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節水・節電のための圃場と用水機場が連携した
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低平地の水田配水ブロックにおいて設置されている

中小の用水機場は,必要揚程を補うための加圧や,排

水路からの反御K利用のために多数設置されており,

施設管理費に占める運用労力と電気料は土地改良区の

大きな負担となっているD。この電気料増大の原因と

して,電気料金の高騰もあるが,多くの用水機場では

圃場の水需要が反映されておらず,需要量が少ない場

合には多くの余水が生じる掛流しとなっているにもか

かわらず,日中は常時連続運転していることがあげら

れる。末端の水需要との連携不足の問題は,余乗1負荷

(締切り運転など)によるパイプラインの破損などの

安全性にもつながる。

これらの問題に対し,現在,用水機場にインバータ

を設置することで,ポンプ回転数を制御して電気料の

削減に取り組む事例が増えている。さらに,今後,情

報通信技術を活用し,担い手レベルで行う末端給水栓

の水管理(需要側)と,土地改良区が管理する用水機

場の運転管理(供給側)の連携によるポンプ濯瀛地区

の監視・制御が可能になれぱ,掛流しを許容する常時

運転の防止による電気料の削減のほか,用水機場や圃

場水管理の管理労力の削減,さらにパイプラインの安

全性向上,節水などの効果も期待できる。

以上の背景のもと,本報では節水・節電のための圃

場と用水機場が連携した涯瀛配水システムの構築状況

を報告する。まずポンプ涯瀛地区において実際の管理

状況や電気料の状況を現地の聞取り調査や運用調査よ

り明らかにする。そして用水の有効利用や節水・節電

を実現可能なポンプ直送式の配水システムの技術的問

題を提示する。さらに,プラントやインフラ施設の遠

隔監視・制御を行うための最新の情報通信技術のう

ち,低コストであり,かつ汎用機器との通信性に優れ

るSCADAを導入した,末端給水栓と用水機場の管
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理の連携を簡易にかつ拡張性高く構築できる涯瀛配水

の監視制御システムを提案する。そして本システムを

実装した水理実尉莫型に関し,システム構築の簡便性

や制御運転のりアルタイムでの運用性を把握し,現地

適用の有効性について報告する。

Ⅱ.用水機場の管理状況

1つの用水機場の涯瀛面積がおおむね5~50haの

中小規模の103力所の用水機場が設置されている(濯

瀛面積釘oha の機場も含む),受益面積4,033ha の

士地改良区において利用状況の調査を行った。設置さ

れている用水機場の大半がポンプ直送方式であった。

写真一1 に本士地改良区管内における約15haを涯瀛

するポンプ直送方式の用水機場の一例を示す。'士地改

良区全体では各ポンプ場の最大出力の合計で5,600

kWを使用し,年間で1億円以上の電気料金の負担が

あり,機場1力所当たりに換算すると60~100万円の

負担になる。また大多数の用水機場は手動で操作され

ており,給水しない圃場が多い場合の配管への過剰な

負荷の防止や涯沈上量の調整のため,管内の圧力計を

目視しながらバルブの開度を調整する労力の負担が問

題となっていた。また,日中は連続運転によって一定

流量を送水して掛流し濯瀛をしている機場が多い(約

12時間)。このため末端水管理や用水需要に応じたポ

ンプ運転制御が実現できれぱ,ポンプ場の操作労力の

軽減と電気料の削減に貢献できると考えられる。

写真一1とは異なる士地改良区管内の約5haを涯瀛

するポンプ場(写真一2)において,ポンプの運転状況

を調査した(図・1)。涯瀛期間中はほぼ毎日用水ポン

プを朝方6~8時に起動し,17~18時に停止し,約10

時間運転を継続していた。ポンプはON/OFF制御の

みであり,圃場の給水栓の開度にかかわらず出力負荷

は一定であるため,小規模ではあっても,末端水需要

に応じてポンプ運転制御が実現できれぱ,電気料の削

キ4《,,ド節電,用水機場, SCADA, PLC.水管理システ
ム,節水
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効率的なポンプ運転が行われている。それに対して末

