困難

水管理を省力化し、さらに高品質で安定的な生産が行える、
きめ細やかで緻密な水管理が出来るシステムが必要

出典：食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会報告 「農業水利について」 （農林水産省）
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直接通信（LTE-M）型
通信集約（LoRa）型

の違い（動画）

システム概要・操作例・
導入メリット
（動画）

https://agriculture.kubota.co.jp/product/kanren/wataras/movie.html
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システム概要

給水口（バルブ・ゲート）と排水口の施設の両方または片方に、通信機能付きの電動モータ駆
動装置（電動アクチュエータ）および水位水温計を設置し、計測値に基づいて、遠隔操作また
は自動で給水・排水の制御を行うことができます。

操作時は、スマートフォンから出した制御命令が、クラウドサーバを経由して、ほ場に設置した電
動アクチュエータに送信されます。また、電動アクチュエータと水位水温計のデータがクラウドサーバ
に送信保存され、水位、水温、バルブ・ゲートの開度など、水管理の履歴をグラフで確認すること
ができます。
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電動アクチュエータ 設置例

パイプライン（バルブ）

バッテリー 12V5Ah
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電動アクチュエータ 設置例

開水路（給水桝＋ゲート）
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電動アクチュエータ 設置例

開水路（ゲート）
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電動アクチュエータ 設置例

排水口（落水桝＋ゲート）



10

通信中継機（LoRa型で使用） 設置例
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通信集約（LoRa）型

通信集約（LoRa）型は、ほ場の給水側や排水側に取り付けた電動アクチュエ
ータ（LoRa型）と近隣の建屋などに設置された通信中継機を無線で接続。クラ
ウドサーバを通じて、スマートフォンやパソコンで制御を行います。

通信中継機1台で、電動アクチュエータ（LoRa型）を標準で40台まで（給水・
排水設置数量の合計）、無線ボックスを追加することで最大80台まで接続でき
、経済性が高く、多くのほ場を管理する場合に適しています。

電動アクチュエータと通信中
継機の通信できる距離は

障害物などを考慮した推奨
距離は1 ～ 2㎞、良好な
条件下で5㎞です。



12

直接通信（LTE-M）型

直接通信（LTE-M）型は、携帯通信網を使ってクラウドサーバと直接通信を行う
ため、通信中継機を必要としません。

離れた場所にある少数のほ場や、LoRa無線が届きにくい中山間地のほ場、実証
で設置する場合等に１台からでも導入しやすくなりました。

特長

通信中継機、100V電源、
高所設置作業が不要です。

通信集約（LoRa）型と併
用可能で、同じ画面で操作
できます。

 LoRa型と比較して、障害物
やノイズの影響を受けにくく、
通信品質が安定します。
携帯電話LTE通信エリアであ
れば、無線が届きにくい条件
のほ場でも設置が可能です。



13

直接通信（LTE-M）型

通信集約（LoRa）型と
直接通信（LTE-M）型
の使い分け
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導入生産者さん・普及指導員さんの声（動画）

https://agriculture.kubota.co.jp/product/kanren/wataras/customers_voice.html
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お客様の声①

水管理に費やしていた時間を他の作業へあてられる［省力化］
「見回りに費やしていた時間を草刈りや追肥など、次の作業にあてられるのが
最大のメリット。」

「スマートフォンで水位を常に確認できるので、日々の見回り作業が不要にな
った。」

「これから高齢化に伴って動いてもらえる人が少なくなっていくというのが目に見
えている。WATARASは、事務所の中でコントロールもできるし、集中管理が
できるので助かったという思いです。」

熟練者と同じ水管理ができる［データ活用］
「新規就農者で「次はヒノヒカリを作ってみます」というような初心者がいても、
いつどのタイミングで水を入れればいいのか分からないと思うのですけど、
WATARASではプログラム（スケジュール運転）が組めますから新規就農者
にこのデータを渡してあげれば、長年やってるプロの農業が１年目からできると
いうことになります。」
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お客様の声②

高品質・高収量化につながる［緻密化］
「このシステムの最大のメリットは“収量をアップできる”ということです。私自身も
驚いたのですが、適期にしっかりと水管理ができることで、1反あたり120 kg～
140kgの収量アップが図れ、ほ場あたり12万円～13万円の収益増につなが
っています。費用対効果は非常に高いですね。兼業農家の方は農業外の仕
事も忙しいので、水管理が遅れがちでしたが、その問題もクリアになりました」

「WATARASは24時間動いています。昼夜問わずに動かせます。代かき時に
、なかなか水が入らないほ場であっても朝8時に来て代かきができる。計画通
りに物事が運んでいくというのが、これはホントに凄く良いです。」

「WATARASが付いたほ場は全て直播に切り替えています。直播というのは、
水管理が非常に大事になってきます。（中略）WATARASはひたすら設定
した水位に持っていけますから、直播が簡単にできる。」

「ジャンボタニシ対策としても有効。浅水管理をすることでジャンボタニシの移
動を抑えることが出来るので食害対策になる。」
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導入効果と導入メリット

引用：鈴木,若杉(2018),農業農村工学会論文集,No.307(86-2)
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導入効果