端の中小規模の用水機場の多くは,手動で操作管理さ

れており,その労力は多大である。しかし, PLC は

オープン(公開)プロトコルであり,監視制御システ'了
^

ムとの統合機能を有しているため, PLCが導入され

ている機場では,今後はかなり低コスト化,小型化,

軽装化されたTC/TM (テレコントロール/テレメー

タ)を構築できる可能性がある。このような配水シス

テムでは節水・節電も可能となる。

Ⅲ.ポンプ直送方式の配水システムの提案

図一2にポンプ直送方式における今後の配水形式を

提案する。小規模な涯瀛地区であれば直接末端バルブ

絲合水栓)まで送水するが,50ha以上の中規模の配水

地区においては制水弁,あるいは仕切り弁など支線バ

ルプが中間に設置されている。このバルブの多くは維

持管理用であるが,圃区もしくは農区ごとの口ーテー

ション濯瀛などへの活用が期待されているものもあ

る。現在,こうした支線バルブは現地の水管理者によ

る経験により手動で操作されているのが実態である。

今後このような地区に自動水管理システムを導入する

場合には,卦泉バルブを有効に活用することで,均等

な水配分や節水,節電効果が期待できる。
00

図・3には図一2の濯瀛地区における,破線で示す実

際の濯水率(当日に涯水する圃場の.中でその時刻に濯

水している圃場の割合)に応じたポンプ制御の理想的

な運転制御の概念を示す(実線)。江崎らのの過去の調

写真・1 ポンプ直送方式の用水機場
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写真一2 調査を行った反復水利用のための用水ポンプ
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図一1 用水ポンプの管理状況(写真一2のポンプ場)

減効果はかなり大きい。また,ポンプの手動管理にお

いては,ポンプの起動,あるいは停止後に,地灰内の

末端給水栓の開度や配水状況を約20分程度の見回り

点検を行っており管理労力が生じていた。

写真一1の用水機場を運用する士地改良区管内には,

既設のポンプ制御盤に PLC (programmable Logic
Contr011er:入出力部を介して各種装置を制御するコ

ントローラーで,制御内容を記憶するメモリを内蔵し

ているため設備の小規模化が可能になる)とインバー

タを導入してポンプ回転数制御を行い,節電のための

工夫がなされている用水機場もみられた。しかし,現

状では末端水管理に対応した制御ではなく,用水機場

における圧力計を目視しながら回転数を手動で制御し

ている状況である。

国営・県営事業規模の大規模な用水機場において

は,水管理制御システムが整備され,ポンプの稼働状

況や卿大槽および吐フ大槽の水位の監視,ポンプの運転

台数や回転数の制御,データ収集管理を行っており,

00
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図一3 圃場とポンプ場が連携した配水制御の概念
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ポンプ場

末端パルプ

図一4 SCADAによるポンプ場からの濯瀛配水システム

の概要
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以下のとおりである。

①PLC などのオープン(公開)通信プロトコルを

用いた機器や,価格が公開され普及している既存の制

御機器と一般的なアプリケーションソフトを組み合わ

せることで,高性能かつ低価樹ヒを実現できる。

②運用していく中で,管理実態に合わせた監視画面

の変更や機能変更・追加が容易でメンテナンス性やシ
ステムの拡張性に優れる。

③多くのフェールセーフ機能が装備されてぃるため
異常時の対応に優れる。

④圃場ごとの給加§ルブの運用から,用水ポンプま

で連携した圃場プロックごとの制御まで,管理規模に

とらわれず導入すること力河能であり,圃場内,用水

機場両方の水管理労力の削減に貢献する。

これまでSCADAのような集中監視システムは士

地改良区などのダム,頭首工,幹細k路,大規模な用

水機場といった基幹的な水利施設の管理者のみが使用

していたが.中小規模の用水機場の管理者は土地改良

区から管理委託された大規模経営体である場合もあり

うる。よって,本システムのユーザーは士地改良区か

ら,大規模経営体までが対象となる。

本システムをポンプ瀧瀛地区の水理模型(写真一3)