実ほ場での実証試験結果 【農研機構】

システムを導入した圃場では

水管理労力 72～97％削減（平均87％の削減）
水稲収量比 100～112％（平均106％）

水管理労力 水稲収量

引用：*1鈴木ら(2018),農業農村工学会誌,86（12)／*2鈴木ら(2020),農業農村工学会誌,88(10)

87％DOWN

6％UP
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導入メリット①

【軽労】 水管理労力を低減
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導入メリット②

【安全】夜間・早朝でもタイマー設定した時間に給水
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導入メリット③

【節水】 用水を効率的に活用
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導入メリット④

【スケジュール化】 稲作ごよみ同様の水管理計画を事前に設定
直播栽培や複数品種の栽培による作期分散などにより水管理が複雑化してい
ます。「スケジュール運転」制御では、品種別に稲作ごよみ同様の水管理スケジ
ュールを登録することが可能です。電動アクチュエータ（ほ場）毎に適切なスケジ
ュールを選択して、間違うことなく、自動で水管理ができます。
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導入メリット⑤

【見える化】 水管理・気象予報の履歴をデータ化
米の品質向上や営農計画の判断材料として、水位・水温などの水管理の履歴
を気象データ（（株）ハレックス提供1㎞メッシュ気象予報）と一緒に確認でき
ます。設定水位、計測水位・水温等のグラフ表示データはダウンロードできます。
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WATARASの特長

サーバーシステムの特長

①充実した制御機能

②ほ場データを把握できる表示機能

③ほ場の状況把握のためのサポート機能

アクチュエータの特長

①ギア付モータにより、各社・各種バルブ（サイズ・種類）

のトルクに合わせて設置できます

②詰まりに対してリトライ機能があります

③長寿命、部品交換により10年以上ご利用頂けます
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ｼｽﾃﾑ特長③-1 ほ場状況把握 サポート機能

ほ場の水管理状況をわかりやすく表示（2020）
マップ上で、ほ場の位置を確認できるほか、エラー発生時には、位置、状況お
よび対処方法の確認が可能です。
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ｼｽﾃﾑ特長③-2 ほ場状況把握 サポート機能

エラーの発生をメールで通知（2020･2021）
ほ場の機器に関連したエラーの発生を、登録したメールアドレス（最大5件）
に通知します。
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ｼｽﾃﾑ特長③-3 ほ場状況把握 サポート機能

履歴データをダウンロード（2021）
グラフ表示している水位・水温等のほ場水管理データをダウンロードできるほか
、操作・エラー履歴データ（CSV）のダウンロード機能により、不具合内容の
検証が可能です。
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ｱｸﾁｭｴｰﾀ特長① 各種バルブに設置できます
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操作方法

Webブラウザでログイン
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「WATARAS」補償制度（動産総合保険）

補償制度（有償）をご用意しています
本補償制度の対象となるほ場水管理システムは、クボタケミックス製且つクボ
タの販売店で購入された機器に限ります。

補償の種類と概要

「水災（注意：津波は含まれません）による機器の水没が原因で故障したとき
」、「衝突や接触等により機器が破損したとき」、「機器が盗難されたとき」など不
測かつ突発的な事故によって生じた損害を補償します。

※お支払できないケースがございますので、概要は「補償制度ご加入のご案内」
資料をご確認ください。

お申込み方法
本補償制度に加入希望の方は、「補償制度加入希望票」に必要事項をご記
入の上、クボタ総合保険サービス㈱までFAXをお願い致します。FAXを受領した
後、"動産総合保険"の商品パンフレットと共に申込書類一式を郵送致します。
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サポート体制

WATARASを安心して末永くお使いいただけるよう部品供給体制を
整えています。

また、消耗部品や補修部品の交換、操作等でご不明な点が生じた
際にサポートすることが出来るように、全国に展開しているクボタ農業
機械取扱店と連携を図っています。
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ＫＳＩＳ×ＷＡＴＡＲＡＳ

KSISでは、揚水機場、用水路、排水機場などの農業水利施設の監視制御が
行えます。WATARASで得たほ場用水需要に応じて揚水機場のポンプを適切に
運転する事で、農業用水の節水、揚水機場の省エネ運転を実現します。

また、気象予測データと連携し、排水機場、ほ場排水を総合管理する事でスマー
ト田んぼダムの一斉操作を可能にします。
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［KSIS連携］スマート田んぼダムの取り組み

農林水産省では、近年多発する豪雨災害から地域を守るため、自動給排水栓に
よる遠隔操作で豪雨前に水田の一斉落水、豪雨中の貯留・流出抑制を行う
「スマート田んぼダム実証事業」を創設し、その防災上の効果を実証いたしました。

令和3年度スマート田んぼダム実証事業では、全国８地区にWATARASが導入
されました。



34

ＫＳＡＳ×ＷＡＴＡＲＡＳ

ＫＳＡＳでは、作業日誌や収量品質結果データに基づき、翌年の施肥
設計や営農改善を検討することができます。

ＷＡＴＡＲＡＳのデータ（水位・水温）を連携させることにより、収量の
増大、品質向上、農作業の効率化を目指します。



ほ場水管理システム「WATARAS」

ご検討を頂けましたら幸いです