に実装し,制御,各種モニタリング,データ収集・分

析機能,導入コスト,操作の簡便性や安定性を検証し

た。システムは,まず末端圃場においてモニタリング

水位が設定フK位より低下したら末端バルブから自動で

用水が給水される。末端バルブからの給水量に応じて

ポンプ場における高架水槽の水位を監視し,減少速度

に応じた回転数で,ポンプ場から揚水が行われる。こ

査結果に示されているように,ポンプ濯瀛において

は,一日のうちでも水需要の変動パターンが生じるこ

とがよく知られている。ここでブロック 1,2,3 の順

で一日置きに口ーテンションを行うとする。このと

き,プロック 1 に濯水中はブロック 2,3 に送水され

ないように支線バルプ2,3の閉運転を行う。こうす

ることで,ブロック1に需要集中時に余分な流量の損

失がなく濯水できる。ブロック2,3濯水時において

も同じょうな支線バルプの操作を行う。このとき,ポ

ンプ場は末端の状態を監視し,末端バルブの運転状況

によって段階的に回転数の制御を行う。これにより点

線で示すON/OFF制御とは異なり需要に応じたポン

プ運転が行え,節水および節電が可能になる。

IV. SCADAによる濯滅配水システムの構築

1Ⅱ.に示した圃場と用水機場の連携により用水需

要に応答する配水で節電・節水を実現するためには,

配水系全体を監視・制御するためのシステムの導入が

必要である。そこで, SCADA (supervisory contr01

And DataAcquisition)による濯瀛配水システムの構
築の検討を行った。システムの概要を図一4に示す。

SCADA とは,工場のオートメーション(FA)やイン

フラ設備などの監視制御システムをパソコン上で構築

するためのツールである。システムとしての構成は,

①遠方監視制御装置(PLC),②監視制御とデータ収集

を行うサーバー(PC,またはクラウド),③通信設備

(Ethernetや次世代型の通信規格である Wi-SUN な

どの無線通信),④監視画面表示用画面(タプレット端

末やPC),である。中小規模のポンプ瀧瀛地区の監視

制御システム構築にSCADA を導入するメリットは
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写真一4 経営体や施設管理老用のスマホ,タプレツトによ

る水管理システム

のように,末端圃場の需要水量のみがポンプ場から供

給され掛流しがなくなるため,ポンプ場の節水・節電

が可能となる。また各ブロックではブロックローテー

ションが可能なように支線バルブが設置され,遠隔制

御により支線バルプの開閉がなされる。SCADA シ

ステムの機能の詳細については文献3)を参考とされ

たい。3力所の分散した圃場プロックごとに配置され

たPLC 同士は,920MHZ帯の特小無線ユニットで通

信される。本無線ユニットはPLCのRS485インター

フェースに接続可能で,汎用性の高いMODBUSプロ

トコルで通信される。親PLC からはPLC のEther・

netユニットからインターネットに接続しSCADA

サーバーにデータを送信する。このように圃場ブロッ

クごとに設置したPLC は通信機能によりSCADA

サーバーと連携することで,システム全体の見える化

による圃場とポンプ場の管理者相互の監視制御が可能

である。

写真一4にタプレット端末上に表示した試作監視画

面を示す。作成したSCADA上のインデックス画面,

トレンド画面,メーター画面,設定値調整用画面,ア

ラーム画面は,正常かつ容易に運用できることを確認

した。また,日報,月報,年報などのExce1帳票への

集計やCSVファイルへの自動保存が可能であるため

運用状況の管理や分析が容易に行える。監視用PCに

よる監視用端末はサーバーを兼ねているが,クラウド

サーバーにより監視画面の閲覧や遠隔操作は利用者個

別で行うことができるため,各農家や管理者が端末を

持つことで末端水需要に合った水管理操作がなされ

る。この操作は用水機場の運転と連携しており,用水

は圃場の水需要量の分のみ揚水されるため,掛流し運

転が解消され,節水・節電力河能となる。

V.おわりに

本報では,節水・節電のための圃場と用水機場が連

携した濯瀛配水システムの構築状況について,現地の

管理実態を考慮しつつ報告した。

今後の現地への適用においては, PLCを現地に設

置する上での温湿度環境に対する耐候性や,既存の制
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監視画面

水弁などの制御機器の通信機能の付加,圃場の用水需

要の予測との連携などの研究を継続する考えである。
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